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完全無料だから「Google フォト」からの移行先に最適！
容量無制限オンラインギャラリー「Zonerama」が高機能化

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、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ていますが、自社を代表するプロダクト
である「Zoner Photo Studio X」を開発する ZONER Inc.（本社：チェコ共和国）が提供するオンラインフ
ォトギャラリー「Zonerama」（ゾネラマ）が機能強化されたことをお知らせいたします。

Zonerama は、撮った写真を見せたい要望に応えるウェブサービスです
従来から「Flickr」や「500 px」などの写真共有サービスが存在し、世界中の写真愛好家から利用さ
れてきましたが、多くのサービスは写真のアップロード時に再圧縮が行われ写真本来のクォリティ
が保持されなかったことや、アーカイブ目的での利用に適しているとは言えませんでした。
自社プロダクトの Zoner Photo Studio シリーズで写真の魅力を最大化することを目的としている
ZONER では、写真を見せるだけでなく「魅せる」ために写真の品質に妥協することなく、アップ
ロードデータを再圧縮しないことで、作品本来の姿を保存できるように「ファイルサイズ制限な
し」でありながら「利用料無料」で Zonerama のサービスを開始しました。

ファイルサイズだけでなく、ファイルのアップロード数を無制限とすることで、デジタルカメラの
本格的な普及からスマートフォンの普及増加による保存ファイル数の増加にも対応した、世界的に
も類の少ない ZONER だからできるサービスです。
2021 年 6 月 1 日から「Google フォト」のサービス内容が変更となり、無料無制限バックアップサー
ビスは利用できなくなりました。Google フォトを使い続けるために「Google One」の有料プランに
加入した場合でも、「Gmail」で送受信したメール（添付ファイル含む）や「Google ドライブ」に保
存したファイルサイズの合計も対象となるため、最小の 100 GB プランでは足りないユーザーも多く
Zonerama にアップロード先を変更する写真愛好家が増えています。
Google フォトの利用を諦め NAS（Network Attached Storage、ネットワーク対応 HDD）へのアーカイブ
に切り換えるユーザーも多いようですが、当社では撮った後の写真をもっと楽しむために Zonerama
と「TIPA WORLD AWARDS 2021 」の「Best Imaging Software EXPERT」アワードを獲得し、“常に最先端
の機能にアップデートされ続ける“ Zoner Photo Studio X の利用を推奨していきます。

Zoner Photo Studio X は、TIPA ワールドアワード 2021・世界最優秀映像ソフトウェア賞
「Best Imaging Software EXPERT」を 2021 年 5 月に受賞しました
Zonerama は、撮ったあとも楽しめるようにアップ ロード枚数・容量無制限のオンラインギャラリー
です。Zoner Photo Studio X で編集した写真 を、プログラムから直接 Zonerama ウェブサイト にアッ
プロードできるだけでなく、ブログやホー ムページに表示する写真に対して、さまざまな設 定オプ
ションを使用できるようになり、写真やビ デオを全体に公開、パスワードで保護された状態 で公開
、完全なプライベートアルバムなどの公開範囲設定も簡単に行えます。
Zonerama にアップロードしたアルバムは、ホームページやブログに表示させる際に便利なリンクコ
ードの生成や、Zoner Photo Studio X から各アルバムに対して、異なるセキュリティレベル、有効期
限、および表示オプションを設定して、複数のリンクを生成できます。
さらに生成したすべてのリンクは、ダウンロードの統計情報と削除ボタンが一つの場所にあるので、
管理や設定変更なども簡単。ホームページやブログの開設・リニューアルなどに便利にお使いいた
だけます。
また今回の Zonerama のアップデートでは、便利なブラウジング機能を備えた魅力的なギャラリーを
ユーザーのウェブサイトやブログに追加することができるようになりました。また Zoner Photo
Studio X から直接 Zonerama にアップロードできるだけでなく、さまざまな設定オプションを使用で
きます。
※ Zonerama の新機能については、本ビデオにてご確認ください：
https://youtu.be/TQ1zE5YdXpg

Zonerama の特長：
・完全無料！ アップロードフォトのファイルサイズとファイル数が無制限のウェブギャラリー
・再圧縮しないので、PC、スマートフォン、タブレットの任意の Web ブラウザーで、Zonerama の
写真を常に最高品質で表示可能
・プロファイルページ、アルバム、個別の写真の共有が可能
・アルバムプレビューを Web ページの HTML に直接追加可能
・アイコンのクリック操作で Facebook、Google、Twitter、Tumblr、Pinterest などの SNS で共有可能
・アルバムに閲覧用パスワードの設定が可能
・写真のダウンロードを許可しない設定が可能
・写真に透かし（ウォーターマーク）を入れることも可能

Zoner Photo Studio X ユーザー専用機能：
・Zoner Photo Studio X （以下：ZPSX）から Zonerama に、写真のサイズと品質、フォルダ名などを
設定してアップロードできます
・ZPSX のカタログ機能を使うことで、アップロードする写真を素早く検索できます
・ZPSX から直接 Zonerama にアップロードしたオンライン写真を編集、整理でき、閲覧パスワードの
設定や、各アルバムに対して異なるセキュリティレベル、有効期限、表示オプションを使用し、
複数のリンクを生成できます

Zonerama の技術仕様と制限事項：
・ストレージサイズ：無制限
・写真の最大サイズ（px）：無制限
・写真 1 枚あたりのデータ制限：無制限
・写真のフォーマット：JPEG
・カラーチャンネル：sRGB
・EXIF データおよび GPS データ、カラーマーカーなどのメタデータを保持
※ カラーチャンネル Adobe RGB の場合 sRGB に変換（付帯情報やサイズなどが変わります）
・動画の制限サイズ：最長 3 分までの動画は無制限
※ 3～15 分の長い動画は 120 分の合計が限界となり、3 分以上の長さだけが 120 分の制限に対し
カウントされます。
・ピクセルの最大動画サイズ：1920 × 1080 (Full HD)
・推奨されるコーデック：MPEG4, H.264
・ビデオビットレート：6 Mb/s

【Zoner Photo Studio X の特長】
大量の静止画・動画も高速表示かつ軽快に検索・閲覧でき、多彩な編集機能により写真を思い通
りに加工できるソフトウェアです。カメラやメモリーカードから写真と動画を素早くインポート
し、カタログ機能を利用することで非常に高速な検索が行え、効果的な RAW データの現像や、元
画像に影響を与えない JPEG ファイルの非破壊編集に加え、レイヤーを駆使した編集、Adobe
Photoshop プラグイン対応など、フォトレタッチツールとしても納得の機能を搭載していながら
6.600 円（1 年間）、つまり 1 か月あたり 550 円のリーズナブルなライセンス価格を実現した静止
画・動画編集、管理、RAW 現像、表示、共有、検索の全てに対応した Windows 用グラフィックソ
フトウェアです。
サブスクリプションライセンスとしたことで、ライセンス有効期間内は常に新しい機能アップデ
ートがサポートされるので、いつでも最新機能を利用してイメージどおりのレベルの高い映像表
現が可能です。
【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。
【会社概要】
社名：
合同会社 ZONER（ZONER Software 社の日本法人）
設立日：
2006 年 8 月（日本法人設立）
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
・Windows ソフトウェア「Zoner Photo Studio」
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」
アンドロイド用アプリの開発及び販売
・モバイルセキュリティー「Zoner Mobile Security」
写真の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」
公式 URL：www.zoner.jp
Zonerama の URL：www.zonerama.com

（※）文中の社名およびサービス名称などは、各社の商標または登録商標です。
【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

