プレスリリース 2017 年 7 月 28 日

定番のファイルユーティリティソフト WinZip を Mac で！

「WinZip® Mac 6 (英語版)」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、定番ファイルユーティリティソフトウェア WinZip®
の Mac 版、最新バージョン「WinZip® Mac 6 (英語版)」ダウンロード版を 2017 年 7 月 28 日（金）に発売いた
しました。

※本製品のプログラムは英語版（英語表記）です。日本語 OS 環境でもご利用いただけます。

WinZip Mac 6 について
信頼の圧縮技術で簡単にファイルを圧縮／解凍。強力な AES 暗号化を使用してファイルを保護、大容量のファ
イルも WinZip の中からクラウドサービスに保存して共有。新しい WinZip Mac では、新たにファイルペインを
使用して簡単に Zip 圧縮・解凍が行えるようになりました。ワンクリックアクセス、マルチビューレイアウト、
ドラッグ＆ドロップ機能、12 以上の圧縮フォーマットの対応、簡単ファイル管理といった機能をご利用いただ
けます。

機能概要
Zip 機能


シンプルなドラッグ＆ドロップ操作でファイルを簡単に Zip 圧縮・解凍



ファイルサイズを小さくして、共有の高速化やディスクスペースの最小化



Zip、Zipx、RAR、LHA、7Z、JAR、WAR を含む主要な 12 以上のフォーマットに対応



Zip 内のファイルを解凍・再圧縮せずに暗号化・画像のサイズ変更



Zip 作成時に画像のサイズ変更、新しいサイズオプションを 2 つ追加



新しいファイルペイン上の操作で簡単にファイルやフォルダを Zip 圧縮・解凍

暗号化


パスワード保護と強力な AES 暗号化でファイルを安全に保護



暗号化ファイルを Zip に追加する際にパスワードを再利用



メールの添付ファイルへの不正アクセスを防止



Zip 内で個々のファイルを暗号化



Show Password 機能で簡単にパスワードを再確認

パッケージ化と共有


Mac 上のファイルを安全にメールに添付できるように、ファイルサイズを小さくして暗号化



ファイルを整理し、小さくて共有に最適なグループに圧縮することが可能



より高速にアップロードしたり、ダウンロードしたりできるように、ファイルやフォルダを Zip 圧縮



Facebook、Twitter、その他のアプリに簡単に共有

クラウド接続


iCloud Drive、Dropbox、Google Drive、ZipShare などに WinZip から接続



大容量のファイルも簡単に Zip 圧縮してアップロードしたり、クラウドに保存されている Zip を解凍



クラウドリンクを使えば、クラウドサービスへのアップロードやメールでリンクの送信が可能



Zip ファイルをクラウドサービスにアップロードしたリンクを、簡単に Skype や他のアプリに貼り付け



ファイルを圧縮することでクラウド容量を有効活用
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その他の新機能 / 機能強化：拡大可能なファイルペイン / 最近使用した Zip ファイル / より多くのファイル
タイプを解凍 / Zipx で MP3 圧縮 / Zipx 圧縮

WinZip Mac 6 のシステム要件
WinZip Mac 6 で必要なシステム要件 ：
Mac OS X 10.8 またはそれ以降
Intel 64-bit プロセッサ
Apple Retine ディスプレイに対応
※ アプリケーションのアクティブ化にインターネット接続環境が必要です。

WinZip Mac 6 の製品構成

発売日

製品名

参考標準価格(税抜き)

JAN コード

WinZip Mac 6 (英語版)

¥3,800

4573197086738

WinZip Mac 6 アップグレード版 (英語版)

¥2,000

4573197086745

2017 年 7 月 24 日

アップグレード要件：本製品は旧バージョンの WinZip Mac をお持ちの方を対象としたアップグレード製品です。

WinZip シリーズについて

WinZip 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ユーティリティソフ
トです。Windows、Mac、iOS、Android など環境や用途に合わせてご利用いただける製品ラインナップを取り揃えて
います。

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。

