
 
 

 
 

 

 

 

 

プレスリリースのご案内                 2022 年 9 月 27 日       合同会社 ZONER 

   報道関係者各位 

 

四半期決算セールでボリュームライセンスがお買い得！ 

2021 年にアワード 2 冠「画像編集・管理ソフト Zoner Photo Studio X」、 

「動画編集ソフト Filmora 11」、「PDF 編集ソフト PDFelement 9 PRO」と 

「マインドマップソフト EdrawMax・EdrawMind」は法人・アカデミック 

・官公庁向けボリュームライセンスが 20% 割引販売 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

合同会社 ZONER（本社：大阪市住之江区、代表取締役：渡邊ロマン）は、2022 年 9 月 30 日 (金) まで

の期間限定で、20％引きとする「四半期決算セール」を実施します。 

Windows 11 対応 画像編集・管理 All-in-One ソフト最新版「Zoner Photo Studio X 2022」を販売するほか、

テレワークの必需品であるオフィスソフトや高機能ビデオ編集ソフトも割引価格となっていますので、

この機会にぜひお買い求めください。 

ZONER はグラフィック・ソフトウェア業界において、常に先駆者的な役割を担うべく精進し続け、昨

年 8 月「Zoner Photo Studio X」が世界的にメジャーで権威ある「EISA アワード 2021-2022」で「Best 

Product PHOTO SOFTWARE」を獲得し、同年 5 月の「TIPA WORLD AWARDS 2021 」の「Best Imaging 

Software EXPERT」受賞と併せ、世界レベルで最高のフォトエディティングツールであることが証明さ

れています。 

今回の「四半期決算セール」では ZONER 直営の EC サイト「ZONER SHOP」において、幅広いユーザー

フレンドリーな機能を提供しながら、他のソフトウェアベンダーでは複数のプログラムが必要になる

機能を一つのプロダクトに統合し、通常販売価格でも 6,600 円 (税込) と圧倒的に競争力の高い価格で

提供している最新版「Zoner Photo Studio X 2022 ライセンス」の魅力を、より多くのみなさまにもご利

用いただけるよう、関連製品も含め 20％引きにて販売いたします。 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 [四半期決算セール] Zoner Photo Studio X 2022、ライセンス版  

・1 年ライセンス 法人版【5 本以上、ダウンロード版】 

 通常販売価格 : 6,490 円（税込）⇒ 期間限定特別価格： 5,192 円 (税込) 

 URL：https://www.zonershop.com/shopdetail/000000000217 

・5 年ライセンス学校版【5 本以上、ダウンロード版】 

 通常販売価格 : 7,150 円（税込）⇒ 期間限定特別価格： 5,720 円 (税込) 

 URL：https://www.zonershop.com/shopdetail/000000000219 

・5 年ライセンス官公庁版【5 本以上、ダウンロード版】 

 通常販売価格 : 7,150 円（税込）⇒ 期間限定特別価格： 5,720 円 (税込) 

 URL：https://www.zonershop.com/shopdetail/000000000218 

 

 

 [四半期決算セール] 動画編集ソフト Wondershare Filmora 11 ライセンス版  

・1PC ライセンス 法人版【ダウンロード版】 

 通常販売価格 : 14,900 円（税込）⇒ 期間限定特別価格： 11,920 円 (税込) 

 URL：https://www.zonershop.com/shopdetail/000000000246 

・1PC ライセンスアカデミック版【ダウンロード版】 

 通常販売価格 : 7,980 円（税込）⇒ 期間限定特別価格： 6,384 円 (税込) 

 URL：https://www.zonershop.com/shopdetail/000000000244 

・1PC ライセンス官公庁版【ダウンロード版】 

 通常販売価格 : 7,980 円（税込）⇒ 期間限定特別価格： 6,384 円 (税込) 

 URL：https://www.zonershop.com/shopdetail/000000000245 

 

ZONER SHOP にて取り扱う「Wondershare Filmora 11」は、ただの高機能ビデオ編集ソフトではありま

せん。付属する「Wondershare スクリーンレコーダー」を利用すれば、PC 画面と音声をリアルタイム

で録画可能。リモートワークにつきもののオンラインミーティングやテレカンファレンスも視聴と同

時に .mp4 形式に録画・録音が可能なので、いちいちメモを取る必要もありません。 
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録画後に必要な部分だけを編集で切り出したり、音声だけを .mp3 ファイルに出力することもできる

ので、新しいビデオ編集ソフトの使い方を広げることも可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

※ 社内ミーティングなどでも録画・録音を行う場合は、あらかじめ参加者に承諾を得るようにして

ください。また市販のビデオディスクなどを再生しながら録画することは法的に罰せられますのでお

やめください。 

※ 録画機能はストリームデータのコピーを行うものではなく、デコード(伸長)処理後のデータを

再エンコード(圧縮)して保存しますので画質・音質は劣化します。またデコード/エンコード処理

を同時に行うため、高速な CPUとディスクドライブを備えた PC以外ではフレームドロップを発声す

る場合があります。 

 

 
 

 [四半期決算セール] PDF 編集ソフト PDFelement 9 PRO ライセンス版  

・1PC ライセンス 法人版【ダウンロード版】 

 通常販売価格 : 9,980 円（税込）⇒ 期間限定特別価格： 7,984 円 (税込) 

 URL：https://www.zonershop.com/shopdetail/000000000211 

・1PC ライセンスアカデミック版【ダウンロード版】 

 通常販売価格 : 7,280 円（税込）⇒ 期間限定特別価格： 5,824 円 (税込) 

 URL： https://www.zonershop.com/shopdetail/000000000210 

・1PC ライセンス官公庁版【ダウンロード版】 

 通常販売価格 : 9,980 円（税込）⇒ 期間限定特別価格： 7,984 円 (税込) 

 URL： https://www.zonershop.com/shopdetail/000000000216 
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PDF ファイルの編集が自由に、操作が簡単な All in one PDF ツールです。起動速度・処理速度が大幅

に向上し、直感的に編集できるようになった UI が仕事をサポートします。使用機会が増えている

「電子署名」や「クラウドサービス」の利用も便利になりました。PDF の作成・編集・変換・結

合・圧縮・OCR まで、これ一本で OK です！ 

 

 
 

 [四半期決算セール] オールインワン・ドローイングソフト EdrawMax ライセンス版  

・1PC 永久ライセンス・プレミアム【法人・官公庁向けダウンロード版】 

 通常販売価格 : 24,500 円（税込）⇒ 期間限定特別価格： 19,600 円 (税込) 

 URL：https://www.zonershop.com/shopdetail/000000000229 

Wondershare EdrawMax (エドラマックス) は作図・製図業務に特化したオールインワン・ドローイン

グソフトウェアです。業務＆アイディアのアウトプットに役立つフローチャート・組織図・ガント

チャート・P ＆ ID・住宅図面・ネットワーク構成図・機械製図など、【ダイアグラムを 280 種類以上

搭載】しているので、短時間で思った通りの専門的な図面の作図・製図が完成します。思考の視覚

化を手助けするベクターグラフィックドローソフトウェアです。 
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 [四半期決算セール] マインドマップ作成ソフト EdrawMind ライセンス版  

・1PC 永久ライセンス【法人・官公庁向けダウンロード版】 

 通常販売価格 : 10,900 円（税込）⇒ 期間限定特別価格： 8,720 円 (税込) 

 URL：https://www.zonershop.com/shopdetail/000000000226 

 ・1PC 永続ライセンス【法人・官公庁向けダウンロード版】 

 通常販売価格 : 7,900 円（税込）⇒ 期間限定特別価格： 6,320 円 (税込) 

 URL：https://www.zonershop.com/shopdetail/000000000227 

Wondershare EdrawMind は、クロスプラットフォームのマインドマッピングソフトウェアです。複

雑な知識、情報、アイデアを明確に構造化されたマインド マップに単純化するために役立つ非常に

便利なツールであり、学生、チーム、意思決定者に、協力し、アイデアを共有し、複雑なトピック

を分解するための最良のソリューションを提供します。 

 

 

【ZONER について】 

ZONER Software は、ヨーロッパのハートに例えられるチェコ共和国にて 1993 年に設立されたソフト

ウェア企業です。設立以来、優秀かつ情熱溢れるスタッフによって支えられて成長を続け、世界各

国のマーケットにオフィス・販売網を構築しています。同社の主力製品である画像処理ソフト

Zoner Photo Studio はイノベーションを企業精神の基本とする同社の技術訴求により、3D 写真作成・

多角的プロセッサー搭載の最新コンピュータ対応・ユーザー作業の簡便化・一流マネジメント・業

界スタンダードのサポート化等を実現し、世界各国の多くのユーザーから支持を得ています。 

2022 年、Zoner は創業 29 周年を迎えます。Zoner  Photo  Studio から容量無制限オンラインギャラ

リーZonerama、写真クラウドストレージ Zoner Photo Cloud と写真についてテクニックを学ぶ無料

オンラインマガジン「フォトレッスン教室」まで、フォトグラファーに向けて、新しいソリュー

ションを提供しています。 
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【会社概要】 

社名：   合同会社 ZONER 

設立日：  2006 年 8 月 

所在地：  大阪本社 ・ 〒559-0001 大阪府大阪市住之江区粉浜 2-4-21 

      東京オフィス ・ 〒104-0061 東京都中央区銀座 1-3-3、G1 ビル 7 階 

代表取締役：渡邊 ロマン 

事業内容： ソフトウェアの開発及び販売 

       ・画像編集・管理ソフト「Zoner Photo Studio」 

       ・動画編集ソフト「Filmora」 

       ・PDF 編集ソフト「PDFelement」 

       ・ドローイングソフト「EdrawMax」 

       ・マインドマップ作製ソフト「EdrawMind」 

       ・オフィスソフト「WPS Office」 

      クラウドストレージ「Zoner Photo Cloud」 

      容量無制限ウェブギャラリー「Zonerama」 

      モバイルアプリの開発及び販売 

       ・モバイルセキュリティー「Zoner Mobile Security」 

      クロームブック用アプリ開発及び販売 

       ・画像編集アプリ「Zoner Photo Studio」 

URL：https://www.zonershop.com/shopbrand/license/   

※合同会社 ZONER は、株式会社ワンダーシェアーソフト ウェア（東京都千代田区、代表：呉太

兵）の 2021 年度優秀パートナーに 2 年連続で選ばれました。 

 

 

【お問い合せ先】 

合同会社 ZONER・PR 担当、〒559-0001 大阪府大阪市住之江区粉浜 2-4-21 

Tel: 06-4701-7373 Fax: 06-4701-7374 E-mail： press@zoner.jp 

https://www.zonershop.com/shopbrand/license/
mailto:press@zoner.jp

