
あっという間に作品が仕上がる
これまで以上にすばやくコンセプトからオリジナルのスタイルを生み出せ
ます！定評のあるデジタルアート ソフトの Painter 2021 は、何百ものリアル
なブラシ、特殊メディア、多数のアーティスティックなツールをすべて搭載し
ています。アーティストによって作成されたブラシやテクスチャのライブラ
リを利用して、自信をもってユニークな作品を制作したり、写真から絵画を
生み出したりできます。無料の学習リソース ライブラリやライブのウェビナ
ーを利用して、ペイントしながらインスピレーションを得ることができます。

コンセプト アート イラストレーション フォト アート ファイン アート



Natural-Media™ が作り出す本物のよう
なリアリティ
最も豊富な種類を誇るプロフェッショナルな 
Natural-Media™ブラシの世界を体験ください。
厚塗り、ウェット、ドライ、ブレンド メディアでリア
ルな作品が仕上がります。  

デジタルアート専用のブラシ 
Painter が著作権を有するメディアや躍動感、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、立体感が生まれる厚塗りテク
スチャなどで、作品づくりをお楽しみください。

自動フォト ペイント ツール
ブラシを直接写真に適用して画像をクローニン
グしたり、人工知能スタイルや自動ペイント パレ
ットですばやく画像を絵画に変身させたりでき
ます。

プロフェッショナルなア
ーティストに最適！
コンセプト アーティスト
多才な Painter を使って、すばやく映像、ゲーム、製品の
コンセプトやインスプレイ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
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実現で
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、どんなモチーフでも素晴ら
しい作品が仕上がります。

Painter 2021 を選ぶ理由
比類なき構図 
ミラーペインティング、万華鏡、黄金分割、三分割
法、遠近ガイドなどの内蔵された構図ツールを使
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、外部からカスタ
ム コンテンツをインポートして、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 ファイルで開いて保存できます。マルチタ
ッチ タブレットまたは描画タブレットとスタイラ
スの傾き、回転、ベアリング、筆圧のコントロール
、あるいは Mac または Windows システムでの
ペイントをお楽しみください。



新機能 パフォーマンスの最適化
直感的な Brush Accelerator™ を実行すると、お
使いのコンピューターのハードウェアやグラフィ
ックカードを最大限に活用して最高のペイント
体験が楽しめます。GPU アクセラレーション技術
を使った 2 倍速いブラシ、最適化されたドリップ
およびリキッドブラシ技術、ブラシとツールのす
ばやい切り替えで作業を迅速に進めることがで
きます。

新機能 クローン作成のワークフロー
プロパティ バーからよく使う写真アートパネルに容
易にアクセスしてすばやく調整し、ソースの画像、テ
クスチャ、パターンから色を着色できる新機能を利
用できます。

機能強化 レイヤーのコントロール
新しい画像のダイアログからどんなタイプのレイヤ
ーにも直接ペイントでき、ユーザーの声を反映して
改善されたレイヤーを体験いただけます。

新機能  プラットフォームのサポート
macOS Catalina の Sidecar を使って Mac の画面を 
iPad にミラーリングし、傾きをサポートする Apple 
Pencil でペイントできます。状況に合わせた柔軟な
操作が可能な MacBook Pro や iPad の Touch Bar 
や複数タッチ操作できるトラックパッドにも新たに
対応するようになり、ますます効率性が高まります。
Windows のユーザーは、インストール後に新しい
自動起動機能を利用できます。

Painter 2021 の特長
       ●     プロのアーティストたちが信頼を寄せるエミュレーション技術
            を使ったリアルな Natural-Media®

       ●     900 種類以上のブラシと Painter 独自のテクノロジーが含ま
             れた、豊富な種類を誇るデジタルメディア

       ●     他に類を見ない Painter のフォトペイントツールで、写真が
             アート作品に変身

       ●     ユーザーインターフェイス、ブラシ、コンテンツはカスタマイ
             ズ可能。さらに、外部からのカスタム コンテンツをインポー
            トおよびエクスポート可能

       ●     無料の学習コンテンツとウェビナー（learn.corel.com/paint-
             ing-tutorials）がそろっているため、初心者も安心

       ●     支払いは1回きりのお手頃価格でフレキシブルな永久ライ
            センスや割引対象のマルチシート・ライセンスをご利用いた
             だけます。

新機能 厚塗りペイントとワークフローの
オプション 
強化された厚塗りペイントブラシと新しい厚塗り
ペイントと互換性のあるブラシ カテゴリで、重ね
合わせたペイントの深さ、照明、影を楽しめます。

新機能  AIスタイルの適用
12 種類の AI スタイルから選択して、お好きな画
像にかんたんに適用できます。プリセットを利用
したり、濃度、ディテール、マッチさせる色を調節
して、最終仕上げの微調整をしてスタイルに手を
加えたりできます。

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 版
     •  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 

     •  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

     •  4 GB の RAM（8 GB RAM 以上を推奨）

     •  アプリケーション ファイル用に 2.4 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）

* Windows 10 のバージョン 1909 およびそれ以降の Painter 
   2021 のライフサイクル中にリリースされたバージョンに対
    応しています。

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

Mac 版
     •  macOS 10.15 または 10.14（最新アップデート適用）

     •  Intel Core 2 Duo 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

     •  4 GB の RAM（8 GB RAM 以上を推奨）

     •  アプリケーション ファイル用に 1.8 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。

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 2021 
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、
www.painterartist.com/licensing をご覧ください。

メイン アプリケーション
Corel Painter 2021（macOS 版および 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）

       ●     Apple ヘルプ ファイル（Mac）

* インターネットの接続が必要です


