CorelDRAW Technical Suite
機能

CorelDRAW Graphics Suite と比較
CorelDRAW Technical Suite

CorelDRAW Graphics Suite

正確なテクニカル イラスト作成
インタラクティブな予備パーツのページを作成
境界線なしのネジ山およびくぼみの形状
投影のブックマーク
遠近効果で描画
遠近効果を追加
投影描画ツール

新機能！

新機能！

新機能！

新機能！

新機能！

新機能！

新機能！

機能強化！

太線と細線
ラップ ツール
コールアウト ツール

拡張機能！

引出線なしのコールアウト
ホット スポット機能
自動的に適用されるホットスポット
曲線の光輪
3D からのテクニカル イラストレーション制作

機能強化！

3D からのマーケティング グラフィック

機能強化！

ビットマップ用の非破壊的な効果
変形ドッキング ウィンドウ
アートスタイル効果

新機能！

線のスタイル セット
オブジェクト ドッキング ウィンドウ
3D モデルの挿入
ピクセル パーフェクトなワークフロー
投影寸法
投影された矢頭
ライブガイドおよびアラインメント ツール

拡張機能！

境界線ツール
平行線描画ツール

新機能！

ハッチ塗りつぶし
Equation Editor
コネクタ ライン ツール
描画スケール コントロール
幾何学的情報ダイアログ ボックス
対称描画モード

拡張機能！

CorelDRAW Technical Suite

CorelDRAW Graphics Suite

新機能！

新機能！

機能強化！

機能強化！

Corel® Font Manager

機能強化！

機能強化！

フォント リスト ボックス

機能強化！

機能強化！

検索/置換ドッキング ウィンドウ

機能強化！

機能強化！

最新のファイル形式との互換性

機能強化！

機能強化！

AutoCAD .DWG / .DXF サポート

拡張機能！

オプション（アドオン）：ネイティブ 3D CAD 対応

機能強化！

機能
LiveSketch™ 描画ツール
エンベロープをビットマップに適用
テーブル
QR コードの作成
画像編集
画像調整ドッキング ウィンドウ
カラーの置き換え
スマート選択マスク
AI を搭載した高画質化
JPEG アーティファクトの除去
Corel PHOTO-PAINT™ に非破壊的なビットマップ効果
AfterShot 3 HDR
インタラクティブに写真の傾き補正および調整
3D 図面で高品質のレンダリング
スマート カーバー
トーン カーブの調節
イメージ調整ラボ
スタイルおよび一貫性を維持

バリアブル フォントに対応
番号付きリスト、箇条書きリスト
オブジェクト スタイルとスタイルセット
カラーの調和
カラー マネジメントのサポート
高度な OpenType に対応
マスター レイヤー
テクニカルデザイン アセットにアクセスして再利用

RAW カメラに対応
スキャンした図面のベクトル化（AI を利用した PowerTRACE）
SharePoint CMS との統合

機能強化！

OneDrive Business および Google ドライブと連携（CorelDRAW
Enterprise ライセンスの特典）
Micrografx Designer のサポート (DSF、DRW、DS4)
3D のインポート

新機能！

機能強化！

CorelDRAW Technical Suite

CorelDRAW Graphics Suite

新機能！

新機能！

新機能！

新機能！

新機能！

新機能！

協働作業のワークフロー*

機能強化！

機能強化！

コメント ドッキング ウィンドウ

機能強化！

機能強化！

CorelDRAW.app™

機能強化！

機能強化！

機能
テクニカル コミュニケーション標準での協働作業、書き出し
プロジェクト ダッシュボード
クラウドからシンボルを共有、アップグレードを同期
複数アセットのエクスポート

PDF の出力
3D PDF 出力

機能強化！

WordPress への公開
翻訳メモリシステム（TMS）に対応
CGM V4（WebCGM、ATA Grexchange、ActiveCGM）
WebCGM 2.0、2.1 + S1000D のサポート
インタラクティブな SVG 出力

新機能！

Publish 3D をネットワークおよびモバイルデバイスに出力
ユーザー インターフェース
テクニカル イラストレーションの作業領域
図表作成のワークスペース
UltraHD ディスプレイ対応
完全にスケーラブルでカスタマイズ可能な UI
タッチフレンドリーなユーザーインターフェース
コンテンツ
シンボル ライブラリ
プロ仕様のクリップアート**
高品質写真**
特殊フォント**
デザイン テンプレート**

*注記：CorelDRAW Technical Suite および CorelDRAW Graphics Suite のコラボレーション機能は、サブスクリプションまたはメンテナンス付き
のライセンスのみに搭載されています。
**このツール一式にアクセスするには、インターネット接続が必要です。CorelDRAW Technical Suite および CorelDRAW Graphics Suite の購入
および認証が必要です。
Corel、CorelDRAW、CorelDRAW バルーン ロゴ、CorelDRAW.app、AfterShot、Corel PHOTO-PAINT、LiveSketch、PhotoCocktail、Pointillizer、
PowerTRACE、スマート カーバーは、カナダ、米国、およびその他の国々における Corel Corporation の商標、または登録商標です。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/patents をご覧ください
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