
 
 

 
 

 

 

 

 

プレスリリースのご案内                  2021 年 10 月 1 日       合同会社 ZONER 

報道関係者各位 

 

ZONER、自社 EC サイト「ZONER SHOP」にて、2021 年 10 月 1 日(金)から 10 月 31 日(日)まで、

「ワンダーシェアー創業 18 周年記念キャンペーン」を実施 

取扱い中の Wondershare 社プロダクトを、通常売価から全品 1,000 円引きの特別価格で販売 

 

 

 
 

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、自社 EC サイト「ZONER 

SHOP」にて、取扱い中の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）

のプロダクトを、期間限定にて通常販売価格から全品 1,000 円引きの特別価格で販売する「ワンダ

ーシェアー創業 18 周年記念キャンペーン」を実施します。 

2003年の会社設立以来、Wondershare の社名の通り「wonderful」(素晴らしい)を「share」(共有)す

ることを志とし、「ソフトウェア＝知恵」を世界と共有することで人々の毎日をより楽しく、便利

で簡単にすることを目指しクリエイティブソフトの開発に取り組んでいるワンダーシェアーソフト

ウェアは、世界中にある 6 つのオフィスに 1,200 人以上の社員が働き、150 か国以上で利用されるソ

フトウェアを手掛け、お客様への革新的なソリューションやサポートの提供を行っています。 

ZONER はワンダーシェアーソフトウェアの「2020 年度優秀パートナー」に選ばれ、両社の情報通信

分野における協力体制により邁進し続けており、今後益々の発展を目指しています。 
 

[ワンダーシェアー創業 18 周年記念キャンペーン] 実施期間：  

2021 年 10 月 1 日(金)～10 月 31 日(日) 
 

動画編集ソフト「Wondershare Filmora X」永続ライセンス 

1PC 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： 8,980 円（税込） 

URL：https://www.zonershop.com/shopdetail/000000000203 

 

PDF 編集ソフト「Wondershare PDFelement 8 PRO」永続ライセンス 

1PC 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： 8,980 円（税込） 

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

https://www.zonershop.com/shopdetail/000000000203
https://www.zonershop.com/shopdetail/000000000209
https://www.zonershop.com/shopdetail/000000000203


 
 

 
 

 

 

 

 

オールインワン・ドローイングソフト「Wondershare EdrawMax」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: 18,500 円（税込）⇒ 期間限定特別価格： 17,500 円（税込） 

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

 

マインドマップ作成ソフト「Wondershare EdrawMind」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： 9,900 円（税込） 

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

 

今回、創業 18 周年記念キャンペーンの実施に ZONER SHOP を選んだ理由について、ワンダーシェ

アーソフトウェアの法人営業部マネージャー 野原 利浩 氏は、「今回のキャンペーン企画への取組み

をいただきます事、御礼を申しげます。ZONER 社は、弊社と同じマルチメディア製品を提供してい

るソフトメーカーで、お客様に対してともて紳士的なベンダーであるので、協業させていただいて

おります。ZONER 社の画像編集・管理ソフト Zoner Photo Studio X と弊社の製品が、微力ながらお客

様の、お役に立てたら幸いでございます。」と語っています。 

 

ZONER の代表取締役  渡邊ロマンは、「Wondershare ソフトウェア社の素晴らしい製品は世界中で大

人気製品であり、日本のユーザーにも是非使っていただきたいと考えから日本市場で取り扱いを開

始いたしました。製品の良さ、使いやすさと高いコストパフォーマンス、この大変便利なツールを

弊社でもおすすめしています。今回は創業 18周年記念キャンペーンで更にお買い得になっています

ので、ご注文を心よりお待ちしています。」と両社の取り組みについて今後も継続していく意志を

明確にしています。 

 

 また併せて、10 月 28 日は 1918 年のチェコスロバキアの独立を祝う「独立記念日」(チェコ語表

記：Vznik Československa)であるため、本年 10 月の 1 ヶ月間限定で、画像編集・管理ソフト「Zoner 

Photo Studio X」1 年ライセンス ダウンロード版(通常販売価格：6,600 円)と「ガイドブック」(通常販

売価格：1,760 円 + 送料 370 円)のセット商品を 6,600 円(税・送料込)の特別価格にて販売いたします。

ユーザーインターフェイス画像を多く含めたガイドブックは、Zoner Photo Studio X をはじめてご利

用いただく方にお奨め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。 

 

 

 

 

 

 

 

[期間限定特別セット] 画像編集・管理ソフト Zoner Photo Studio X 

1 年ライセンス ダウンロード版 + ガイドブック・送料無料 

通常販売価格: 8,730 円（税込）⇒ 期間限定特別価格： 6,600 円（税込） 

URL：https://www.zonershop.com/shopdetail/000000000234 

 

https://www.zonershop.com/shopdetail/000000000234
https://www.zonershop.com/shopdetail/000000000230
https://www.zonershop.com/shopdetail/000000000226
https://www.zonershop.com/shopdetail/000000000234


 
 

 
 

 

 

 

 

【株式会社ワンダーシェアーソフトウェアについて】 

2003 年の会社設立以来 Wondershare（ワンダーシェアー）は、様々なシーンで活躍する革新的かつ

、実用性が高いマルチメディアソフトの開発に取り組んでいます。Wondershare の社名の由来であ

る「wonderful」（素晴らしい）を「share」（共有）するという企業理念に基づき、「ソフトウェア＝

知恵」を世界と共有し、人々の毎日をより楽しく便利で簡単にすることを目指し活動しています。

経験のないお客様でも簡単に使えるシンプルな操作画面でありながら、デジタル写真や、動画、オ

ーディオなどを最先端技術を駆使して、お客様の創造性の可能性を広げる Wondershare の製品は、

現在に至るまで個人のユーザー様のみならず、世界中の法人や政府機関や学術機関などの幅広い分

野でご利用いただいております。 

 

【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。 

 

【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（日本法人の設立） 

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 

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

       ・動画編集ソフト「Wondershare Filmora」 

       ・オフィスソフト「WPS Office」 

       ・PDF 編集ソフト「Wondershare PDFelement」 

       ・ドローイングソフト「Wondershare EdrawMax」 

       ・マインドマップ作成ソフト「Wondershare EdrawMind」 

      クロームブック用アプリの開発及び販売 

       ・画像編集アプリ「Zoner Photo Studio for Chromebook」 

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

      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」 

      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」 

      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」 

URL：www.zoner.jp 

 

【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 

http://www.zoner.jp/
mailto:press@zoner.jp

