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超高速 RAW ワークソリューション 

Corel® AfterShot™ Pro 3 

発売のお知らせ 

 
 

コーレル株式会社（本社：東京都港区、会長:堺 和夫）は、超高速 RAW ワークソリューション「Corel® AfterShot™ 

Pro 3」ダウンロード版を 2016 年 11 月 2 日（水）に発売いたします。 

 

Corel® AfterShot™ Pro 3 について 

 

超高速 RAW ワークソリューション AfterShot Pro 3 は、RAW 画像をすばやく現像し美しい作品に仕上げることが

できます。膨大な量の写真コレクションを管理したり、露出過多の写真のディテール回復、歪み修整、また精確なレ

タッチツールを使って画像のほこりやシミ・汚れなどを除去したりするのにも最適です。パワフルな非破壊写真編集

で元のファイルを変更することなく、複数のバージョンの写真を調整することができます。新機能の透かし機能や、

強化されたハイライトリカバリ、シミ修整ツール、包括的な一括処理機能、そして新しい画像プリセットライブラリ

などを使って編集作業時間を短縮できます。 

 

 

シンプルな写真管理 

・1 つの画面で整理、選択、表示 

・柔軟なファイル管理オプション 

・タグやその他機能で写真を整理 

 

 

超高速ワークフロー 

・写真のインポートが不要 

・高速 RAW 画像変換ツール 

・処理中にも作業できる操作画面 

 

強力な一括処理 

・設定が簡単なバッチ処理機能 

・大量の写真も高速に一括変換

  



■パワフルな非破壊写真編集 

複数バージョンの編集 

・元のファイルを変更することなく、複数のバージョンの写真を調整 

・白黒や、クロスプロセスなどの様々な修正機能 

・カスタマイズ可能なプリセットで様々なバージョンを作成 

多彩な調整機能 

・多種多様な調整ツールを使って写真編集： 

(トリミング、角度調整、ハイライトリカバリ、ノイズ除去、色調整、色温度、露出、ハイライト、フィルライトなど) 

ハイダイナミクスレンジ (HDR) ツール 

・視覚的コントラストの強い印象的な写真を作成 

・様々な露出の写真を組み合わせて、1 枚の HDR 写真に統合 

 

■個人設定が可能な写真ワークフローを使って完璧な操作を実現 

完璧な写真管理機能 

・撮り溜めた写真をすばやく整理 

・簡単に新しい画像やカタログを追加 

・検索ツールや星付け評価機能、その他の管理ツールで写真を見つけやすく 

写真編集ソフトとらくらく統合 

・ワンクリックで RAW 画像を TIFF 形式で外部エディターへ送信 

・PaintShop Pro や Photoshop などでさらに細かい編集 

作業領域のカスタマイズ 

・タスクに合わせてサムネイル、プレビュー、参照、ツールの各パネルを表示/非表示を切り替え 

・スライドショー、全画面、マルチ画像ビューなどから表示方法を選択 

 

■高速 RAW 現像 

スピーディーな一括処理 

・他のプログラムより最大で 4 倍速く、設定も簡単なエクスポート機能 

・画像の一括処理をすばやく完了 

64 ビットの処理性能 

・64 ビットアーキテクチャ対応 

・強力な処理性能や空き容量の確保やサイズの大きい画像の処理 

・アプリ全体で、使用可能メモリ、作業の安定性、反応が向上 

OpenCL に対応 

・OpenCL でグラフィックカード (GPU) の力を引き出し、処理速度を向上  



AfterShot Pro 3 の主な新機能について 

新機能！ウォーターマーク機能 

 

多彩な透かし機能で写真を保護したり、ロゴや連絡先情

報で写真をブランド化したり、お好みのテキストやグラ

フィックスを追加したりできます。個々の写真または一

括で複数の写真に透かしを入れることができ、サイズや

回転、配置、透明度も自由に変更できます。

機能向上！ハイライトリカバリ 

 

強化されたハイライトリカバリで、露出オーバーの画像

のさらに細かいディテールやトーンを復元できます。新

しいアルゴリズムを採用し、RAW ファイルのデータの

隅々までアクセスしてより高品質の画像を実現します。

機能向上！シミ修整 

 
新しいシミ修整機能の円形、多角形、ブラシ、そし

てフリーハンドツールにより細かい調整が可能にな

り、簡単でスピーディーに人物写真の編集を行うこ

とができます。あらゆる写真のほこりやシミ、汚れ

などをすべて修整します。

新機能！画像プリセットライブラリ 

 
あらかじめ用意されたテキストエフェクトを選択す

るだけで、テキストにすばやく効果を適用できま

す。また、設定をカスタマイズして登録することも

可能です。

新機能！最新の RAW カメラ対応 

プロフェッショナルなデジタル一眼レフや柔軟で高品質

のミラーレスカメラなどを含む、人気の最新高性能カメ

ラに常に対応しています。定期的に行われるカメラプロ

ファイル アップデーターで新しいカメラへ対応した

り、フィードバック機能で要望を Corel へ伝えること

が可能になりました。 

  



システム要件 

 
ご注意ください： AfterShot Pro 3 は 64 ビット版のみです。 
 
Windows 
・最新サービスパック適用の Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7(64 ビット版） 
・64 ビットの Intel または AMD プロセッサ(マルチコア プロセッサ推奨） 
・2 GB 以上の RAM(HDR には 4 GB 推奨） 
・400 MB 以上のハード ディスク空き容量 
・解像度 1024x768 の 16 ビットカラーディスプレイ(解像度 1280 x 768、24 ビット以上のカラーディスプレイ推奨) 
・オンラインヘルプおよびプログラムのアップデートにはインターネット接続が必要 
 
Macintosh 
・Mac OS X 10.9 以降（64 ビット版） 
・すべての Intel Mac モデルに対応 
・2 GB 以上の RAM 
・250 MB 以上のハード ディスク空き容量 
・解像度 1024 x 768 以上の 16 ビットカラーディスプレイ 
・オンラインヘルプおよびプログラムのアップデートにはインターネット接続が必要 
 
Linux 
・Fedora 19 または Ubuntu 14.04 以降（64 ビット ディストリビューション） 
・64 ビットの Intel または AMD プロセッサ(マルチコア プロセッサ推奨） 
・2 GB 以上の RAM 
・250 MB のハード ディスク空き容量が必要 
・解像度 1024 x 768 以上の 16 ビットカラーディスプレイ 
・オンラインヘルプおよびプログラムのアップデートにはインターネット接続が必要 
・依存関係： Glib 2.4、KDE または GNOME 推奨(依存関係の全リストは RPM および DEB パッケージ参照） 
・デスクトップ コンポジションの有効化および「freedesktop.org」対応のウィンドウマネージャ(KDE、Gnome な

ど）推奨 
・64 ビット ディストリビューションには 32 ビット互換ライブラリ（ia32-libs）が必要 
 
画像フォーマット 
・JPG、TIFF 
・主要カメラメーカーの RAW ファイルに対応：ARW、CR2、CRW、DCR、DNG、MRW、NEF、NRW、ORF、

PEF、RAW、RW2、RWL、SR2 
 
アプリケーションの機能に必要なソフトウェア 
・Internet Explorer 11 以降、または Microsoft Edge 
・Safari 5.1 以降 
 
上記に適合するすべての環境での動作を完全に保証するものではありません。最新の詳細な動作環境については製品
ページをご参照ください。http://www.corel.jp/asp/ 
 
 

製品構成について 

 

製品名 JAN コード 標準価格（税別） 発売日 

Corel AfterShot Pro 3 4573197079747 \9,800 
2016 年 11 月 2 日 

Corel AfterShot Pro 3 アップグレード版 4573197079754 \6,860 

 
【アップグレード要件】 
アップグレード版を購入いただくには、次のいずれかの製品のライセンスされた旧バージョンが必要です： Bibble 
Pro または Lite 5、Corel AfterShot Pro、Corel Paint Shop Pro Photo X2 以降、Adobe Lightroom、 Apple 
Aperture 
 

※2016 年 11 月現在、本製品はダウンロード版のみのご提供となります。 

  

http://www.corel.jp/asp/


 
 

関連情報 

【コーレルについて】 

Corel は、業界で最も知名度の高いグラフィック、生産性、デジタル メディアに関する製品を複数供給してい

る世界のトップに位置するソフト ウェア企業の一社です。長年にわたり、革新的で信頼性が高く簡単に使いこ

なすことができ、生産性を格段に向上させる製品を提供すると 評価されています。ソフトウェアの技術革新、

デザイン、価値を提供するとして高く評価され、業界から何百もの賞を受賞しています。 CorelDRAW® 

Graphics Suite、Corel® Painter®、Corel® PaintShop® Pro、Corel® VideoStudio®、Corel® WordPerfect® 

Office といった当社の製品ラインアップは、世界中で数百万人に使われています。 

＜掲載用連絡先＞ 

コーレル株式会社 

URL： http://www.corel.jp/ 

＜プレスからのお問い合わせ＞ 

コーレル株式会社 〒105-0004 東京都港区新橋 4-21-3 新橋東急ビル 2 階 

広報用メール：jp_press@corel.com 

記載されている製品名・会社名・サービス名・ロゴは、各社の登録商標または商標です。 

http://www.corel.jp/
mailto:jp_press@corel.com

