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画像編集ソフト Ashampoo Photo Commander 16 

ライセンス無料キャンペーンのお知らせ 
 

〜 初⼼者からプロのカメラマンにまで便利にお使いいただけます！〜 

 

株式会社 LODESTAR	JAPAN (本社：東京都) は、ドイツ、Ashampoo（エーシャンプ

ー）社が開発する Ashampoo Photo Commander 16 『フォトコマンダー16 』 

⽇本語版のライセンス無料キャンペーンを開催いたします。 

 

キャンペーン概要：Ashampoo Photo Commander 16 の記事（ブログ）を書いていて

いただいた⽅、最⼤５０名様に、無料でライセンスをご提供させていただきます。 

 

キャンペーン開始⽇：2017 年 12 ⽉ 14 ⽇ 

 

応募⽅法： 応募ページより必要事項をご記⼊の上、ご応募お願いいたします。 

 

応募ページ：https://ashampoojapan.com/info/pc16m 
 

なお、製品の発売も 2017 年 12 ⽉ 14 ⽇ ( ⽊ ) より開始いたします。 

 

 



 
 Ash a m poo Ph oto  Com m a n de r 1 6 は、写真の表⽰

、編集、管理するためのソフトウェアです。 複数の画

像を⼀括で最適化したり、カレンダー、フォトカード

、スライドショーを簡単に作成できます。 初⼼者のユ

ーザーの⽅から、プロの写真家の⽅まで、数回のクリ

ックのみの作業で、便利にお使いいただけます。 

 

 

 

『Ashampoo Photo Commander 16』⽇本公式サイト

http://ashampoojapan.com/ 
 

Ashampoo Photo Commander 16 の主な機能 

【超⾼速で画像表⽰】 

データサイズの⼤きな画像でも、超⾼速で表⽰され、ストレスなく画像の編集、管理が⾏え

ます。80MB の PSD ファイルを表⽰させる時間を、他社製品、前バージョンと⽐べてみま

した。 

 



 

【写真の⾃動調整の強化】 

⾃動補正機能が搭載されているので、傷やデジタルノイズ、⾚⽬を簡単に修正できます。複

数の⾃動機能のおかげで、⼀括処理が可能になり、かなり時間の節約ができます。 

【コラージュ、カレンダー、フォトカードの作成】 

たくさんのテンプレートを使⽤して簡単にフォトカードを作成したり、細かいところまでお

好みに⾃分のカレンダーをデザインしたりできます。 驚くほど素敵なコラージュも簡単にで

きます！Asha m poo Photo Com m a nde r 16 はあなたのアイデアを現実のものにするため

の豊富なオプションを取り揃えています！ 

 

【スライドショーの作成】 

Asha m poo Photo Com m a nde r 16 は、⾼解像度 4K でスライドショーを作成できます。 

新しいトランジションを使⽤すると、より美しく多彩なシーンの切り替えが可能になり、さ



らに多くのオーディオフォーマットをサポートすることで、より豊かな背景のオーディオが

可能になります。 完成したスライドショーは、新しく搭載されたビデオプレイバーコントロ

ールで、すぐにプレビューできます。 

【新しいスタイルで写真を表⽰】 

お⼀⼈で写真を楽しむ時も、お友達と楽しむ時も、新しいプレゼンテーションモードが便利

です。 プライマリディスプレイを使⽤してフローをコントロールし、セカンダリディスプレ

イで写真を表⽰してください。また、プレゼンテーションにも最適です。プレゼンテーショ

ンを終了することなく、リアルタイムで写真を修正できます！ 

 

【ジオタグの編集、設定】 

最新のカメラや携帯電話では、ジオタグを使⽤して各写真の撮影場所を保存します。 

Asha m poo Photo Com m a nde r 16 はこの情報を追加、編集して写真を並べ替えることが

できます。 プログラムはこのデータを処理して各写真の正確な国、都市、通りを設定するこ

ともできます！ 旅⾏から帰ってきてから、あなたの家で、旅の最初から最後までを地図上で

思い返すこともできます。 

【写真の切り抜きと編集】 

画像をトリミングしてサイズを調整したり、⽔平線をまっすぐにしたり、⾊のアクセントを

設定したりできます。 ⼈や物を切り取ったり、遠近のゆがみの修正も可能です。 すばらし

い効果を適⽤し、グラデーションカーブと⾊調補正を使⽤すれば、プロフェッショナルな画

像になります。 

【使いやすいインターフェース】 

Asha m poo Photo Com m a nde r 16 は、洗練された新しいインターフェースを備えている

だけでなく、作業⽅法にも適応します。 頻繁に使⽤される機能がクイックアクセスメニュー



に⾃動的に表⽰されるので、ワンクリックでより速い結果が得られます。 また、クラシック

ビューにいつでも切り替えることができます。 

【画像コレクションを管理】 

Asha m poo Photo Com m a nde r 16 は、より視覚的な明瞭さを提供します。 新しいファイ

ルフィルタを使⽤すると、ロケーション検索と時間ベースの検索を組み合わせることでより

効率的に写真を検索できます。 フレキシブルグループビューでは、ファイルを即座に選択し

、新しいステータスバーで EXIF データをプレビューできます。 経験豊かな写真家にとって

も、彼らの写真コレクションを、新しい⽅法で⾒せることができるのは、嬉しい機能です。 

【写真のデザインと修正】 

Asha m poo Photo Com m a nde r 16  で創造性を発揮しましょう！ 新たに開発されたパノラ

マ機能は、素晴らしいワイドスクリーン画像を作成します。 また、⾃動調整機能は、露出し

すぎた画像やぼやけた画像を処理し、満⾜のいく結果を出します。 複数のモチーフが含まれ

ており、季節ごとのカードを作成することも⾮常に簡単です。 

 

【PNG で新しいトレンドを設定】 

PNG は既にインターネット上で最も⼀般的な画像フォーマットの 1 つで、PNG アニメーシ

ョンは GIF アニメーションに代わる⾯⽩いものです。 Asha m poo Photo Com m a nde r を

使⽤すると、PNG のファイルサイズを⼤幅に削減し、特にモバイルデバイスでのスペースと

トラフィックを節約できます。 アニメーションは、素早く作成、変換、または抽出すること

もできます。 

【PDF に変換】 

ユーザー様からの声におこたえしました。 EXIF と IPTC メタデータがステータスバーに表

⽰され、⾃由に編集およびエクスポートできます。 ⼈気のある重複ファイルファインダーが



⼤幅に加速されました。 複数のページを⼀度にスキャンし、必要に応じて PDF に変換でき

ます。 常に重要なズーム機能も⼤幅にスピードアップしました。 

 

Ashampoo Photo Commander 16 動作環境 
対応 OS 

Win dows®  1 0 ,  Win dows®  8  /  8 .1 ,  Win dows®  7  

その他 

上記 OS が快適に動作する環境 

管理者権限のあるユーザー 

インターネット接続  

 

価格 

Ashampoo Photo Commander 16 

メーカー希望⼩売価格 6,490 円（税込み） 

キャンペーン価格：2,980 円（税込み） 

購⼊ページ:  

https://ashampoojapan.com/products/multimedia/photo-commander-16 

 

 

                   

 

 



 

 

会社概要 
 

Ashampoo (エーシャンプー) 社について 

Ashampoo 社はドイツに本社があり、ソフトウェアの開発と販売、及び Web ポータル

サイトをグローバル展開する企業です。マイクロソフト社や、Intel 社ともパートナーで

あり、Ashampoo 社の製品は、⾼度な技術と使いやすさにも定評があります。 

 

株式会社 LODESTAR JAPAN について 

⽇本販売 株式会社 LODESTAR JAPAN 

所在地 〒107-0062 東京都港区南⻘⼭ 6-7-5-803 

事業概要 • 海外ソフトウェア製品の⽇本国内販売  

• オンラインショッピングサイトの運営  

• 各種コンサルティング事業  

 


