
最新のファイル形式との互換性

100 以上のビットマップ イメージやベクトル グラフィック、文書、その他

のデータファイル形式から選んでインポート/エクスポートできます。.SVG、

.CGM、.DWG および .DXF、.PDF、TIFF そして Adobe CS/CC（AI、PSD）
を含む幅広いファイル形式に対応。

AutoCAD .DWG / .DXF サポート 

.DWG (AutoCAD、CorelCAD™ など) や .DXF への新しく強化された対応で、
簡単でエラーのないデータ変換が可能になりました。インポートおよびエク

スポート時の .DWG/.DXF ファイルの編集可能なサイズへの対応強化

テクニカルデザイン アセットへアクセスして再利用

®CorelDRAW  製品の比較

最新版の CorelDRAW Graphics Suite 2017 は、最も革新的なプログラムです！

CorelDRAW Graphics Suite X8 に備わる業界ナンバーワンツールに加えて、さらに多く

の機能を使用できます。最先端の機能を搭載した Corel のソフトウェアなら、美しいデ
ザイン、グラフィックス、写真、ウェブサイトを簡単に自信を持って作成できます。

CorelDRAW Technical Suite 2017 には、CorelDRAW Graphics Suite のすべての機能に加

え、印刷、Web サイト、モバイルにおける技術インストラクションやコラボレーショ
ンを可能にするイラストレーションアセットが含まれています。テクニカルな世界でビ
ジュアルコミュニケーション プロジェクトを簡単かつスピーディーに作成する最適な

®
方法です。しかも、Corel DESIGNER  のテクニカルイラストレーション ツールを 

CorelDRAW のグラフィックデザイン性能で使用し、3D ビジュアリゼーションを実現す
る完璧なソリューションといえます。

比較表

®CorelDRAW
グラフィックデザインのパワーハウスを、ベクトル イラストレーションや
ページ レイアウトなどのさまざまなプロジェクトに活用。

®CorelDRAW

Technical Suite 2017 

®CorelDRAW

Graphics Suite 2017 

メインコンポーネント

®Corel DESIGNER
高精度の技術描画ツールやシンボルライブラリ、標準テンプレートを使用し
て、洗練されたテクニカルイラストレーションを作成。

®Corel  PHOTO-PAINT™
プロレベルの画像エディタで写真や画像を調整、修整、補正。

Lattice3D Studio Corel Edition

3D 表示やモデルをテクニカルイラストレーションに統合。

®Corel  CONNECT™
コンテンツ検索ツールでパソコンやローカルネットワーク、外部記録装置、
またはオンラインソースをすばやく検索。

Corel Font Manager™
包括的なフォント検索および管理ツールで、フォントやフォント コレク
ションを簡単に処理、検索、そして管理。

拡張機能！

= 搭載機能 = 機能制限あり



Micrografx Designer のサポート (DSF、DRW、DS4) 

Micrografx Designer との下位互換により、レガシー ファイルも問題なく作
業できます。 拡張機能！

3D のインポート 

AutoCAD .DWG や .DXF、3D Studio (.3DS)、IGES (新登場!) および 

Virtual Reality Modelling Language (VRML) などの 3D モデルをインポート、
表示、修正

RAW カメラ ファイルのサポート 

RAW カメラ ファイルをご使用のデジタル カメラから直接インポートして
調整し、結果をリアルタイムでプレビューできます。

スキャンした図面のベクトル化 
® ®Corel  PowerTRACE により、ビットマップやスキャンしたイメージを編集

可能なベクトル グラフィックにスムーズに変換できます。

ネイティブ 3D CAD 対応（オプションのアドオン） 

CATIA、PTC Creo (以前の Pro/ENGINEER)、SolidWorks、Inventor、NX、

IGES、STEP、JT など最新の 3D CAD ファイルフォーマットを開き作業

高度なコンテンツ オーガナイザ 

洗練された Corel CONNECT™ により、すべての内蔵コンテンツにアクセス
でき、またオンライン ベンダーから他のコンテンツを入手することもでき
ます。複数のトレイを同時に扱うことで、複数のプロジェクトのアセットを
より柔軟に整理できます。

コンテンツ センター 
豊富な塗りつぶしや高画質クリップアートやプロフェッショナルなテンプレー
トを含む内臓のコンテンツセンターのコンテンツにアクセスし共有します。

正確なテクニカル イラスト作成

アイソメトリック描画ツールの強化
アクティブ投影面の設定に従い投影軸のサイズを考慮に入れる 

®Corel DESIGNER  の UI コントロールで精度と正確さを実現。

投影描画ツール
等角投影、二等角投影、カスタム投影などの並行投影面を直接描画し、

3D イメージを魔法のように簡単に作成できます。

3Dからのテクニカルイラストレーション制作 

[Corel DESIGNER に送信] 機能を使い、3D 表示をベクトルイラストレー
ションに変換。

3D からマーケティンググラフィック

[CorelDRAW に送信] 機能を使い、3D 表示を CorelDRAW でのクリエイ
ティブなデザイン作業を可能にするベクトルグラフィックに変換。

3D モデルの挿入

高解像度プレビューが可能なインタラクティブな 3D モデル (XVL ファイ

ル)として、3D モデルを Corel DESIGNER ドキュメントに挿入。

輪郭配置
新機能の輪郭配置ツールで、意図した描画の形をより正確にキャプチャ。

平行線描画ツール

Corel DESIGNER の平行描画モードで、テクニカルグラフィック制作を高速
化。

®CorelDRAW

Technical Suite 2017

®CorelDRAW

Graphics Suite2017 

= 搭載機能 = 機能制限あり

テクニカルデザイン アセットへアクセスして再利用



塗りつぶしと透明度を完全にコントロール 
グラデーション、ビットマップ パターン、ベクトル パターン、ハッチ塗
りつぶしを完全にコントロールできる、これまでで最も強力な塗りつぶし
エンジンを実感してください。

正確なテクニカル イラスト作成

コネクタ ライン ツール 
高度なコネクタ ラインをフローチャートやビジネス図表にすばやく簡単に
追加できます。

投影寸法 
投影寸法オプションにより、複数の段階で寸法オブジェクトを描画/投影す
る手間が省けます。

描画スケール　コントロール
ツールバーからいつでも描画スケールを操作でき、精度の高いテクニカルイ
ラストレーション制作が可能になります。

ダイナミック イドおよび調整ツール 
オブジェクトを作成、サイズ変更、および移動するときに、一時的なガイド
ラインが既存のエレメントに対する推奨配置として表示されます。引力ス
ナップ、ダイナミック ガイドライン、整列ガイドにより、ほかのオブジェ
クトを基準にしてオブジェクトを正確に配置できます。

コールアウト ツール 
ワンクリックでテキスト、線、光輪などのコールアウトを簡単に追加できま
す。ソースオブジェクトのメタデータに動的コールアウトがリンクされ、
コールアウトの更新が素早く簡単に行えます。

ホットスポット機能

Corel DESIGNER のオブジェクト データ マネージャを使用すると、テクニ
カル パブリケーション内のコールアウトやその他の図形にインタラクティ
ブ機能を追加できます。

幾何オブジェクトの最適化
高度な [曲線の結合] ドッキング ウィンドウを使用して、曲線を楕円に変
換したり、分断した曲線を修正できます。

境界線ツールの強化

Corel DESIGNER の境界線ツールやスマート塗潰しツールなどを使用し境界
線を作成する際、曲線の延長が可能にする新しいオプションで境界線の有効
および到達範囲を拡張します。

幾何学的情報 ダイアログ ボックス 
オブジェクトの長さ、境界、領域など、幾何学的情報を表示できます。

高精度イラストのライブプレビュー 
[オブジェクト座標] ドッキング ウィンドウでオブジェクトの座標を正確に
指定し、オンスクリーン プレビューですぐに結果を確認できます。

LiveSketch™ 描画ツール 

人工知能（AI）およびマシンラーニングの最先端技術に基づく最新の

LiveSketch ツールですぐに作業を開始。ペン対応のデバイスに直接描いた
自由なスケッチを、正確なベクトル曲線に変えることができます。しかも、
紙にスケッチしたものをスキャンしてベクトルにトレースするという作業を
省略できるので時間を短縮できます。

ハッチ塗りつぶし 
ベクトルハッチ パターンでオブジェクトを塗りつぶし、素材やオブジェク
トの関係を明確にできます。

Equation Editor 

統合された Equation Editor を使うと、テクニカル イラストレーション内
で数式を編集可能なエレメントとして管理することができます。
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（プリセット、B スプライン、
ベジェ曲線を含む）

拡張機能！

（キーボード ショートカッ
トのある引力スナップなど）

拡張機能！

（プリセット、光輪、動的お
よびリンク付きコールアウト）

拡張機能！

( )

( )
（基本の 3 ポイント
 コールアウトのみ）

= 搭載機能 = 機能制限あり



ベクトルのプレビュー、ノード形状のカスタマイズ、ハンドル機能の強化 
下位の色と対照させて引き立つようプレビュー、ノード、ハンドルにカス
タムカラーを選択すると、効率的にオブジェクトの編集ができます。 
ワークフローにぴったり合ったノードの形状を選択します。

正確なテクニカル イラスト作成

ベクトルとビットマップ パターン塗りつぶし 
制御機能を強化した［オブジェクトのプロパティ］ドッキング ウィンドウ
を使用してベクトル パターンとビットマップ パターン塗りつぶしをプレ

ビュー、適用、そしてインタラクティブに変形できます。また、新しい FILL 
形式を使って、作成または変更した塗りつぶしを保存することができます。

ナイフツール
機能が向上したプレミアム ナイフツールで、ベクトル オブジェクトやテ
キスト、ビットマップを分割することができます。あらゆるパスに沿った
オブジェクトおよびオブジェクト グループの分割が可能です。

グラデーション塗りつぶし 
楕円形や長方形のグラデーション塗りつぶしを作成、透明度を個々の塗りつ
ぶしカラーノードに適用、塗りつぶしをオブジェクト内で反復、回転の塗り
つぶし角度を調整、グラデーション塗りつぶしのブレンド部分をスムーズ化
など、さまざまな作業が可能です。

リアルタイム スタイラス（RTS）への対応

Microsoft Surface のネイティブサポートおよび最先端のスタイラス対応に
より、自然な描画を楽しく実現しながら表現力豊かに仕上げることができ

ます。RTS 対応のペンタブレットやデバイスの筆圧や傾きを最大限に利用

して、CorelDRAW、Corel DESIGNER、そして Corel PHOTO-PAINT でブラ
シストロークをコントロールできます。

オブジェクトの表示 / 非表示 

Corel DESIGNER および CorelDRAW でオブジェクトまたはオブジェクト 
グループを非表示にすることで、複雑なプロジェクトにおけるオブジェク
トの編集やデザインの試験を簡単に行うことができます。

ベクタ オブジェクトのスムーズ化 
[スムーズ化]　ツールを使って、曲線オブジェクトのギザギザのエッジを
除去したり、ノードを削減したりできます。

スマート塗りつぶしツール 
オブジェクトの囲まれた領域をスピーディに塗りつぶしできます。

曲線の光輪 
曲線に光輪を適用して、図表、手順、フローチャートを読みやすくできま
す。

強化された線スタイル
シェイプ、ジグザグ、複数線など、強化された線スタイルを活用して
様々なパターンを作成できます。

テーブル 
テーブルを作成/インポートしてテキストとグラフィックを構造的にレイア
ウトできます。

QR コードの作成

Corel DESIGNER および CorelDRAW で QR コードを簡単に作成し、スケー

ラブル QR コードを図面に追加することができます。（検証にはインター
ネット接続が必要）

豊富なツール コレクション* 

Corel DESIGNER、CorelDRAW および Corel PHOTO-PAINT からアプリやプ
ラグイン、拡張機能を直接ダウンロードしてデザイン ツールボックスのオ
プションを充実させることができます。

®CorelDRAW
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*このツールコレクションにアクセスするには、インターネット接続が必要です。 
  CorelDRAW 製品の購入と認証が必要です。 = 搭載機能 = 機能制限あり



スタイラス対応
修正ツールや消しゴムツール、ペイントツール、そしてさまざまなブラシ
ツールを使用して筆圧、方向、傾き、回転機能を最大限に利用できます。
さらに、回転、平坦度、伸長の各設定を調整して、アートの可能性をさら
に広げることができます。

イメージの傾き補正 
遠近歪みの補正を利用してインタラクティブにイメージをコントロールし、
傾きを素早く簡単に補正できます。

修復クローン 

Corel PHOTO-PAINT の修復クローン ツールは、周囲の領域の色と一致す
るサンプル テクスチャで描画する新機能です。不完全な箇所を自然に修正
できます。

ガウスぼかし効果 

Corel PHOTO-PAINT の特殊効果「ガウスぼかし」は、レンズのように画像
を非破壊的にぼかすことができます。

特殊効果

Corel PHOTO-PAINT には、ボケぼかし、カラー化、セピア調、タイム マシ
ンなどのさまざまな特殊効果が含まれています。また、自然な彩度、グレー
スケール、写真フィルタ効果を使用して、写真に趣を添えることができます。

パススルー マージ モード
オブジェクトのグループにレンズや効果を適用するときに、よりきめ細か
いコントロールが可能です。

平面マスク ツール 

Corel PHOTO-PAINT の [平面マスク] ツールを使って、平行線に沿った編集
可能なフェード領域を定義できます。ぼかし効果と組み合わせると、平面マ
スク外の領域をぼかして特定オブジェクトに焦点を合わせた被写界深度をシ
ミュレーションできます。

レンズ補正
[イメージの傾き補正] ダイアログ ボックスのレンズ補正スライダを使用
して、糸巻型や樽型の歪曲を除去、補正できます。

トーン カーブ調節
イメージのトーンをさらに正確に詳細まで調節できます。

イメージ調整ラボ 

パワフルな Corel PHOTO-PAINT アプリケーションを使用して写真を簡単
かつ効率的に調整できます。

カットアウト ラボ
選択範囲の周囲にマーカーで線を描くと、このツールは使用する写真の関
連部分から除去されるべきバックグラウンドを効果的に決定します。

3D 図面で高品質のレンダリング
テキスチャ、光、シャドウ　マッピング、およびアンビエント オクルー

ジョンなどの陰影効果機能を使って 3D 画像を写実的に出力し、Corel 

PHOTO-PAINT でプロ並みの写真編集を実現できます。

画像編集
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= 搭載機能 = 機能制限あり



複雑なスクリプトのサポート
複雑なスクリプトに対応するため、アジアおよび中東の言語に使用されるグ
リフに適した植字を使用できます。

カラーの調和
ドキュメントのカラー スタイルをグループ化し、反復デザインをさまざ
まなカラー スキームで素早く簡単に生成できるようにします。

カラー マネージメント 
上級ユーザーにより広範囲なコントロールを提供する [デフォルトのカラー 
マネージメント設定] ダイアログで、アプリケーションのカラー ポリシー
を設定して正確なカラー表現を実現できます。

Windows Color System のサポート

Corel と Microsoft のアプリケーション間で色を簡単に一致させること
ができます。

Adobe Color Management Module
Corel と Adobe のアプリケーション間で色を簡単に一致させることがで
きます。

ページ番号
ドキュメントの全ページにページ番号を追加できます。開始ページや開始番
号の指定も可能です。ページを追加または削除すると、ページ番号が自動的
に更新されます。

マスター レイヤ
ページ固有のヘッダー、フッター、ページ番号をテクニカル コミュニケー
ション文書に挿入できます。

特殊文字、シンボル、グリフ
改良された [文字の挿入] ドッキング ウィンドウには、選択したフォント
に関連したすべての文字、記号、グリフが表示されるため、これらの文字
の検索とドキュメントへの挿入が大変簡単。

高度な OpenType のサポート 
前後関係に依存する代替やスタイル代替 、分数、合字、序数、装飾、スモー
ルキャップス、スワッシュなど、高度な OpenType タイポグラフィ機能をよ
り有効に利用できます。

オブジェクト スタイルとスタイルセット 
外部参照のシンボルを含むスタイルと、デザイン プロジェクト全体のレ
イアウトを統一します。スタイルセットを使うと、一度の編集が即座にプ
ロジェクト全体に適用されます。

オブジェクト スタイルのプレビュー 
[オブジェクト スタイル] ドッキング ウィンドウ内の新しいポップアッ
プウィンドウで、適用前にスタイルをプレビューできます。

スタイルおよび一貫性を保つ
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WebCGM 2.0、2.1 + S1000D のサポート

対話型電子技術マニュアル（IETM）用および技術文書や図解パーツカタロ

グ（IPC）（S1000D 2.3～ 4.1号）用に標準化されたテクニカル イラスト
レーションを作成、交換、配信できます。

SVG 出力

スケーラブル グラフィックのオンライン公開用で、HTML 5 がサポートす

るベクトルグラフィック ァイル形式の SVG を出力。バックグラウンド 
タスクとして自動化されると、テクニカルオーサリング システムと 

Content Management System (CMS) の高度な統合が可能になります。

EPS レベル 3 のサポート 

Postscript 3 ファイルの出力とインポートをフル サポート。

プリフライト コントロール

ファイルを印刷、エクスポート、PDF に書き出す前に品質をチェックしま
す。プリフライト コントロールは問題や起こりうるトラブルを事前に検出
し、解決策を提示します。

Web エクスポートのヘルプ

[Web にエクスポート] ダイアログ ボックスでさまざまなフィルタ設定の
結果を比較し、最適な出力形式を決定できます。

Publish 3D をネットワークおよびモバイルデバイスに出力 

3D モデルを XVL フォーマットに保存したり、3D ビジュアリゼーション

を Lattice3D プレーヤーや iXVL アプリを使い、ネットワークやモバイル
デバイスで共有します。

機能強化！

PDF の出力

最新の Adobe Acrobat ファイルに対応し、高いセキュリティの暗号化、

ISO 準拠 PDF/A アーカイブ形式で PDF ファイルを出力できます。

3D PDF 出力

3D コンテンツを他の視覚的要素やテキストとともに 3D PDF に出力して、
インタラクティブ表示することができます。

翻訳メモリシステム（TMS）に対応 

テキストコンテンツを Corel DESIGNER 内のグラフィック ファイルから 

翻訳メモリシステム（TMS）に送信（XLIFF 使用）すると、コンテンツが
翻訳されて返信されます。グローバルな展開に最適な新機能です。

CGM V4（WebCGM、ATA Grexchange、ActiveCGM） 
ホットスポットが設定されたインタラクティブなテクニカル文書用の業界

標準の CGM プロファイルを搭載しています。Corel DESIGNER 2017 は高

度な CGM エクスポートダイアローグを提供し、最新の ATA iSpec 2200

（2016.1.を含む）をサポートします。

( )
(WebCGM 1.0 のみ)

書き出しと出力
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ネイティブ 64 ビット性能

大容量のファイルや画像の処理する際、ネイティブ 64 ビット アプリ
ケーションのスピードを実感できます。

Windows 10 に最適化 

Windows 10 に対応しているため、最新の Windows OS で CorelDRAW 
製品をスムーズに使用できます。

マルチコア サポート

マルチコア プロセスを活用して PC の威力を最大限に発揮させる強力なパ
フォーマンス強化により、タスクをよりスピーディに完了できます。

完全にスケーラブルでカスタマイズ可能な UI
完全にカスタマイズが可能な最新のインターフェイスでデザインの作業領域

をニーズに合わせて変更できます。新デザインのアイコンは最大 250% まで
拡大可能。テーマを選択してアプリケーションの背景を明るくまたは暗くす
ることもできます。

シンプルにカスタマイズ
[クイック カスタマイズ] ボタンで、ワークフローに合うようツールボック
ス、ドッキング ウィンドウ、プロパティバーをカスタマイズすることができ
ます。

タッチフレンドリーなユーザーインターフェイス
タブレットモードを使用すると、タッチ操作やスタイラスによるスケッチをす

ぐに調整することができます。さらに、新しいタッチ作業領域により UI が効
率化され、最もよく使うツールやコマンドのみを表示して描画ウィンドウを最
大にできます。

Microsoft Surface 対応 

CorelDRAW Graphics Suite および Technical Suite 2017 は、Windows 10 

で Microsoft Surface Dial にネイティブで対応します。CorelDRAW、

Corel DESIGNER および Corel PHOTO-PAINT アプリケーションをスイー
トで使用すると、テクノロジーを体感しながら自由な制作ができます。

従来の作業領域をインポート 

デスクトップ環境を自分に最適な作業方法に合わせる。CorelDRAW Technical 

Suite 2017 では豊富なオプションで UI をカスタマイズできるため、作業ス
ペースを個性的に仕上げることができます。

作業領域 
習熟度の違いや特定の作業に合わせてデザインされた、さまざまな作業領域の
中から選択することができます。例えば、ページレイアウトとイラストレー

ションでは、経験豊富なユーザーは Classic、新規ユーザーは Lite の選択肢を

選択できます。Technical Illustration はアイソメトリック描画を行うプロに、

Diagramming はフローチャートやダイアグラムを使用するプロに最適です。

また Adobe Photoshop や Adobe Illustrator の概観と操作感を備えた作業領
域も利用できます。

UltraHD 5K ディスプレイ対応

最新のインターフェイスと 5K ディスプレイ対応で、UltraHD（超高精細）
モニタでもアプリケーションを問題なく表示することができます。

高度なマルチモニタへの対応 

対応するすべてのオペレーティングシステムにおいて、さまざまな DPI の複

数モニタで CorelDRAW、Corel DESIGNER および Corel PHOTO-PAINT を確
実に使用することができます。

（Technical Illustration
と Diagramming を含む)

®CorelDRAW

Technical Suite 2017

®CorelDRAW

Graphics Suite2017 

ユーザー インターフェイス

性能、速度、効率性

= 搭載機能 = 機能制限あり



シンボル (参照グラフィック オブジェクト) 
1 つのオブジェクトを定義、更新して繰り返し使用することで、ファイル 
サイズを削減し、共通のオブジェクトで作業できます。ビルトイン記号ラ

イブラリにある 4,000 以上の記号にアクセスし、標準コンポーネント用に
カスタムライブラリを作成します。

高品質コンテンツ

10,000 点以上のプロレベルのクリップアート画像と 2,000 枚以上の高画質

写真、1,000 種類以上のフォント、そして 2,000 点以上の車両テンプレー
トを使ってクリエイティブなデザインやプロジェクトを追加できます。

デザイン テンプレート

プロがデザインした 375 種類以上のテンプレートですばやくプロジェクト
を遂行。

（40 種類以上のテクニカル ANSI、

DIN、ISO 標準テンプレート）

®CorelDRAW

Technical Suite 2017

®CorelDRAW

Graphics Suite2017 
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永久ライセンス オプション 
パッケージ/ダウンロードまたはボリュームライセンスの購入と同時に永久 
ライセンスも購入すると、ソフトウェアを永久使用できます。

アップグレードプログラム

新しい CorelDRAW アップグレード プログラムを利用すると、最新機能を
お求め安い価格で使用できます。このプログラムを利用すると、最新の 

CorelDRAW 製品とそのアプリケーションのすべてにアクセスが可能になり
ます。

サブスクリプションライセンス オプション 
シングル ユーザー ライセンスまたはマルチシート ライセンスのサブスク

リプションで、CorelDRAW の機能を余すことなくご利用ください。年間登
録をすると、ソフトウェアを思いのままに使用できます。

マルチシート ライセンス 
マルチシート ライセンスを購入すると、魅力的なボリュームディスカウン
トだけでなく、単一のシリアル番号をすべてのライセンスユーザーへのイ
ンストールに使用できるソフトウェアの実装オプションをご利用いただけ
ます。

購入オプション

Windows Installer（MSI）サポート 

MSI のサポートおよび IT 管理者向け展開ガイドにより、ソフトウェアを効
率的に展開できます。

多言語ソフトウェア展開
ボリュームライセンスをご購入の場合（保守付きまたサブスクリプション

ライセンスとして）、CorelDRAW 製品は多言語インストーラとして提供さ
れるので、主パッケージから選択した言語または利用可能な言語でアプリ
ケーションの展開が行えます。

自動化機能 
ビルトインの自動化インタフェースを使い、マクロやアドインを作成。
Content Management System (CMS)、Product Lifecycle Management 

(PLM)、Product Data Management (PDM) システムへの接続を簡単に構築
できます。

開発者コミュニティ サイト 
新しい開発者コミュニティ サイトを利用すると、独自の自動化ツールを作

成することができます。詳しくは www.community.coreldraw.com/sdk でご
確認ください。

展開および自動化

コンテンツ

= 搭載機能 = 機能制限あり
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