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AI 搭載ツールや多才な写真編集機能で、創造的な画像編集をよりかんたんに実現する PaintShop 

Pro 2022 をリリース 

 

お手頃価格で、あらゆる機能を網羅したソフトウェアで、 

どんなレベルの写真家も写真編集のワークフローを効率化させ、創造性を大きく高めることができます。 

 

 

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、強力なオール イン ワン

写真編集およびグラフィック デザイン ソフトウェアの PaintShop Pro 2022 および PaintShop Pro 2022 

Ultimate をリリースしました。この最新版で、印象的な画像、洗練された写真合成、すぐれたデザインを実現

できます。PaintShop®️ Pro 2022 は、あらゆるスキル レベルの写真家やコンテンツ クリエーターの方々を念

頭に誕生しました。AI を搭載した新しい編集機能により、複雑な作業も驚くほど簡単になり、スムーズで効率

化されたインターフェースを使って、これまで以上に迅速かつ容易に PaintShop Pro で画像を作成できます。

プロレベルの深みやコントロールが可能で、インテリジェントなツールを使って、ワンクリックですばやく写真を分析し

て素敵な作品に仕上げることもできます。PaintShop Pro 2022 は、写真編集ツールに欠かせないソフトウェ

アになるでしょう。 

 

【PaintShop Pro 2022開発の背景】 

「どんな写真編集を望んでいても、専門知識があってもなくても、PaintShop Pro 2022 なら、あなたのビジュ

アル ストーリーを容易に作成し、整え、共有できます。」と Corel のフォトアートおよびデジタルアート製品ディレ

クター Chris Pierce 氏は述べています。「PaintShop Pro は深く印象的な写真編集パワーを発揮すること

で長い間知られてきました。しかし、この最新版により、写真編集ソフトの様々なユーザーが、クリエイティブな編

集のすべての過程でより容易に、より楽しく作業できるようになりました。面倒な作業を AI のパワーでよりかんた

んにできるようにし、写真家がアプリを利用する際のフローを再評価し、新しいクリエイティブ コンテンツも取り入れ

ました。最初から最後まで卓越した体験を提供します。PaintShop Pro 2022 の多才なツール群で、誰もが

写真をベストショットにすることができます。」 

https://www.paintshoppro.com/jp/products/paintshop-pro/standard/?utm_source=PSPnewsRelease&utm_medium=media&utm_campaign=SMPRPSP&utm_content=2022L_JP
https://www.paintshoppro.com/jp/products/paintshop-pro/ultimate/?utm_source=PSPnewsRelease&utm_medium=media&utm_campaign=SMPRPSP&utm_content=2022L_JP
https://www.paintshoppro.com/jp/products/paintshop-pro/ultimate/?utm_source=PSPnewsRelease&utm_medium=media&utm_campaign=SMPRPSP&utm_content=2022L_JP


 

【PaintShop Pro 2022の特長】 

洗練されていながらも使いやすい、パワフルな AI 機能で高度な写真編集も楽にでき、新しいクリエイティ

ブなオプションもすばやく利用できます。 

 

• 新機能！AI 背景置換：画像の背景を瞬時に変更できます。新しい AI 背景置換ツールは、写真

内の人物をインテリジェントに検出してマスクを適用し、背景をシームレスに置き換えて、様々な背景、

配色をあてはめてみることができます。 

• 新機能！AI ポートレート モード：PaintShop Pro のイマーシブ技術により、背景を自動的に分析

して、ボケ味を適用します。ヘッドショットでは、背景をやわらかくぼかすことで、画像の焦点を被写体に

合わせることができます。 

• 機能強化！AI スタイル変換：スタイル変換の技術が進化し、画像にさらに芸術的な特徴を加える

ことができるようになりました。カラーマッチとスムーズ イメージのオプションが新たに加わり、スタイルを適用

した画像をより自由にコントロールし、ディテール、テクスチャ、カラーをよりよく調整できます。 

新しい編集ツールや強化されたワークフローにより、経験レベルを問わず、誰でもより効率的なプロセスを使

って編集できます。 

 

• 新機能！フレームツール：写真やその他のラスター オブジェクトをすばやくかんたんに図形内に配置で

きます。様々な形状やサイズのフレームを使って、思い通りに仕上げることができ、デジタル レイアウトを

より短時間で完成できます。フレームを作成して手軽にプレースホルダとして使用したり、オブジェクト、

画像、テキストの上にフレームを適用したりして、際だって洗練された仕上がりを完成できます。 

• 新機能！ファイル サポート：PaintShop Pro は、様々な種類のファイルと互換性があり、様々なファ

イル形式で容易にインポート、保存、エクスポートできます。最新版では、HEIC および HEIF にも対

応し、iPhone や iPad で撮影された画像をファイル形式を変換せずにアップロードできます。 

• 新機能！クリエイティブなコンテンツ：創造性をレベルアップさせる新しいブラシ、カラーパレット、グラ

デーション、パターン、ピクチャ チューブが加わりました。新しいパターンも概要画面からダウンロードできま

す。その他のクリエイティブなコンテンツも PaintShop Pro 2022 に内蔵されています。 

• 機能強化！使い勝手：初心者や趣味で利用する方々も使いやすいよう、概要画面のデザインを一

新し、充実させました。新しいワークスペース タブには、チュートリアルや学習コンテンツが内蔵されており、

使い方をすばやく学ぶことができるようになっています。最近使ったファイルをサムネイルでプレビューでき、

よりシームレスに操作できます。画像サイズに合わせたスケーリング機能の強化により、ドロップ シャドウ、

内側や外側の縁取り、テクスチャなどのクリエイティブな効果を大きな画像により効果的に適用できるよ

うになりました。 



PaintShop Pro 2022 Ultimate でよりパワフルな写真・ビデオ編集！PaintShop Pro 2022 のパ

ワーや機能に加え、プレミアム ソフトウェアのボーナス コレクションを、お手頃価格で提供します。 

 

• 新機能！ベストシーン：あなたの冒険を際立たせるビデオをすばやく作成できます。写真やビデオをイ

ンポートすると、新機能のベストシーンが、ほんの数分間で最も素晴らしいシーンを分析、抽出、組み

合わせて、日々の素敵な瞬間を収めたムービーを容易に作成できます。  

• 新機能！MultiCam Capture™ Lite：MultiCam Capture Lite でビデオ撮影して、視聴者

を魅了し、増やしましょう。使いやすいこの録画ソフトで、ハウツービデオ、ゲーム実況ビデオ、製品デモ

などをかんたんに作成できます。 

• 新機能！Painter® Essentials™ 8：楽しくて使いやすい初心者向けペイント ソフトウェアで、デ

ジタル ペイントを堪能できます。心の赴くままにペイントでき、デジタル ペイントの世界に魅了されます。

リアルな Natural-Media™ ブラシを使って、白紙のキャンバスにスケッチ、描画、ペイントできるだけで

なく、AI およびクローンアートを使って作品がつくれます。 

PaintShop Pro 2022 Ultimate ボーナス アドオンには、Sea-to-Sky™ ワークスペース、PhotoMirage™ 

Express、Corel®️ AfterShot™ 3、Corel Creative Collection が含まれています。 

 

【PaintShop Pro 2022の価格および対応言語について】 

PaintShop Pro 2022、PaintShop Pro 2022 Ultimate は、日本語版、英語版、ドイツ語版、フランス

語版、オランダ語版版、イタリア語版、スペイン語版、ロシア語版、中国語繁体字版があります。PaintShop 

Pro 2022 の希望小売価格は 9,878円(税込)、PaintShop Pro 2022 Ultimate の希望小売価格は 

14,080円で (税込) す。すべての PaintShop Pro 旧バージョン（NFR 版、OEM 版、アカデミック版は対

象外）の登録ユーザーには、アップグレード価格を提供しております。 

 

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 8/31、その

他オンラインショップ、量販店では、11/4 より順次販売開始の予定です。 

 

製品名 JANコード ソースネクストeSHOP 

発売日 

他社オンラインショッ

プ、量販店での発売日 

PaintShop Pro 2022 4549804998800 2021/11/4 2021/11/4 

PaintShop Pro 2022 

ダウンロード版 

4549804998909 2021/8/31 2021/11/4 

PaintShop Pro 2022 

Ultimate ダウンロード

4549804999005 2021/8/31 ✕ 



版 

 

さらなる情報をお求めの方、また無料体験版をダウンロードしたい方は、www.paintshoppro.com をご覧く

ださい。エンタープライズまたは教育機関用のボリュームライセンスに関する情報は、

https://learn.corel.com/jp/volume-licensing/paintshop/ をご覧ください。 

 

最新情報にアクセス & Corel の仲間と交流 

PaintShop Pro の Facebook コミュニティーと https://www.facebook.com/corelpaintshop で

つながりましょう(英語)。また、Twitter の @CPaintShopPro のフォローもお待ちしています (英語) 。そ

のほか、PaintShop Pro の新情報、チュートリアルなど Corel Discovery Center Japan

（https://learn.corel.com/jp/）でご覧ください。 

 

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.All rights reserved.Corel、Corel のロゴ、Corel バルーンロゴ、PaintShop、

AfterShot、CorelDRAW, Essentials、Natural-Media、MindManager、MultiCam Capture、Painter、

PhotoMirage、Sea-to-Sky、および、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。 iPhone、iPad 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 

https://www.paintshoppro.com/jp/products/paintshop-pro/ultimate/?utm_source=PSPnewsRelease&utm_medium=media&utm_campaign=SMPRPSP&utm_content=2022L_JP
https://learn.corel.com/jp/volume-licensing/paintshop/?utm_source=PSPnewsRelease&utm_medium=media&utm_campaign=SMPRPSP&utm_content=2022L_JP
http://www.facebook.com/corelpaintshop
https://twitter.com/cpaintshoppro
https://learn.corel.com/jp/?utm_source=PSPnewsRelease&utm_medium=media&utm_campaign=SMPRPSP&utm_content=2022L_JP
https://www.corel.com/jp/?utm_source=PSPnewsRelease&utm_medium=media&utm_campaign=SMPRPSP&utm_content=2022L_JP
http://www.corel.com/patent


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 

 

 

 

https://www.corel.com/jp/?utm_source=PSPnewsRelease&utm_medium=media&utm_campaign=SMPRPSP&utm_content=2022L_JP
mailto:jp_press@corel.com


新発売 PaintShop Pro 2022 

 

PaintShop️ Pro 2022は、AI を活用した新しい編集ツールで複雑な作業を簡略化し、強化されたインター

フェースで、素晴らしい画像を素早く簡単に作成できます。 

 

新機能 AI背景置換 

 

新しい AI背景置換ツールは、写真の中の人物をインテリジェントに検出してマスクし、さまざまなシーンや配色

などをあてはめてみることができます。 

  



新機能 AIポートレートモード 

 

AI ポートレートモードは、画像を自動解析して背景をぼかし、被写体にフォーカスを合わせます。 

 

機能改善 AIスタイル変換 

 

AI スタイル変換の進化により、写真愛好家はスタイル化された画像のディテール、テクスチャー、カラーを制御

し、設定することができます。 

  



新機能 フレームツール 

 

フレームツールは、写真などのラスターオブジェクトを図形に配置することで、デジタルレイアウトの作成を迅速に

行うことができます。 

 


