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Corelより、RAW現像ソフトの最新バージョンが登場します。

「Corel® AfterShot Pro 2」発売のお知らせ
株式会社イーフロンティア（本社：東京都新宿区、代表取締役：安藤 健一）は、WindowsとMacの64 ビットOSに対応し
たRAW 写真編集ソフトの最新バージョン「Corel AfterShot Pro 2」を2014年9月26日より発売いたします。
製品名

Corel AfterShot Pro 2

JANコード

価格

4528992096246

9,800円+消費税

■Corel AfterShot Pro 2（コーレル アフターショット 2 プロ）
世界最速 RAW 写真編集ソフトウェアの登場です。
Corel AfterShot Pro 2 は、RAW データの編集作業に大変革をもたらしま
す。64 ビットOSに対応し、前作「AfterShot Pro 1」よりも30%高速に。さら
に、同等の他社製品と比較して最大4倍の速さを実現しました。
AfterShot Pro 2 は、制約のない自由な RAW 撮影の世界をあなたにお
届けします。比類のないスピードとパワー、そして洗練されたインターフェー
スを備えた AfterShot Pro 2 は、RAW 現像、非破壊写真編集、高速写真
管理を 1 本のパッケージで行える高性能なソフトウェアです。

何千枚もの RAW 画像をバッチ処理で一度に加工するときも、二度とは撮れない最高の 1 枚に修正を加えるときも、
AfterShot Pro 2 なら、あらゆる作業を安心して行える完璧なツール群がサポートします。
●AfterShot Pro 2 は撮影からアウトプットまでをカバー。アセット管理や編集、アウトプットの生成まで、フォトワークフローに
必要な様々な機能を搭載しています。
●AfterShot Pro 2 は、64 ビット化により、従来製品より30%の高速化を実現*。
非常に容量の大きなRAW ファイルの取り扱いも苦にな
りません。
大量のファイルの管理機能と使いやすい高度な編集機
能を兼ね備えた製品です。
また国内外主要メーカーのRAWファイル形式に対応し
ています。

AfterShot Pro 2 – 世界最速の RAW 現像 & 写真管理ソフトウェア

革新的で強力な写真ワークフロー

「写真ワークフロー」とは、撮影してから最終的に出力するまでの間に介在する手順全体のことを言います。そこには、分類、
確認、検索、補正など、いろいろな作業が含まれます。Corel AfterShot Pro 2 なら、取り扱う写真の点数や目的に応じて、あ
なたがもっとも作業しやすい写真ワークフローを自由に構成できます。
一般的な写真ワークフローは、アセット管理 ⇒ 編集（画像補正） ⇒ 出力生成 という流れになります。

アセット管理
撮影した写真を確認したり、何千点もの画像から検索可能なライブラリを
構築したりといった、ワークフローの中のアセット管理部分でも、AfterShot
Pro 2 は豊富なツールで作業を支援します。強力なメタデータツールを使
えば、あなた自身で設定したタグや、カメラによって写真データに添付され
た撮影情報をもとに、写真を素早く検索できます。

非破壊型の画像調整
オリジナルデータはそのままに、1枚の写真から何パターンものバージョンを
作成できます。露出や色温度、ハイライト部の回復、ホワイトバランスなど、豊
富な補正機能を使った正確な画像調整が可能です。選択した領域に限定した
編集も思いのままです。

画像補正
AfterShot Pro 2 の非破壊補正ツールによって、オリジナルのデータを変更することなく、写真の補正や編集が行えます。露
出コントロール、色補正、ホワイトバランス、ノイズ除去、カーブとレベル、レンズ補正などなど、数多くのインテリジェントな自動
補正ツールが揃っています。

出力生成
AfterShot Pro 2 のバッチ出力ツールを使えば、最終目的に合わせた画像の生成
も簡単です。コンタクトシート、標準的な印刷サイズ、PDF 出力など、さまざまなテ
ンプレート レイアウトが揃っています。その他、カタログをバックアップしてアーカイ
ブ化したり、Web ギャラリーを公開するための出力設定も用意されています。

「AfterShot Pro 2」機能概要
［NEW!］ 64 ビット パワー
処理速度が 30% アップ！64 ビットアーキテクチャの採用により、処理速度が向上し、
メモリの制約から解放されました。使用できるメモリが増えたことで、さらなる安定性と、
アプリケーション全体の軽快さを実感されることでしょう。世界中から好評をいただいて
いる私たちのマルチコア処理技術は、同等他社製 RAW 現像ソフトウェアと比較して、
AfterShot Pro 2 でついに 4 倍の処理速度を実現。より早く処理結果を見ることがで
き、時間の大幅な節約になります。

［NEW!］ 新しくなった RAW カメラプロファイル
AfterShot Pro 2 では、26 種類の新しいカメラプロファイルが追加されました。また、主要カメラメーカーが提供するすべての
RAW ファイル形式に対応しています。利用可能なカメラプロファイルの合計は、これで 250 種類以上になりました。さらに今
後のアップデートでも追加が予定されています。

［NEW!］ 完全なハイ ダイナミック レンジ (HDR) ツール
現時点では Windows 版のみの対応となります。Mac 版と Linux 版は、2014
年秋の無償アップデートで対応を予定しています。

新しいハイ ダイナミック レンジ (HDR) ツールを使えば、コントラストが強
調された印象的な画像を作り出すことができます。これは、露出を変えて撮
影した同じ光景の写真データを合成して 1 枚の HDR 写真を作るというも
のです。新しくなった AfterShot HDR モジュールでは、スマート修整、ホワ
イトバランス、明るさ/コントラスト、フィル ライト/明確化、ローカルトーンマッピ
ング、高域シャープネスの調整や、デジタル ノイズ除去も可能になりました。

［NEW!］ ローカルコントラスト
ハイエンドレンズで撮影したかのような画像を再現する機能です。画像の質感をくっきり
と際立たせて、奥行き感を表現します。

［NEW!］ 赤目修整
赤目の修整も正確にコントロールできます。

［ENHANCED!］ ワークスペースの強化
洗練された効率的なインターフェースで、作業はますますスムーズに。ズーム機能が強化され、細かい部分もよく見えるように
なりました。また、画像のリセットボタンが追加され、クリックひとつですべての変更を取り消してオリジナルの画像に戻せるよう
になっています。

［ENHANCED!］ バッチ処理がさらに簡単に
インターフェースの他の部分とデザインが統一された新しいバッチ処理ダイアログで、さらに高速に、簡単に設定を行えるよう
になりました。

［NEW!］ Athentech によるノイズ除去
Athentech Imaging 社が提供するノイズ除去技術で画像を最適化。数々の賞に輝くこの技術は、トゥルーカラーを保ちつつ、白とびや黒つ
ぶれを起こすことなく、画像のすべてのピクセルの明度を自動調整します。

［ENHANCED!］ 高画素に対応、TIFF 画像の処理性能も向上
64 ビット対応となった AfterShot Pro 2 では、最大 250 メガピクセルの高画素数のファイルや 30 MB を超える TIFF ファ
イルなど、これまでよりもはるかに大きな画像を扱えるようになりました。
AfterShot Pro 2 には、サードパーティ製のプラグインの追加が可能なほか、64ビットプラグインを開発するためのSDKも提供しています。
サードパーティプラグインやSDKの詳細については、製品ページをご参照ください。

［ENHANCED!］ OpenCL 対応
OpenCL の採用により、グラフィックボード (GPU) のパワーを引き出し、AfterShot
Pro 2 の処理速度を大幅に向上させることが可能になりました。お使いのグラフィッ
クボードとコンピュータシステムによっては、劇的な効果が期待できます。OpenCL
の威力を、ぜひ実際にお試しください。

対応カメラ
AfterShot Pro 2 は、さまざまな人気モデルから新たに 26 種類の RAW カメラ プロファイルに対応しました。対応カメラの表については
公式サイト（www.corel.jp/aftershot）をご覧ください。今後もさらに多くのプロファイルに対応する予定です。

■AfterShot Pro 2 システム要件
【Windows】
・最新のサービスパックを適用したWindows8.1 / Windows 8 /Windows 7 / Windows Vista（32 ビットまたは64 ビット）
・Intel Pentium 4 以降またはAMD Athlon 64 以降（マルチコアプロセッサを推奨）
・2GBのRAM（HDR 機能を使用する場合は4GB 以上を推奨）
・400MBのハードディスク空き容量
・1024×768 ピクセル、16 ビットカラーのディスプレイ（1280x768 ピクセル、24 ビットカラー以上を推奨）
・インターネット接続環境、製品のインストールにはDVD ドライブが必要です

【MacOS X】
・Mac OS X 10.7.3 以降（32 ビットまたは64 ビット）
・2GBのRAM
・250MBのハードディスク空き容量
・1024×768 ピクセル、16 ビットカラーのディスプレイ
・インターネット接続環境、製品のインストールにはDVD ドライブが必要です

【Linux】
・Fedora Core 10 またはUbuntu8.04 以降（32 ビット／64 ビットディストリビューション）
・Intel Pentium 4 以降またはAMDAthlon 64 以降のプロセッサ
・2GBのRAM
・250MBのハードディスク空き容量
・1024×768 ピクセル、16 ビットカラー
・インターネット接続環境、製品のインストールにはDVD ドライブが必要です
・依存関係：Glib 2.4、KDE またはGNOME を推奨*
・デスクトップコンポジションおよびfreedesktop.org 対応のウインドウマネージャの有効化（KDE/Gnome およびその他）を推奨
・64 ビットディストリビューションには32 ビット互換ライブラリ（ia32-libs）が必要です

【対応イメージフォーマット】
・JPG、TIFF
・主要メーカーのRAWファイル形式：ARW、CR2、CRW、DCR、DNG、MRW、NEF、NRW、ORF、PEF、RAW、RW2、RWL、SR2
最新の対応カメラリストは、AfterShot Pro 2 製品ページをご参照ください。
上記に適合するすべての環境での動作を完全に保証するものではありません。最新の詳細な動作環境については製品ページをご参照ください。
製品ページでは、動作確認にもご利用いただける体験版を無償で提供しています。

www.corel.jp/aftershot

【コーレルについて】
Corel は、業界で最も知名度の高いグラフィック、生産性、デジタル メディアに関する製品を複数供給している世界のトップに位置するソフト
ウェア企業の一社です。長年にわたり、革新的で信頼性が高く簡単に使いこなすことができ、生産性を格段に向上させる製品を提供すると
評価されています。ソフトウェアの技術革新、デザイン、価値を提供するとして高く評価され、業界から何百もの賞を受賞しています。
CorelDRAW® Graphics Suite、Corel® Painter®、Corel® PaintShop® Pro、Corel® VideoStudio®、Corel® WordPerfect® Office とい
った当社の製品ラインアップは、世界中で数百万人に使われています。

＜掲載用連絡先＞
株式会社イーフロンティア
TEL： 0570-064-128
http://www.e-frontier.co.jp/

＜プレスからのお問い合わせ＞
株式会社イーフロンティア
〒162-0806 東京都新宿区榎町43-1 神楽坂ビル
広報担当： 橋本
広報用メール： pr@e-frontier.co.jp
記載されている製品名・会社名・サービス名・ロゴは、各社の登録商標または商標です。

