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プロのアーティストに認められたデジタルアート&ペイントソフトウェア 

Corel® Painter® 2018 
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、デジタルペイントソフトの最高峰として世界中のアーティ
ストから多大な支持を得ている Corel Painter® （コーレル ペインター）の新バージョン Corel® Painter® 2018 のダ
ウンロード版を2017年6月28日（水）、パッケージ版およびボリュームライセンスを2017年7月21日（金）に発売し
ます。 

Painter 2018には、本物の画材そっくりのNatural-Media®ブラシが数多く用意されているため、伝統的な絵画技法か
らデジタルアートへスムーズに移行でき、自然かつプロレベルの作品をすばやく仕上げられます。また、デジタルな
らではの非現実世界の画材やツールを駆使して、デジタルアートの可能性を追求することもできます。厚塗りの絵具、
流れるような水彩、そしてさまざまなテクスチャのメディアなど、世界中のアーティストが愛用する無限の画材を活
用できます。 

アプリ内学習教材、Photoshop との互換性、2.5D テクスチャペイント、そして業界トップクラスのフォトペイント
ツールなど、多彩な機能を最大限に活用できます。最先端技術を駆使したツールが満載の、高速で高性能なアートア
プリケーション Painter で、アートの可能性が無限に拡がります。 
 

アートワーク： Chris Melby 



Corel Painter の特徴 

白いキャンバス 
Painter には、構想をキャンバスに再現するために
必要なウェットおよびドライメディアがすべてそ
ろっています。鉛筆、ペン、パステル、マーカー
でスケッチ。エアブラシ、グワッシュ、油彩、墨絵、
水彩などを使用してペイントすると、パソコンで
作成したとは思えないほどリアルな作品に仕上が
ります。 

アートワーク： Susi Galloway 

 

フォトアート 
ほかに類を見ないクローン作成およびフォトペイ
ントツールで写真を加工すれば、生産性がすばら
しく向上します。白いキャンバスに描くことので
きるブラシは、画像にも使用することができ、写
真を貴重な芸術作品に変身させます。 

アートワーク： Shane Record 

おもな新機能と強化機能 

厚塗りペイント 

ブラシやパレットナイフを使って、油絵具やアク
リル絵具のようにキャンバス上に盛り上げたり、
塗り伸ばしたり、混ぜたり、削ったりできる、非
常に重厚なメディアです。描いたあとで、キャン
バスの照明を調整して陰影を変更することができ
ます。 

アートワーク： Skip Allan 

クローン作成 
人気のフォトアートツールの性能がさらに向上し、コラージュ作成やフォトアートの編集が信じられないほどシンプ
ルになりました。Painter® 2018 でクローンソースを作成、またはクローンソースのサイズと形状をインポートして
すばやく変更できます。作品に難なくブレンドする透明のクローンソースを自由にペイントしてください。そして、
透明度のあるお気に入りのクローンソースをライブラリに保存すると、次の作品に再利用できます。 



2.5D テクスチャ 

キャンバスから浮き上がる 2.5D テクスチャブラシ
で美しいペイントを作成。3D モデルの 2D レンダ
リングをインポートしてソースをブレンドし、分
厚いうろこや毛穴、凹凸のあるテクスチャなどに
ブラシを適用します。または、キャンバスに直接
ペイントしてキャラクターの魅力をアップ。最後に、
ペイント部分の環境光を微調整して、キャンバス
を輝かせます。 

アートワーク：Aaron Rutten 

テクスチャ合成 
キャンバスの一部分、またはお気に入りのテクスチャを選択すると、Painter でその DNA を使用した大きな画像が自
動的に生成されます。このユニークな機能を使用して、作品に魅力的な奥行きとディテールを与えましょう。さらに、
この拡大テクスチャを保存して、次の作品に使用することも可能です。 

「溶かし」と「リキッド」のテクノロジー 
アーティストに人気の溶かしやリキッドのテクノロジーがさらに多彩になりました。空白のレイヤーにサージェント
ブラシで描き、下位のブラシストロークとブレンドできます。さらに、新しく幅広い種類の Natural-Media® ブラシ
を使用すれば、インスピレーションを際限なくキャンバスに描くことができます。 

選択ブラシ 

Painter の新しい選択ブラシツールを使用すると、ブラシの形をカスタマイズして正確に選択範囲をすばやく追加ま
たは削除することができます。ブラシを選択して完璧にカスタマイズしたら、保存して次の作品に再利用できます。 

テクスチャ塗りつぶし 
大胆なテクスチャでキャンバスを塗りつぶしましょう。塗りつぶしツールまたは新しい塗りつぶし効果メニューを使
用して、ライブラリから選択したテクスチャを芸術的にキャンバスに拡げましょう。 

テクスチャのランダム回転 
お気に入りの紙目ブラシを選択してランダム回転を有効にすると、ストロークごとに粗目が微妙に回転し、より自然
でオーガニックな仕上がりを実現できます。 

■ Painter 2018 システム要件 

Windows 

• 最新アップデートを適用した Windows 10 (64 ビット)、Windows 8.1 (64 ビット) または Windows 7 (64 ビット) 
• Intel Core 2 または AMD Athlon 64 プロセッサ、2 GHz 以上の速度 
• 論理コア 4 個以上（推奨） 

• 2 GB の RAM (8 GB 以上を推奨) 
• 1 GB のハード ディスク空き容量 (アプリケーション ファイル用) * 
• ソリッドステートドライブ（推奨） 

• 1280 × 800 の画面解像度 (1920 x 1080 以上を推奨) 



• マウスまたはタブレット 
• DVD ドライブ (パッケージ版のインストールに必要) 
• 最新アップデートを適用した Microsoft Internet Explorer 11 以上 
• 製品をアクティブ化するには、最初にインターネットに接続して登録を行う必要があります 

* Microsoft .NET Framework 4.6 用に追加の空き容量が必要になる場合があります 

Mac 

• 最新アップデートを適用した macOS 10.12、OS X 10.11 および OS X 10.10 
• 64 ビットをサポートしたマルチコア Intel プロセッサ 
• 論理コア 4 個以上（推奨） 

• 2 GB の RAM (8 GB 以上を推奨) 
• 750 MB のハード ディスク空き容量 (アプリケーション ファイル用) 
• ソリッドステートドライブ（推奨） 

• 1280 × 800 の画面解像度 (1920 x 1080 以上を推奨) 
• マウスまたはタブレット 
• DVD ドライブ (パッケージ版のインストールに必要) 
• 製品をアクティブ化するには、最初にインターネットに接続して登録を行う必要があります 

■ Corel Painter 2018 製品情報サイト 

製品情報掲載用 URL　http://www.corel.jp/ptr/ 

発売製品一覧 

パッケージ版 

※ ボリュームライセンスもパッケージと同時に発売します。 

ダウンロード版 

●特別優待版 

特別優待版は、次の商品をお持ちの方が対象です。 
Adobe Photoshop、Adobe Photoshop Elements、水彩、 IllustStudio、ComicStudio、CLIP STUDIO PAINT、ペイ

製品名 JANコード 価格（税別） 発売日
Corel Painter 2018 4573197086776 ￥59,800

2017年 7月21日
Corel Painter 2018 特別優待版 4573197086783 ￥49,800
Corel Painter 2018 アカデミック版 4573197086790 ￥24,800
Corel Painter 2018 アップグレード版 4573197086806 ￥29,800

製品名 JANコード 価格（税別） 発売日
Corel Painter 2018 4573197086813 ￥49,800

2017年 6月28日Corel Painter 2018 アップグレード版 4573197086837 ￥24,800



ントツールSAI、アップグレード対象外のCorel Painter、Corel Painter Essentials(パーソナル版を含む)、Corel 
Painter Classic、その他Corel商品。非売品、体験版は対象となりません。 

●アップグレード版 

アップグレード版を購入するには、Painter®のライセンスを所有している必要があります（旧バージョンすべてが対
象です）。元のバージョンのシリアル番号が必要です。アカデミック版、体験版、Painter Essentials、Painter 
Classic、OEM版、および非商用（NFR）版はアップグレード対象外です。 

●アカデミック版 
アカデミック版は、文部科学省が管轄する学校法人の学生または教員、および公的な教育機関に勤務される方が対象
です。ご購入の際に身分証明書等をご提示いただく必要があります。詳しくは製品Webページでご確認ください。 

【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。 
Corel の製品ラインアップには、Corel DRAW® Graphics Suite、Corel® Painter®、Corel® PaintShop® Pro、Corel® 
VideoStudio®、Corel® WordPerfect® Office、MindManager®、Pinnacle Studio™、ReviverSoft®、Roxio 
Creator®、Roxio® Toast™、WinZip があります。 

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。

＜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 


