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AI 搭載で進化した、写真編集ソフトの最新版

「PaintShopTM Pro 2021」
「PaintShopTM Pro 2021 Ultimate」
9 月 3 日(木)新発売
https://www.sourcenext.com/product/corel/paintshop_pro/
ソースネクスト株式会社（本社：東京都港区東新橋 1-5-2 汐留シティセンター33 階 代表取締役社長：松田 憲幸）は、
9 月 3 日(木)に、Corel 社製の写真編集ソフト「PaintShop™ Pro 2021」（8,980 円・税別）、「PaintShop™ Pro 2021
Ultimate」、（12,800 円・税別、いずれもダウンロード版）を発売いたしました。
本製品は、Corel 社製の写真編集ソフトの最新版です。AI を使って解像度や品質を低下させることなく美しい状態の
まま写真を拡大できる機能や、JPEG 画像の劣化をなくし元の色味を復元できる機能などが新たに追加され、より使い
やすく進化しました。
なお、「PaintShop Pro 2021」のパッケージ版は、10 月 23 日(金)に、弊社サイトおよび全国の家電量販店で発売いた
します。

【 「PaintShop Pro 2021」シリーズとは 】
本製品はCorel社製の、写真編集ソフトです。Windows
用の編集ソフトとして愛され、進化を続けています。本最
新版では、AIを使った機能（高画質化・劣化除去など）が
追加され、さらに使いやすくなりました。

＜ラインナップ＞
・「PaintShop Pro 2021」
通常版（Windows用の写真編集ソフト）

・「PaintShop Pro 2021 Ultimate」
上位版（通常版の機能に加えて、以下のソフトを収録）
- Painter® Essentials™ 7
- PhotoMirage™ Express
- Corel® AfterShot™ 3
- Corel® Creative Collection
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【 「PaintShop Pro 2021」シリーズの特長 】
■AI高画質化 NEW
解像度や品質を低下させることなく、美しい状態のまま
写真を拡大できます。通常写真を拡大するとぼやけたり
画質が粗くなったりすることがありますが、本製品ではAI
が画像を認識し、自動的に品質をキープできます。

■AI劣化除去 NEW
AIが画像を認識し、JPEG画像の劣化をなくして元の色
味を復元できます。また、ファイル圧縮で発生する画像の
歪みも除去できます。

■AIノイズ除去 NEW
光源が少ない環境で撮影された写真で発生しやすい、
不均一な明るさや色味などのノイズを綺麗に除去できま
す。クリアで鮮やかな写真に仕上げられます。

■AIスタイル変換 NEW
プリセットからスタイルを選択するだけで、写真を簡単
にアート作品へと仕上げられます。
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■写真ワークスペースの強化 Power UP
新しい分割ビュー機能を使用すると、編集前と後の画
像を並べて簡単に比較できます。また、タッチデバイスや
Ultra HD 4K デバイスとの互換性があり、素早く編集を
することができます。

■AI HDR Studiuo（Ultimateのみ） NEW
AIを搭載したプリセットを使って、写真にユニークな H
DR 効果を適用できます。
わずか数秒で写真を修整、補正し、芸術的なタッチに仕
上げられます。

■Sea-to-Sky™ワークスペース（Ultimateのみ） NEW
水の中で撮影した写真やドローンで撮影した写真の補
正用に、新たに設計されたワークスペースです。明るさや
色の補正など、スムーズに修正を進められます。

■対応形式
＜ 読み込み ＞
AI、BMP、CAL、CALS、CGM、CLP、CUR, CUT、DCX、DIB、EMF、EPS、GIF、HDP、IFF、IMG、J2C、J2K、JIF、JP2、
JPC、JPE、JPEG、JPG、JPS、JPX、MAC、MPO、MRW、MSP、PBM、PCD*、PCT、PCX、PDF、PGM、PIC、PICT、PNG、
PNS、PPM、PS、PSD、PSP （PSP 画像ファイル）、RAS、RAW、RIF、RLE、SCT、SVG、SVGZ、TGA、TIF、UFO、WBM、
WBMP、WDP、WEBP、WMF、WPG
＜ 書き出し ＞
BMP、CAL、CALS、CLP、CUT、DCX、DIB、EMF、EPS、AI、PS、GIF、HDP、WDP、IFF、IMG、JP2、J2C、J2K、JPC、
JPX、JPG、JIF、JPE、JPEG、MAC、MSP、PBM、PCX、PGM、PIC、PPM、PNG、PSD、PSP (PSPIMAGE ファイル)、
RAS、RAW、RIF、RIFF、RLE、SCT、CT、JPS、PNS、TGA、TIF、TIFF、WBMP、WBM、WEBP、WMF
＜ 対応RAWファイル ＞
以下のファイル拡張子を含む 800 以上のカメラ モデルの RAW ファイルに対応
・3FR、ARW、CR2、CRW、DCR、DNG、K25、KDC、NEF、NRW、ORF、PEF、RAF、RW2、SR2、SRF、X3F など
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＜ 対応ブラシ形式 ＞
・PaintShop Pro ブラシ（pspbrush)
・Adobe Photoshop ブラシ（.abr）
・Jasc ブラシ（.jbr）
製品概要
・「PaintShop Pro 2021」
■発売日
： ダウンロード版 9月3日(木) ／ パッケージ版 10月23日(金)
■価格
： 8,980 円（税別）
・「PaintShop Pro 2021 Ultimate」
■発売日
： 9 月 3 日(木) ダウンロード版のみ
■価格
： 12,800円（税別）
＜両製品共通＞
■製品内容
■開発
■販売・サポート
■製品情報

：
：
：
：

■対応OS
■プロセッサ

：
：

■RAM
■ハードディスクの
空き容量
■画面解像度

：
：

■ビデオ アダプタ
■その他

写真編集ソフト
Corel Corporation
ソースネクスト株式会社
https://www.sourcenext.com/product/corel/paintshop_pro/
動作環境
Windows 10/ 8 / 8.1、すべて 64 ビット版（最新サービスパック適用）
Intel® Celeron G シリーズまたは AMD® Phenom II およびそれ以降（Intel® Core i5 ま
たは AMD® Ryzen シリーズまたはそれ以降を推奨）
4GB（8 GB を推奨）
3GB（4GB を推奨）

： 1366 x 768（100 dpi で 1920 x 1080 の画面解像度を推奨）、適切な解像度のディスプレイ
で最大 250dpi に対応
： DirectX 10 以上に対応（GPU アクセラレーションには DirectX 12 に対応した個別の VGA
カードを推奨）
： ご利用にはインターネットが必要です
Internet Explorer バージョン 10 またはそれ以降

コピーライト表記について
■製品の画面掲載などのコピーライト表記は、下記の通りお願いいたします。
© 2020 Corel Corporation
Corel,、Corel logo、Corel balloon logo、PaintShop、AfterShot、Essentials、Painter、PhotoMirage,およびSea-To-Sky
は、カナダ、アメリカ合衆国および/またはその他の国のCorel Corporation および/またはその関連会社の商標また
は登録商標です。
お客様お問い合わせ先
■ソースネクスト・カスタマーセンター
■ご購入前相談ダイヤル
： 0570-035-333 （IP 電話からは 082-553-1081）
本製品に関する報道関係者のお問い合わせ先
■担当
： ソースネクスト株式会社 経営企画室 小原早希・柴田智里・小西由起
■連絡先
： TEL 050-5533-4605
FAX 03-6254-5236 MAIL pr@sourcenext.com
＜お知らせ＞
9/3（木）現在、弊社は新型コロナウイルス「COVID-19」の感染拡大に伴い、テレワーク
対応とさせていただいております。大変恐れ入りますが、テレワーク対応期間中は、本
件に関するご質問やお問い合わせは、上記問い合わせフォーム、またはメールにてお
願いいたします。
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※レビュー用の製品貸出しは随時承っております。必要でしたらご連絡ください。
本件リリースに関する報道関係者のお問い合わせ先
■担当
： ソースネクスト PR 事務局（株式会社イニシャル内） 菱沼、佐藤、山田、乗鞍
■連絡先
： TEL 03-5572-7305
FAX03-5572-6065
MAIL sourcenextPR@vectorinc.co.jp
※本リリースをお送りさせて頂いている皆様の個人情報は、株式会社イニシャルの個人情報保護方針に基づいて、厳
重に管理させて頂いております。今後、弊社からのニュースリリースの配信を希望されない方は恐れ入りますがソース
ネクスト PR 事務局までご連絡をお願い致します。
素材・プレスリリースなどのダウンロード
■パッケージデータや画面素材は、下記 PRESS 専用ホームページをご利用ください。https://sourcenext.co.jp/pr/
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