
 
 

 
 

 

 

 

 

プレスリリースのご案内                 2022 年 7 月 26 日       合同会社 ZONER 

   報道関係者各位 

 
 

合同会社 ZONER 直営「ZONER SHOP」2022 年 8 月 31 日 (水) までのセールを実施 

2021 年にアワード 2 冠「Zoner Photo Studio X」を 50％引き 

その他の取扱い製品も割引販売 

 

 

 

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 8 月 31 日 (水) まで

の期間限定で、最大 50％引きとする「サマーセール」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 50％割引で販

売するほか、テレワークの必需品であるオフィスソフト「KINGSOFT WPS Office」を 30％割引など、

魅力的なソフトウェアが特別価格にてご購入いただけますので、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。 

 

 

https://www.zonershop.com/


 
 

 
 

 

 

 

 

[サマーセール特別価格例] 

 Zoner Photo Studio X 2022、1 年ライセンス 個人版 

通常販売価格 : 6,600 円（税込）⇒ 期間限定特別価格 (50% OFF)：3,300 円 (税込) 

URL： https://www.zonershop.com/shopdetail/000000000149 

 

今回の「サマーセール」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」の魅力を、より多くの日本の写真愛好家のみなさまにも

ご利用いただけるよう、50％引きにて販売いたします。 

 

[サマーセール 特別価格例]  

動画編集ソフト Wondershare Filmora 11 永続ライセンス、個人版 [Windows･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 (10% OFF)：8,982 円 (税込) 

URL： https://www.zonershop.com/shopdetail/000000000243 

 

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。 

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。 
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[サマーセール 特別価格例]  

オフィスソフト KINGSOFT WPS Office 2 Standard Edition [Windows･ダウンロード版] 

通常販売価格 : 5,690 円（税込）⇒ 期間限定特別価格 (30% OFF)：3,983 円 (税込) 

URL： https://www.zonershop.com/shopdetail/000000000235 
 

 
 

 
 

KINGSOFT の「WPS Office 2」はリモートワークで必須の Microsoft Office と高いファイル互換性を誇る

オフィス・ソフト。今やパソコンユーザー必携となっているオフィスソフトですが、WPS Office は 

Microsoft Office に比べて圧倒的な低価格と高い信頼性で選ばれ続け、販売実績にもとづく BCN 社

「BCN ランキング」の [オフィス互換ソフト分野] において 11 年連続 No.1 を達成しています。 

WPS Writer（Word 互換・文書作成）、WPS Spreadsheets（Excel 互換・表計算）、WPS Presentation

（PowerPoint 互換・プレゼンテーションスライド作成）から構成され、Microsoft Office 2007 以降の 

ファイル形式に対応し、同じ拡張子で閲覧・編集・保存が可能なので自宅での作業でも不便を感じ 

ることはありません。さらに WPS PDF（PDF 閲覧・加工）が加わり、1 つのウィンドウで文書作成・

表計算・スライド作成・PDF をタブで開くことができ、効率的な作業をサポートします。 

業務で使用頻度の高い 4 つのソフトの全ての機能が使用できますのでお奨めです。 
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[サマーセール 特別価格例]  

 

Zoner Photo Studio X ガイドブック【A4 サイズ、78 ページ、フルカラー】 

通常販売価格 : 1,760 円（税込）⇒ 期間限定特別価格： 1,056 円 (税込) 

URL： https://www.zonershop.com/shopdetail/000000000242 

 

WPS Office 2 Gold Edition [Windows・ダウンロード版] 

通常販売価格 : 7,390 円（税込）⇒ 期間限定特別価格： 6,651 円 (税込) 

URL： https://www.zonershop.com/shopdetail/000000000236 

 

 

PDF 編集ソフト PDFelement 8 PRO 個人版 [Windows･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： 8,982 円 (税込) 

URL： https://www.zonershop.com/shopdetail/000000000209 

 

 

マインドマップ作成ソフト EdrawMind 個人版 [ダウンロード版] 

通常販売価格 : 25,800 円（税込）⇒期間限定特別価格：23,220 円 (税込) 

URL： https://www.zonershop.com/shopdetail/000000000225 

 

 

オールインワン・ドローイングソフト EdrawMax [法人・官公庁版] 

通常販売価格 : 18,500 円（税込）⇒ 期間限定特別価格：16,650 円 (税込) 

URL： https://www.zonershop.com/shopdetail/000000000230 

 

 

3D 用メガネ【5 個セット・ボール紙製】 

通常販売価格 : 990 円（税込）⇒ 期間限定特別価格： 891 円 (税込) 

URL： https://www.zonershop.com/shopdetail/005000000001  
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【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。 

2023 年には、Zoner は創業 30 周年を迎えます。Zoner  Photo  Studio X 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。 

 

【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 X」 

       ・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」 

       ・動画編集アプリ「Filmora Go for Education」 

URL：https://www.zonershop.com 

 

 

 

 

 

【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/
mailto:press@zoner.jp

