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どなたでも簡単に使える手軽なグラフィック作成&レイアウトツール 

「CorelDRAW® Essentials Suite X8」 
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、どなたでも簡単に使えるグラフィック作成&レイアウト
ツール、CorelDRAW® Essentials の新バージョン「CorelDRAW® Essentials Suite X8」を 2016年11月11日（金）に発
売します。CorelDRAW Essentials Suite X8 は、世界中で多くのユーザーに愛用される統合型グラフィックデザインソ
フトウェア CorelDRAW Graphics Suite X8 をベースに、カラーマネジメントや本格的な印刷機能といった高度な機能
を必要としない方向けに開発した製品です。 

CorelDRAW Essentials Suite X8は、どなたでも簡単に使える手軽なグラフィック作成 & レイアウトツールです。多彩
なコンテンツや学習リソースが付属しているため、初めてでもすぐに使い始めることができます。また、Windows 10、
リアルタイムスタイラス、マルチモニタ表示、4Kディスプレイにも対応しています。ロゴ、ニュースレター、レポート、
フォトプロジェクト、ソーシャルメディアコンテンツなどを、時間をかけずに簡単に、自信を持って作れます。 



製品内容 

メイン アプリケーション 

● CorelDRAW® Essentials X8 ̶ ベクトル イラスト作成およびページ レイアウト 
● Corel® PHOTO-PAINT® Essentials X8 ̶ 画像編集 
● Corel® PowerTRACE® X8 ̶ ビットマップからベクトルへのトレース ツール（CorelDRAW X8 アプリケーションの一部） 
● Corel® CAPTURE™ X8 ̶ 画面キャプチャ ツール 
● Corel® CONNECT™ ̶ コンテンツ ファインダー 

サポート アプリケーション 

● WhatTheFont 
● バーコード ウィザード 
● 両面印刷ウィザード 

コンテンツ† 

● 1,300点の高品質なクリップアートとデジタルイメージ 
● 100点のロイヤルティフリー高品質写真 
● 125点のフォント 
● 75点のフォトフレーム 
● 100点の塗りつぶし 
● クイック スタート ガイド 
● インタラクティブなスタートアップ ツアー 
● トレーニングビデオと [ヒント] ドッキングウィンドウ 
● プロがデザインした100点以上のテンプレート（証明書、広告、名刺、レターヘッド、チラシ、ポスターなど） 
† コンテンツのダウンロードには、認証済みの CorelDRAW Essentials Suite およびインターネット接続が必要です。 

おもな新機能および強化機能 

主要ファイル形式との互換性 
AI、PSD、PDF、JPG、PNG、SVG、EPS、TIFF、DOCX、PPT といった主要なファイル形式と互換性があり、デザイ
ンのインポート、エクスポート、共有が行えます。 

マルチモニタ、4K、リアルタイム スタイラス対応 
マルチモニタ表示や 4K ディスプレイに対応しています。Wacom タブレットおよびデバイス、Windows タブレットに
加え、Windows リアルタイム スタイラスペンによるコントロールも可能になり、作業のスピードと効率をさらに上げ
ることができます。 



修復クローン ツール 

強力な新ツールを使ってお気に入りの写真をさまざまな方法で修正、編集できます。周囲の色やテクスチャにブレンド
する新機能 [修復クローン ツール] を使って、難のある部分を自然に修正。 

CorelDRAW Essentials Suite X8 の特徴 

傾き補正ダイアログ ボックス 
CorelDRAW Essentials X8 および Corel PHOTO-PAINT Essentials X8 の[イメージの傾き補正] ダイアログ ボックスで
は、写真の傾きやレンズによる歪曲を即座に補正し、さらに画像の回転や切り抜きを行うことができます。 

作業領域のカスタマイズ 
行う作業に合わせて作業領域を変更することができます。ツールボックス、ドッキング ウィンドウ、プロパティ バー
は、新機能の [素早くカスタマイズ] オプションを使って簡単にカスタマイズすることができます。 

スタートアップ アシスタンス 

初心者でも経験豊富なデザイナーでも、CorelDRAW Essentials Suite X8 ならどなたでもすぐに始められます。インタ
ラクティブなスタートアップ ツアーで基本事項を学習し、新機能を確認することができます。 

ロイヤルティ フリーの高品質コンテンツ 
1,300点以上の質の高い写真とイラストレーション、125点のフォント、75点のフォト
フレーム、100点の塗りつぶしなどが製品に付属しているので、それらを活用したデ
ザインが作成できます。 

塗りつぶしと透明度を完全にコントロール 
グラデーション塗りつぶし、ビットマップ パターン塗りつぶし、ベクトル パターン塗りつぶし、ハッチ塗りつぶしを
完全にコントロールできる、これまでで最も強力な塗りつぶしエンジンを実現しました。楕円形や長方形のグラデー
ション塗りつぶしを作成したり、グラデーション塗りつぶしの個々のカラー内で透明度を制御したり、グラデーショ
ン塗りつぶしをオブジェクト内で繰り返したりできるようになりました。 



特殊効果と高度な写真編集 

塗り付け、引き付け、旋回、反発の 4 種類の感圧式液体ツールを含む特殊効果、あるいはボケぼかし、カラー化、セ
ピア調、タイム マシンなどの新しいカメラ効果を活用し、Corel PHOTO-PAINT Essentials X8 でオリジナル画像を作
成できます。 

製品内のコンテンツ センター 
新しいコンテンツ センター*は、アプリケーションに統合されたオンライン レポジトリです。グラデーション、ビット
マップ パターン、ベクトル パターン塗りつぶしを CorelDRAW コミュニティの他のユーザーと共有可能。デザインの
ヒントを得たり、あるいは自作を展示したり、気に入った作品に投票したりすることができます。 

正確なレイアウトと描画ツール 
改良されたレイアウト機能を使って、ページ上のすべての要素を正確に配置できます。整列ガイドを使用すると、周辺
オブジェクトに合わせた整列の候補が表示されるので、オブジェクトを素早く簡単に整列できます。輪郭配置オプショ
ンを使用すると、輪郭をオブジェクトの内側、外側、もしくは内外均等に配置するよう指定できます。 

高度な OpenType のサポート 

合字、飾り文字、小型大文字、スワッシュ字型など、高度な OpenType タイポグラフィ
機能を利用して美しいテキストを作成できます。クロスプラットフォームでのデザイ
ン作業に最適な OpenType はさまざまな言語に対応するため、作業する言語に合わせ
て文字をカスタマイズできます。 

複雑なスクリプトのサポート 
CorelDRAW では、アジアおよび中東の言語の表示に適した文字組みが行えるため、これらの言語の取り扱いがスムー
ズです。複雑なスクリプト サポート機能により OpenType フォントと同様の動作が可能となるため、入力に合わせて
文字が修正され、コンテキスト代替の結果を得ることができます。 

ドキュメント スタイル 
[オブジェクト スタイル]ドッキング ウィンドウにより、スタイルを簡単に作成、適用、
管理できるようになりました。スタイルセットを利用して、複数のオブジェクト間で
一貫したフォーマットを簡単に適用することができ、反復バージョンの作成も簡単で、
ドキュメント全体を簡単に統一したフォーマットにすることができます。 

Webグラフィック ツール 
CorelDRAW の Web グラフィック ツールを使って、人々を魅了する Web コンテンツとグラフィックを作成。ピクセル 
モードでは、オンラインでコンテンツがどのように表示されるか正確に確認できます。さらに、[エクスポート] ダイア
ログ ボックスを用いてエクスポート前にファイル形式を比較することで、最適な設定で最高の結果を得ることができ
ます。 

ビットマップを簡単にトレースしてベクトル データに変換 

ビットマップ画像をベクトルに変換する際の時間を短縮します。内蔵の Corel® PowerTRACE® エンジンの向上により、
最適なトレーシング結果が得られるようになりました。また、難度の高いビットマップ画像も、より高画質のベクト
ル オブジェクトに変換します。 



CorelDRAW Essentials Suite X8 システム要件 

• 32 ビットまたは 64 ビットの Windows 10、Windows 8.1またはWindows 7（すべて最新SPおよびアップデート適用） 
• Intel Core i3/5/7 または AMD Athlon 64 
• 2 GBのRAM 
• 1 GBのハードディスク空き容量 
• マルチタッチ スクリーン、マウスまたはタブレット 
• 100% (96 dpi) で 1280 × 720 の画面解像度 
• Microsoft Internet Explorer 11以上 
• Microsoft .Net Framework 4.6 
• DVDドライブ（パッケージ版のインストールに必要） 
• CorelDRAW Essentials Suite の認証、パフォーマンスおよび安定性向上のためのアップデート適用、オンライン 
コンテンツへのアクセス、オンライン コンテンツおよびコンテンツ センターなどの機能の利用には、インターネ
ットに接続してサインインする必要があります。CorelDRAW Essentials Suite はオフラインでもご利用いただけ
ますが、少なくとも月に一度はインターネットに接続してソフトウェア ライセンスを認証する必要があります。 

発売製品一覧 

パッケージ版 

ダウンロード版 

教育機関向けボリュームライセンスも同日発売します。 

●アップグレード版 
CorelDRAW Essentials の旧バージョンをお持ちのユーザーが購入できる商品です。アカデミック版、非売品版、体験
版は対象となりません。 

●特別優待/アップグレード版 

CorelDRAW Essentials の旧バージョン、G.Crew、パーソナル編集長、ラベルマイティ Pop in Shop、一太郎、花子、
Microsoft Publisher、Microsoft Visio、Microsoft Works、Drawgraphic のいずれかのバージョン（OSを問わず）、ま

製品名 JANコード 価格(税別) 発売日
CorelDRAW Essentials Suite X8 4573197082600 ￥14,800

2016年11月11日CorelDRAW Essentials Suite X8 特別優待/アップグレード版 4573197082617 ￥9,800
CorelDRAW Essentials Suite X8 アカデミック版 4573197082624 ￥7,800

製品名 JANコード 価格(税別) 発売日
CorelDRAW Essentials Suite X8 4573197082631 ￥14,800

2016年11月11日CorelDRAW Essentials Suite X8 アップグレード版 4573197082648 ￥9,800



たはCorelの商品をお持ちのユーザーが購入できる優待価格の商品です。非売品版、体験版は対象となりません。 

●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。 

CorelDRAW Essentials Suite X8 製品情報サイト 

　http://www.corel.jp/cdes/ 

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。 
Corel の製品ラインアップには、CorelDRAW® 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。 

＜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/cdes/
http://www.corel.jp/

