プレスリリース 2017 年 11 月 17 日

世界有数の圧縮ユーティリティで、すばやく簡単にファイルを圧縮、保護、共有、管理

WinZip® 22 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、定番ファイル管理ユーティリティソフトウェア
WinZip の最新バージョン、
「WinZip® 22」を 2017 年 11 月 17 日（金）に発売いたします。

WinZip とは
1991 年の登場以来、
20 年以上にわたり全世界で合計 10 億ダウンロードを超える定番ファイル管理ソフトです。
ファイルの圧縮解凍機能はもちろん、高度な暗号化や PDF 変換機能を使ったファイル保護機能などを備え、大
切な情報を漏洩や意図しない改変から守ります。また、クラウドとの連携により大きなファイルの管理や共有を
シンプルな操作で実現します。ダウンロード版のほか、POSA カード版、ボリュームライセンス版のラインアッ
プをとりそろえています（製品構成は後述）
。

WinZip 22 のグレードについて
・WinZip 22 Standard
ファイルの圧縮、保護、共有、管理機能をバランスよく備えた定番ファイルユーティリティソフト WinZip の標
準グレード。
・WinZip 22 Pro
WinZip 22 Standard の持つすべての機能に加え、自動バックアップや複数のクラウドサービス アカウント管理
機能などを備えた上位グレード。
・WinZip 22 Enterprise

※Enterprise はボリュームライセンスのみのご提供となります

WinZip 22 Pro の機能に加えて、
FIPS 140-2、
FIPS 197 などの主要規格に準拠した暗号化や、SharePoint、Amazon
S3、Office 365 for Business などの主要クラウドサービスに対応した、企業向ライセンス製品。ネットワーク デ
ィプロイメントやカスタムインストールに対応。

WinZip の基本機能
主要な圧縮形式をすべて解凍

完全なファイル管理

ワンクリックで、Zip、Zipx、RAR、7z、TAR、GZIP、

パソコン、ネットワーク、クラウドサービス内のファイ

VHD、XZ、POSIX TAR のほか、主要な圧縮形式のファ

ルを簡単に検索して開き、編集、移動、共有が可能。

イルをすべて開くことができます。

プライバシーの保護

どこでも共有

圧縮時にファイルを簡単に暗号化して情報やデータを保

メールやクラウドサービス、ソーシャルメディア、イン

護。読み取り専用の PDF を作成したり、ウォーターマー

スタント メッセージで大きなファイルもらくらく共有。

クを追加して、不正コピーを防止。

リンクをすばやくクラウドファイルへ共有します。

※機能詳細やの機能比較表については WinZip 製品ページ（http://www.corel.jp/wz/）をご参照ください。

WinZip 22 の新機能/機能強化

新機能！ファイルを開くと解凍のプロンプトが表示されます
エクスプローラ、WinZip ファイルペイン、WinZip リボン、
ファイルメニューから圧縮ファイルをすばやく解凍できます。展開先に、元のフォ
ルダ、ドキュメントフォルダ、選択したフォルダを選べます。
新機能！ファイルペインのフォルダに解凍
ワンクリックで、ファイルペインの選択したフォルダにファイルを解凍できます。
新機能！より早くなった起動パフォーマンス
WinZip の起動時間が半分になり、アプリケーションの起動に気を取られることなく、目の前の仕事に集中できます。複数のウィン
ドウを起動してしまうリスクも減ります。
新機能！画像フォーマットの変換
画像ファイルのサイズを瞬時に小さくし、
jpg から png など画像形式を変換します。
Zip ファイルに追加するか、デスクトップに保存して、さまざまな用途に使えます。
新機能！ファイルから個人データを削除
さまざまなファイルから個人データ（EXIF）を簡単に削除でき、個人情報が含まれたまま共有されることを防げます。対応ファイ
ル：DOC/DOCX、GIF、JPG (JPEG)、PDF、PNG、PSD、PPT/PPTX、XLS/XLSX
新機能！POSIX TAR に対応
最新の圧縮形式の POSIX TAR ファイルを開いて、解凍できます。
新機能！WinZip Express でクリップボードにコピー
WinZip Express により、ファイルのクラウドリンクをクリップボードにコピーし、他のアプリにペーストして共有できます。
新機能！アドレス帳オプション
連絡先リストに追加することなく、1 度限りの相手にメッセージを送信できます。また新しいオプションにより、手動で入力した
受信者を追加する必要がなくなりました。この機能は就職活動など、日ごろからやり取りのない宛先に繰り返しメッセージを送る
際に便利です。

機能強化！Zip ファイルの暗号化
ツール リボンをワンクリックするだけで、既存の 1 つまたは複数の Zip ファイルを暗号化できます。
機能強化！新しいファイルの暗号化オプション
暗号化されたファイルを含む Zip ファイル更新時に、自動的に暗号化を適用します。元ファイルのパスワードのプロンプトにより、
権限のないアクセスからファイルを守ります。
機能強化！パスワード保護
Zip ファイル内の暗号化ファイルを削除するには、パスワードが必要になります。この初期設定により、ファイルを誤って削除す
ることがなくなります。
機能強化！ファイルをもっと簡単に「移動」
新しい［移動］ボタンと［追加］ボタンで、Zip ファイルへのファイルの追加または移動がより明確になりました。
WinZip 22 Enterprise 限定の新機能
エンタープライズ規模のパスワード保護 / エンタープライズ リボン ボタンを非表示/ Slack に対応/ UI 設定/ジョブ ウィザー
ドでファイルの EDP をスキップ

WinZip 22 のシステム要件

対応 OS：Windows 10/8/7/Vista
その他：Internet Explorer 8 以上

WinZip 22 製品構成

ダウンロード版
製品名

参考標準価格（税別）

JAN コード

WinZip 22 Pro 通常版

¥6,400

4573197088541

WinZip 22 Pro アップグレード版

¥3,200

4573197088558

WinZip 22 Standard 通常版

¥3,800

4573197088565

WinZip 22 Standard アップグレード版

¥1,900

4573197088572

アップグレード版は旧バージョンの WinZip をお持ちの方を対象とした製品です。

POSA カード版
店頭で販売されている POSA カード版は、2017 年 11 月 17 日（金）に提供プログラムが WinZip 22 に切り替わりま
す。提供されるプログラムの詳細は POSA カードに記載されている「PIN 交換サイト」をご参照ください。
ボリュームライセンス版
まとまった本数の導入を検討のお客様を対象とした、お得なボリュームライセンスの設定がございます。
詳細は Corel 製品ページ（http://www.corel.jp/home/）および WinZip 製品ページ（http://www.corel.jp/wz/）を
ご参照ください。
ダウンロード版およびライセンス製品の取扱い開始日
2017 年 11 月 17 日（金）

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。

