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デジタルペイントソフトウェア Painter の最新版『Painter 2022』を発表 

プロのアーティストのための迅速で強力なデジタル ペイント体験を提供 

 

 

コーレル株式会社(本社：東京都港区、会長：堺和夫、以下 コーレル)は、本日、強力でクリエイティブなデ

ジタル ペイントソフトウェア Painter 2022 を発表しました。Windows 10 および macOS 向けに設計され

た Painter® 2022 は、ワークフローの高速化、ブラシ性能の向上、レイヤーの生産性向上に焦点を当てて

機能が強化されており、プロそして意欲的なアーティストに画期的なデジタルアート スタジオを提供します。  

 

【Painter 2022開発の背景】 

「我々は、プロのアーティストのワークフローに Painter も重要な役割を果たしていることを理解しており、ポップカ

ルチャーにおける象徴的な映画、キャラクター、ゲームを生み出す創造的な過程の一部を担っていることを光栄

に思っています。」とコーレルの写真およびデジタルアート部門製品ディレクター Chris Pierce 氏は述べています。

「この最新版は、ユーザーの皆さまから多く寄せられたご要望にお応えすることに焦点を当てて生み出されました。

ブラシの改善、スピードの向上、レイヤーの操作方法の改善など、Painter 2022 は、より迅速で、より強力な

デジタルペイント体験を実現しました。Painter を必携ソフトとし、締め切りに追われるプロの方に、ぜひこの最

新版を試ていただきたい。この製品が皆さまの期待に応えるアップグレードである理由がお分かりいただけるはず

です。」 

 

【Painter 2022の特長】 

Painter は、エンターテイメント、イラストレーション、写真、マンガ、ファインアートなど、様々な業界で利用されて

おり、リアルな手描きタッチで自由に作品を制作したいプロのアーティストのためのツールです。Painter チームは、

パワーユーザーと密接に連携し、ワークフローを全体的に大幅に改善しました。注目の機能は次のとおりです。 

 

• 新機能！スタンプ タイプのブラシのカスタマイズ：人気のブラシがさらに多才になりました。すばやく

描点の形状を変更でき、エッジ効果、回転、圧縮、アンチエリアスもできます。その他、キャプチャー描
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点パネルを使って、独自の描点を作成したり、描点ライブラリを整理、インポート、エクスポートしたりで

きます。 

• 新機能！水彩ブラシとワークフロー：新しい水彩と互換性のあるブラシと、改善されたワークフローオ

プションを使って、より優れた芸術作品を生み出せます。水彩レイヤーにドライ メディア タイプで容易に

ペイントでき、メディアがミックスされた新しく、クリエイティブな作品に仕上がります。また、水彩レイヤーは、

デフォルトのレイヤーに変換することなく、かんたんに変換できます。 

• 新機能！ブラシ ライブラリ体験：ブラシ セレクターでは、新しいカテゴリー、バリアント、ブラシ プレビュ

ーを利用できるだけでなく、お好きなブラシを直接検索、絞り込み、お気に入り登録できます。ブラシ カ

テゴリーやバリアントは名前が変更され、再構成、効率化され、より論理的にご利用いただけるようにな

りました。 

• 新機能！ブラシ サイズ セレクター：ブラシサイズ セレクターを使って、すばやくかんたんにブラシのサイ

ズを選択できます。サイズ ライブラリ内で、サイズ プレビューを追加、並べ替え、削除、調整し、ワークフ

ローを効率化できます。  

• 新機能！ユーザーの声を反映して強化された機能：Painter 2022 は、Painter コミュニティから

直接いただいたリクエストに基づいて改善されました。レイヤーの生産性向上や、その他の機能強化に

より、ワークフローが大きくスピードアップします。新しいレイヤー スポットライトにより、レイヤー作業がより

効率化しました。選択範囲からマスクを読み込んだり、レイヤーの内容を消去・削除するなど、レイヤー

を使った作業がこれまで以上に速く、簡単になりました。また、表示されているレイヤーを折りたたむなど、

複数のレイヤーに対する作業をより迅速かつ簡単に行うことができるようになりました。ナビゲーターには、

グレースケールのプレビューが追加され、すばやく簡単にカラーコードを調べることができます。新しい色の

覆い焼きと焼き込みを使って、容易に作品に明るさ、輝き、暗さを追加し、より自然な色のブレンドを

生み出せます。  

• 機能強化！ブラシのパフォーマンスとスピード：お使いのシステムの種類に関わらず、Brush 

Accelerator™ を実行し Painter を最適化することで、コンピューターのハードウェアを最大限に活用

したペイント体験が可能になります。今回の最適化では、強化されたカバー方法のブラシは、最も大き

く全体的な改善をもたらします。ハードウェアの構成にもよりますが、実績のあるレイヤー手法のブラシで

あれば最大 50 倍、その他の一般的なブラシエンジンであれば最大 2 倍の高速化を実現しています。  

 

プロのデジタル アーティストが、有名な傑作を生み出すのに Painter を選んだ理由を語ります。 

 

「フリーランスのアーティストとして、ディズニー作品の制作に携わり、最も有名なキャラクターに命を吹き

込んでいることをとても光栄に思います。これは、Painter なしでは成し得なかったことであり、最新版



を使って、さらに生産性を高められることをとても嬉しく思っています。」– Disney Interpretive 

Gallery Artist Joel Payne 氏 

 

「Painterに勝るデジタルアートソフトはありません。アニメーション映画『Bombay Rose』の独特な見

栄えは、Painterなしでは作れませんでした。特に気に入っているのは、手描きのような驚くほどリアルな

表現を可能にする木炭ブラシと油彩ブラシです。」– 2019 年にベネチア映画祭でプレミア上映され、

2021 年に Netflix で公開された映画「Bombay Rose」の監督 Gitanjali Rao 氏 

 

「これまでの映画作品すべてに Painter を使用してきました。私から見て、Painter は市場で最も優

れたデジタル描画・ペイント ソフトです。非常にリアルなタッチで描けるので、私が手掛けたデジタル スケ

ッチを、本物の鉛筆と紙で描いたものだと誤解されたこともあります。」– 「 Guardians of the 

Galaxy 」、「 The Avengers: Endgame 」、「 Star Wars: Dawn of the Skywalkers 」な

どの映画作品を手掛けたコンセプト アーティストおよびデザイナー Bob Cheshire 氏 

 

【Painter 2021の概要】 

Painter 2022 は、Windows 10、macOS Big Sur 11.0、macOS 10.15 （Intel および M1 ベース

の Apple システムで実行可能。M1 ネイティブ対応は2021 年後半対応予定）で、アーティストが驚くほどク

リエイティブな体験を提供いたします。英語、日本語、ドイツ語、フランス語、中国語繁体字に対応しております。

本製品の永続ライセンスの希望小売価格（SRP）は、54,780円(税込み)となっています。コーレル オンライ

ンストアでは同日より発売開始となります。また、ソースネクスト様からは 7/8、その他オンラインショップでは、

7/28 より順次販売開始の予定です。 

 

JANコード 製品名 

4549804985107 Corel Painter 2022 for Windows ダウンロード版 

4549804985305 Corel Painter 2022 for Mac ダウンロード版 

4549804985206 Corel Painter 2022 for Windows オンラインコード版 

4549804985008 Corel Painter 2022 for Windows シリアルコード版 

 

無料体験版および詳しい情報は、www.painterartist.com をご覧ください。 

 

コミュニティへの参加 

 

Painter ユーザーと Facebook （www.facebook.com/corelpainter）でつながり、Twitter の 

CorelPainter をフォローしませんか(英語)？Instagram の CorelPainter では、CorelPainter でコ
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ミュニティの素晴らしいアート作品がご覧いただけます。また、Corel Discovery Center Japan

（http://learn.corel.com/jp/）では、新しいテクニックを学ぶことができます。 

 

Corel について 

世界中の何百万人もの知識労働者が Corel 製品により、質の高い仕事をより迅速にこなすことができていま

す。Corel は業界で広く認知されたソフトウェアブランドを提供し、個人やチームによる創造や共同作業を強力

にサポートし、優れた成果へとつなげています。Corel は、インスピレーションを提供し、ユーザーの目標を支援す

るために、CorelDRAW®、MindManager®、Parallels®、WinZip® など幅広い画期的なアプリケーシ

ョン群を提供することで、高く支持されてまいりました。Corel についての詳細は、www.corel.com をご覧

ください。 

 

© 2021 Corel Corporation.Corel、Corel のロゴ、Corel バルーンのロゴ、Painter、Brush Accelerator、CorelDRAW、

MindManager、 Natural-Media、WinZip は、カナダ、米国、およびその他の国における Corel Corporation の商標または登録

商標です。Parallels は、カナダ、米国、およびその他の国における Parallels International GmbH の商標または登録商標です。

Apple および macOS は、Apple Inc. の商標です。本文書に記載されるその他すべての社名、製品およびサービス名、ロゴ、ブラン

ド、登録 / 未登録商標は、識別のみを目的としており、その所有権は各社にあります。第三者のブランドや名前、ロゴ、その他の情報、

画像、マテリアルの使用はこれらを支持することを示唆するものではありません。弊社は、このような第三者の情報、画像、マテリアル、マ

ーク、他組織の名前の独占的所有権は保持していません。特許に関するお知らせや情報を入手するには、

www.corel.com/patent をご覧ください。 

 

■会社概要 

商号   ： コーレル株式会社 

代表者  ： 会長 堺和夫 

所在地  ： 〒105-0004 東京都港区新橋4-21-3 新橋東急ビル2階 

設立   ： 2004年12月 

事業内容 ： (1) コンピューターソフトウエアの開発、販売、及び保守に関する業務 

(2) 企業・官公庁・教育機関へのソフトウエアライセンスの販売 

URL    ： https://www.corel.com/jp/ 

 

 

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】 

コーレル株式会社 

広報担当 

E-Mail：jp_press@corel.com 
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Painter 2022 の概要 

 

Painter 2022 では、プロのアーティストが優れた作品を生み出すことができます。 

 

ユーザーリクエストによる機能強化 

 

ユーザーの皆様からのご要望にお応えして、Painter 2022 では、ワークフローの高速化、ブラシのパフォーマン

スの向上、レイヤーの生産性の向上を実現し、今日のプロのアーティストや野心的なアーティストの方々に、革

新的なデジタルアートスタジオを提供します。 



強化されたブラシ性能 

 

お使いのシステムの種類に関わらず、Brush Accelerator™ を実行し Painter を最適化することで、コンピ

ューターのハードウェアを最大限に活用したペイント体験が可能になります。 

 

新しい水彩ブラシとワークフロー 

  

水彩と互換性のある新しいブラシやワークフローオプションの改善により、アーティストはより充実した創作活動が

できます。 

  



比類なきフォトアート 

 

Painter 2022 に搭載されている業界最先端の Natural Media ブラシと強力なクローニングツールを使え

ば、写真から信じられないような手描き作品を簡単に作成することができます。 


