
まさに、異才です
信頼性の高いプロ仕様のデジタルアート ソフトウェアで、ワン
ランク上の作品を生み出せます。アーティストが作成した完璧
なまでにリアルな何百ものブラシ、優れたブレンド機能、多彩
なアートツールを使って、スケッチ、ペイント、イラスト、卓越し
たフォトアートが完成します。また、Sidecar でデスクトップを 

iPad に拡張して Apple Pencil でペイントできます。
 

コンセプト ア
ーティスト

イラストレーター フォト アーティ
スト

芸術家



Natural-Media™ が作り出す本物のよう
なリアリティ
豊富な種類を誇るプロ仕様のNatural-Media™ 
ブラシの世界が体験できます。厚塗り、ウェット、
ドライ、ブレンド メディアで見た目も感触もリア
ルな作品が仕上がります。

Painter 独自のブラシ
Painter 独自のメディア、躍動感、流れ、輝きを表
現する粒子、印象深い模様を作り出すパターン 
ペン、 驚異的な F-X エフェクトブラシで、忘れるこ
とのできない作品づくりができます。

インテリジェントなフォト ペイント ツール
写真に直接ブラシを浸すようにイメージを複製
したり、AI スタイルや自動ペイント パレットを使
ったりして、すばやく画像を絵画に変身させたり
できます。

他に類を見ない構図
ミラーペインティング、万華鏡、黄金分割、三分割
法、遠近ガイドなどの構図ツールを使って、対称・
遠近効果を駆使することができます。

直感的な作業領域
自分用にカスタマイズしたブラシ、パレット、作業
領域レイアウトを作成したり、他の人のからカス
タム コンテンツを取り込んだりすることで、作業
を格段にスピードアップさせたりできます。 

高い互換性
.PSD ファイルを開いて保存できます。マルチタッ
チあるいは描画タブレットを使ってスタイラスの
傾き、回転、ベアリング、筆圧のコントロールした
り、Windows  または Mac システムでのペイント、
iPad へミラーリングし、Apple Pencil を使ったペ
イントもできます。

Painter 2022 を選ぶ理由
プロのアーティスト 
におすすめ！
コンセプト アーティスト
多機能な Painter を利用し、すばやく映画、ゲーム、
製品のコンセプトを作成し、インスピレーションが
刺激される環境、キャラクター、車両を生み出せます。

イラストレーター
ビジョンを実現できる最も多彩
なアート スタジオを使って、印刷
素材、ファッション デザイン、フ
ァンタジー アートのアイディアを
形にすることができます。

フォト アーティスト
強力な AI スタイルや自動ペ
インティングおよびクローン
作成ツールを活用して巧み
に写真にペイントを施し、視
覚的に美しい絵画や商品化も可
能なフォトアートを制作できます。 

芸術家
リアルで自然なメディアと 
Painter のユニークでアーティ
スティックなツールを使って、ど
んな題材でも素晴らしい作品が
仕上がります。



新機能 スタンプ タイプ ブラシのカスタマ
イズ 
人気のブラシがさらに大幅に改良されました。
形状、エッジ効果、回転、圧縮、アンチエリアス、さ
らに、オリジナルブラシ作成、インポート、エクス
ポートがキャプチャー描点パネルでできます。

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
ワークフローのオプションで、より優れた芸術作
品を生み出せます。ドライ メディア タイプで容易
に水彩レイヤーにペイントでき、メディアがミッ
クスしたクリエイティブな作品に仕上がります。 

新機能 ブラシ ライブラリ体験  
洗練されたブラシ ライブラリを活用できます。
新しいカテゴリ、バリアント、ブラシ プレビュー、
強化されたブラシに加えて、お好きなブラシを検
索、絞り込み、お気に入り登録し、ブラシ セレクタ
からすばやくアクセスできます。   
  

新機能 ブラシ サイズ セレクター 
ブラシ サイズを目で確認しながら、スピーディー
に選択できるようになりました。サイズ ライブラリ
を開くだけで、かんたんに操作できます。ワークフ
ローに合わせてサイズ プレビューを追加、並べ替
え、調整できます。

新機能 ユーザーの要望を反映して強化した
機能 
ユーザーの要望に基づき、レイヤー作業の生産性
を高め、他の機能の生産性も改善しました。レイヤ
ー表示・非表示の分離、マスク選択の読み込み、ワ
ンクリックでレイヤー消去を実行。これはほんの一
部で、その他多くの機能も改善されています。

過去最速バージョン！
Brush Accelerator™ を実行すると、塗りつぶし手
法のブラシが強化され、以前より大幅にスピード
アップしたことを実感できます。GPU 性能は最大 
50 倍まで強化され、 AVX2 を搭載した Intel マル
チコア プロセッサでは最大 18 倍の高速化を実現
しました。その他の一部のブラシ エンジンも最大 
2 倍高速化されています。

Painter 2022 の優位性
       ●     プロのアーティストたちから最もリアルと定評のある
          Natural-Mediaエミュレーション技術

       ●     豊富な種類を誇るデジタルアート メディアとPainter 独自技
            術の蓄積

       ●     他に類を見ない Painter 独自のフォトペイント ツールで、写
          真をアート作品に変身

       ●     カスタマイズ可能な、ユーザーインターフェース、ブラ
          シ、コンテンツ。さらに、外部からのカスタム コンテンツ、
          Photoshop から ABR ブラシをインポート・エクスポート可能 

       ●     ビデオ チュートリアルやライブ ウェビナーなどの無料学習
          コンテンツを豊富に用意

       ●     手頃な価格でフレキシブル、支払いは 1 回限りの永続ライ
          センスや割引対象のマルチシート・ライセンス、サブスクリ
          プションをご利用いただけます  

素晴らしい新機能の数々
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製品内容 システム要件
Windows
     •  Windows 10*(64 ビット）（最新のアップデート適用済
         のもの）

     •  Intel Core 2 Duo または AMD Athlon

     •  64 X2 プロセッサ（物理コア 4 個/論理コア 8 個以上を
         推奨）、（AVX2 命令セットのサポートを推奨）

     •  OpenCL（1.2 またはそれ以降）に対応する GPU（奨励）

     •  8 GB の RAM（16 GB RAM 以上を推奨）

     •  アプリケーション ファイル用に 3 GB のハード ディスク
          空き容量*（ソリッドステート ドライブ推奨）

     •  1280 x 800 の画面解像度

     •  （1920 x 1200 推奨）

     •  マウスまたは WinTab 対応のタブレット

     •  DVD ドライブ（パッケージ版のインストールに必要）

     •  Microsoft Internet Explorer 11 以降（最新のアップデー
         ト適用済のもの） 製品をアクティブ化するには、最初に
         オンライン登録する必要があります。

*  別途、Microsoft .NET Framework 4.7 用の空き容量が必要
    となります。

Mac
     •  macOS Big Sur 11.0 または macOS 10.15（最新アッ
         プデート適用）

     •  SSSE3（またはそれ以降）搭載の Intel マルチコアまた
         は Rosetta 2 搭載の Apple M1 プロセッサ

     •  物理コア 4 個/論理コア 8 個またはそれ以上（推奨）

     •  OpenCL（1.2 またはそれ以降）に対応する GPU（推奨）

     •  8 GB の RAM（16 GB RAM 以上を推奨）

     •  アプリケーション ファイル用に 1.5 GB のハード ディ
         スク空き容量（ソリッドステート ドライブ推奨）

     •  大文字と小文字を区別するファイルシステムには対応
         していません

     •  1280 x 800 の画面解像度

     •  （1920 x 1200 推奨）

     •  マウスまたはタブレット

     •  製品をアクティブ化するには、最初にオンライン登録
         する必要があります。

メイン アプリケーション
Corel Painter 2022（macOS 版または Windows 版）

オンライン コンテンツ*       
       ●     ユニークなブラシ、グラデーション、ノズル、パタ
          ーン、用紙テクスチャ、テクスチャのライブラリ   

       ●     説明ガイド（PDF）       

       ●     ビデオおよびチュートリアル       

       ●     HTML ヘルプ ファイル（Windows）   

詳しくは、お近くの販売代理店にお問合せください。また、 Painter 2022 
の無料体験版は www.painterartist.com よりご利用いただけます

ビジネスおよび教育用にお手頃なオプションを用意しています。 
詳しくは、https://learn.corel.com/jp/volume-licensing/painter/をご覧ください。 


