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「最も多才なデジタル デ
ザイン ツール。」
―Leonardo Cardona Perez 様 
ベクター イラストレーター、コロンビア

CorelDRAW® Graphics Suite で、創造性と⽣産性が融合： 
プロ仕様のデザイン ツールで、息を呑むようなベクター イラスト
レーション、レイアウト、写真編集、タイポグラフィにより、驚異
的な効率性で作品が実現します。



CorelDRAW Graphics Suite の
サブスクリプションを利⽤する理由

予算を超過しないサブスクリプションを選択することで、サブスクリプション限定の新機能およびコンテンツをすばやく利
⽤できるだけでなく、最⾼のパフォーマンスおよび最新技術のサポートが得られるなど、素晴らしい価値を継続的に享受で
きます。

デザイン
Windows でも、Mac でも、ユニー
クなイラストレーション、看板、
ロゴなどを作成できます。外出先
では、Web や iPad アプリでも作業

できます。

コラボレーション
CorelDRAW.app™ を使って、クラ
イアントや他の従業員とコラボレ
ーション†し、複数のレビューアー
からリアルタイムでフィードバッ

クも⼊⼿できます。

完成
あらゆるタイプの出⼒に対応でき
る⽣産性の⾼い数々のツールを使
って、優れた成果をすばやく達成
させることができます。

おすすめする⽅々
マーケティング、商取引、看板制作、エンジニアリン
グ、製造など、世界中の様々なデザイナー、産業、ビジ
ネスに利⽤されています。

グラフィックスのプロやクリエーター
ロゴ、パンフレット、販促やマーケティング資料、トレ
ーニング ツール、その他の詳細にわたるビジュアル資
料をデザインし、Web 発⾏や印刷ができます。

プロの制作者
看板、⼤判印刷、⾞両ラッピング、アパレル、繊維デザ
イン、刺しゅう、設計図、版画、その他多数。

⼀般のビジネス ユーザー
Web グラフィックスや営業プレゼンテーション、チラ
シ、視覚補助など、社内⽤の視覚情報が豊富なプロジェ
クトを作成、編集。

特⻑
オールインワンのデザインおよびレイアウト ソ
フト
グラフィックデザインにもレイアウトにも対応する統合
アプリケーションをご堪能ください。

柔軟なオプション、お⼿頃価格
Corel のサブスクリプションは、競合社のサブスクリプ
ション価格よりも⼤幅にお安い価格で、プロ仕様のグラ
フィック デザイン アプリをすべて⼀式利⽤できます。
または、永久ライセンスでソフトウェア製品を即座に所
有できます。

OS にネイティブ対応の体験
Windows または Mac のためにゼロから設計された受賞
歴を誇るソフトウェアを、馴染みのある⽅法でご利⽤い
ただけます。

いつでもどこでもデザイン
CorelDRAW には、iPad や Web ⽤ベクトル イラストレ
ーション アプリもあり、コンピューターから離れた場
所でも作業できます。

簡単に学べて使いやすい
ユーザーが選択したツール、作業する⽅法、⾒たいもの
に応じて、関連するヒントやチュートリアルが⾒やすい
場所に表⽰されるので、⾃信を持って制作できます。



新機能
CorelDRAW Graphics Suite のサブスクリプション ユーザーは、他ユーザーには提供されない特別な新機能やコンテンツを利⽤でき、多
くのメリットが楽しめます。
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新機能！写真編集がより迅速に
⾮破壊的で、コンテクストに基づく、リアルタイムの編集体験の実現に焦点を当てて継続的に開発を⾏ったことで、これまで以上の操
作で魅⼒的な画像に仕上げることが可能となりました。
⾮破壊的で、積み重ね可能な新しい調整プリセットで、創造性を発揮できます。プリセットをカスタム カテゴリーに分類したり、
厳選されたプリセット スタイルの新しいコレクションから選んだりできます。
Corel PHOTO-PAINT の⼀新された調整ドッキング ウィンドウ / インスペクタを使って、これまでより最⼤ 10 倍の速さで作業を⾏
うことができ、再設計された調整メニューでは新しいツール、ショートカット、コマンドを⾒つけることができます。
よく使⽤される写真編集機能の多数は、ユーザーの要望を反映して強化されました。

新機能！最適な学習体験
⼿元ですぐに利⽤できる最適化されたトレーニングより、CorelDRAW から離れることなく CorelDRAW のツールやテクニックを習得で
きます。
新しい学習ドッキング ウィンドウ / インスペクタの探索セクションから、オンライン学習コンテンツの豊富なライブラリを検索で
きます。
あなたの経験レベルやニーズに合わせてパーソナライズされたおすすめのチュートリアルが表⽰されます。

新機能！ユーザーからインスピレーションを受けた機能
ユーザーの皆さまからのご意⾒をもとに、さまざまな機能を実現しました。
新しい複数ページ ビューやページの改善により、⼿動での配置作業が減り、時間を節約しながらページをすばやく追加し、より⾃
然にページの表⽰やサイズ変更ができます。
エクスポート ドッキングウィンドウ / インスペクタでは、新たに TIFF、EPS、SVG に対応するようになり、ワンクリックですべて
のアセットを選択して書き出すことができるようになりました。
ユーザーの皆さまが CorelDRAW Graphics Suite の設計と開発に関与できるようになりました。あなたのアイディアを出したり、他
のユーザーのアイディアに投票したりすることで、そのアイディアを実現することができます。
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ダイナミックなアセット管理
プロジェクトやチーム間でシンボルを
共有し、⾃分や他者による変更の更新
を同期させることで、デザイン アセッ
トのソースを⼀元化できます。

時短できるテンプレート
Corel Font Manager で 1,000 種類以上
の Google Fonts ファミリーに直接ア
クセスできるため、⼿順を省きなが
ら、秀でたタイポグラフィを作成でき
ます。

協働作業が改善
真に効率的なコラボレーションのワー
クフローを体験できます。サインイン
⼿順がよりシンプルになり、パフォー
マンスも向上したため、クラウド上の
デザインをより迅速に保存、開いた
り、共有したりできるようになりまし
た。

コア機能
ベクトル イラストレーション
シンプルな線や図形から複雑なアートを作成したり、強固な
描画ツールで曲線を作成したりしてプロフェッショナルなデ
ザインを⽣み出せます。輪郭、エンベロープ、塗りつぶし、
インパクト ツールなどでクリエイティブな効果を追加できま
す。

ページ レイアウト
パンフレット、複数ページのドキュメント、その他のレイア
ウトを作成するのに必要なツールがすべてそろっています。
1 ページと複数ページを切り替えでき、お好きな⽅法で⾃由
に作業できます。

写真編集
Corel PHOTO-PAINT の強⼒なレイヤーベースの写真編集ツー
ルで、⾊やトーンの調整、問題のある部分の除去、遠近のひ
ずみの補正なども可能です。⼈⼯知能で画像のサイズや画質
を改善し、AfterShot Pro HDR を使って RAW 画像から⾒事な
ハイ ダイナミック レンジ写真を作成できます。

タイポグラフィ
タイプグラフィ ツールの完全セットを使って、テキストにブ
ロックシャドウや輪郭などの効果の適⽤、フォントの微調
整、テキストのパスへの結合などができます。

コレボレーション
クラウド ベースの共同作業のワークフローを利⽤すること
で、創造的な作業をより迅速に⾏い、クライアントや他の従
業員とリアルタイムで連携しながらデザインできます。
CorelDRAW デザイン ファイル内で、1 名または複数の関与
者からコメントや注釈をライブで集め、フィードバックを元
に問題を改善できます。

Web グラフィック ツール
数々の Web グラフィック ツールやプリセットのコレクショ
ンを使って、魅⼒的な Web コンテンツを作成できます。
数々のピクセルパーフェクトなツールがそろっているため、
エッジがすべて鮮明なグラフィックスを Web 出⼒できま
す。

プロフェッショナルな印刷出⼒
業界トップクラスの CorelDRAW の⾼度な印刷オプションを
使って、あらゆる種類のメディアに出⼒できます。強⼒なカ
ラー管理エンジンを使って、印刷前に⾊の正確さをしっかり
確認できます。



本製品の内容
メイン アプリケーション

CorelDRAW®
ベクトル イラスト作成およびページ レイア
ウト

Corel PHOTO-PAINT™
画像編集およびピクセル ベースのデザイン

Corel® Font Manager
フォントの検索および管理

PowerTRACE™
AI を搭載したビットマップからベクトルへ
のトレーシング ツール（CorelDRAW アプ
リケーションの⼀部として付属）

CorelDRAW.app™
Web ブラウザでのオンライン グラフィック
デザインおよび iPad アプリ

CAPTURE™
スクリーン キャプチャー ツール
（Windows のみ）

AfterShot™ HDR
RAW 写真編集ソフト

コンテンツ
7,000 種類のクリップアート、デジタル画像、⾞両ラッピン
グ テンプレート。
1,000 種類の⾼解像度デジタル写真。
1,000 種類以上の TrueType および OpenType フォント、
1,000 種類以上の Google Fonts ファミリーとの連携による
アクセス。
プロがデザインした 150 種類以上のテンプレート。
600 種類以上のグラデーション塗りつぶし、ベクトル、ビ
ットマップ塗りつぶし。

ドキュメント & トレーニング
クイックスタート ガイド
オンライン ヘルプ
オンライン トレーニング ビデオ
内蔵の学習 ドッキングウィンドウ / インスペクタ
Welcome スクリーンの「今すぐ開始」 から Discovery ファ
イルにアクセス

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

⼤規模組織のお客様向けサービス
Corel は、⺠間、政府、学術分野の⼤規模組織のお客様向けに、⾮常に柔軟なライセンス体系をご⽤意しています。詳
細は、www.coreldraw.com/business をご覧ください
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システム要件
Windows
登録およびアップデートにはインターネット接続が必要
最新のアップデート適⽤済の Windows 11 または
Windows 10 （バージョン 21H1 またはそれ以降）(64 ビ
ット）
Intel Core i3/5/7/9 または AMD Ryzen
3/5/7/9/Threadripper、EPYC
3 GB 以上の VRAM の OpenCL 1.2 が可能なビデオ カー
ド
8GB の RAM
5.5 GB のハード ディスク容量 (アプリケーション ファイ
ル⽤)
マウス、タブレット、またはマルチタッチパネル
100% で 1280 × 720 の画⾯解像度（96 dpi）
CorelDRAW Graphics Suite をインストールおよび認証す
るには、また⼀部のソフトウェア コンポーネント、オン
ライン機能、コンテンツにアクセスするには、インター
ネット接続が必要です。

Mac
macOS Monterey 12、macOS Big Sur 11 または macOS
Catalina（10.15）（最新アップデート適⽤）
Apple M1、M1 Pro、M1 Max またはマルチコアの Intel
プロセッサ
3 GB 以上の VRAM の OpenCL 1.2 が可能なビデオ カー
ド
8GB の RAM
4 GB のハード ディスク空き容量 (アプリケーション フ
ァイル⽤、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 1080 を推奨）
マウスまたはタブレット
CorelDRAW Graphics Suite をインストールおよび認証す
るには、また⼀部のソフトウェア コンポーネント、オン
ライン機能、コンテンツにアクセスするには、インター
ネット接続が必要です。


