
ワンダーシェアーソフトウェア

technology
simplified



世界をリードするスマートテクノロジー企業を目指します。
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会社概要

Wondershare Software Co., Ltd（株式会社ワンダーシェアーソフトウェア）
は、2003年に「中国のシリコンバレー」と言われる深センで会社を設立、
2018年1月に中国深セン証券取引所A株市場に上場したスマートテクノロジー
会社です。創立以来、消費者向け及びビジネス向けのソフトウェア、ハード
ウェア、そしてIoT（モノのインターネット）サービスを開発し、シンプル
かつクリエイティブなテクノロジーをお客様に提供しています。

ワンダーシェアーは、長年にわたり、オリジナルのブランドと独自のチャン
ネルモデルを形成、オープンかつ協調的なエコロジーネットワークの構築、
ソース統一などにより、独自な製品の開発と、グローバルスケールでの効率
的なサービス提供を可能にし、驚異的な成長率を続けています。

百を超える特許や、著作権、商標、その他の独占知的財産権を世界中で保有
し、ソフトウェアやスマートホーム、IoT、AI（人工知能）などのエコロジー
分野で独自の開発能力を要し、デロイトの「アジア太平洋地域におけるハイ
テク技術高成長企業トップ500」やフォーブスの「中国で最も有望な企業」
などに年々名を連ねるまでに成長しました。

グローバルマーケットを見据え、中国深センにある本社のほかに、カナダ・
バンクーバー、東京、台湾、長沙、ラサにも支社を構えています。

ワンダーシェアーは、「平等」「オープン」「協力」「共有」という行動指
針を掲げ、個々の価値観を尊重する従業員のためのキャリアプラットフォー
ムを構築しました。また、「三勤六和」というコアバリューのもと、共に学
び、情報を共有することで、お客様のニーズをいち早くキャッチし、実用性
で、機能性の高い製品とサービスをお届けし、皆様に幸せをもたらす企業で
ある努力を続けて参ります。
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日本支社概要

会社名

英語表記

代表者

設立

従業員数（グループ連結）

事業内容

株式会社ワンダーシェアーソフトウェア

Wondershare Software Co., Ltd.

代表取締役社長 呉太兵

平成23年9月

700人（2019年6月現在）

ソフトウエア・システム・コンテンツならびに付帯サービスの企画・開発・販売。
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日本国内主要取引先(順不同)

アマゾンジャパン株式会社
株式会社Too
株式会社トランスゲット
SB C&S株式会社
ヤフー株式会社
楽天株式会社
楽天銀行株式会社
株式会社ジャパンネット銀行
株式会社ソフトニック
株式会社ベクター
ソフトバンク・テクノロジー株式会社
シネックスジャパン株式会社
株式会社ネットランド

事業所在地

〒101-0022 
東京都千代田区神田練塀町73 プロミエ秋葉原10F
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創設者のご挨拶

何世紀にもわたる、産業革命を代表とする科学技術の発展は、人類の生産性
と生活様式を大きく変えました。ここ数十年の間に、情報技術の発展はこの
変化を新たなクライマックスへと導いています。至る所に存在するインテ
リジェントネットワーク機器は高速インターネットと組み合わせて、分散
型コンピューティングをもとに、クラウドコンピューティングをコアとし
た新しいグローバルコンピューティングシステムを構築しています。これ
は人間社会の歴史の中で最大の機会と挑戦です。それは根本的に従来のコ
ミュニケーション、生活および娯楽の方法を変えます。そして世界全体は IT
関連者にとって最高の時代である「村式時代」に帰化します。

弊社は、長い歴史を誇る中国文化の本質である「三勤六和」の企業理念と共
に、「シンプルでクリエイティブなテクノロジーの実現」という使命を掲げ
ています。

高い理想を持ち、業界の規律とグルーバルな視点を兼ね備えたチームと共
に、新しいネットワークコンピューティング環境に基づく製品とサービス
を世界中の消費者に提供することを弊社の始点とし、世界をリードするス
マートテクノロジー企業になることを目指します。

Wondershare の大いなる旅はすでに始まっています。創設者としてこの大
きな事業のための希望の火を燃やし続け、常にトップを走ってきました。世
界中のユーザーに皆様からの支持をいただき、希望の火を灯し続けるとと
もに永遠に続いていくことを確信しています。
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グローバル展開

深圳

台北

東京
ラサ

長沙

バンクーバー
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日本市場における
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会社沿革

Wondershare Flimoraを新たに発表

Wondershare テクノロジーは、ビデオ編集分野の中
核製品であるVideo Editorのブランドアップグレード

を行い、マルチエンド実行をサポートする新製品—
Filmoraをリリースしました。すぐに一千万人以上の

ユーザーの支持を集め、当社の年次スター製品にな
りました。

2015

Wondershare Technology株式会社成立

Wondershare Technology株式会社は美しい
深セン蓮花山のふもとで誕生しました！

2003

映像コンバータ製品Video Converterを発売

音声・映像コンバータ市場に参入し、音声・映像フォ
ーマットを素早く変換することにより、様々な端末を

シームレスに接続できるようになりました。

2007

株式会社化を完了

「深センWondershare 情報技術株式会社」が

正式に成立。

モバイルインターネットシリーズ製品は好調に推
移し、撮影アーティファクトPowerCamは発表後5
か月間で、ダウンロード数が数千万を超えました。

2012

デジタル画像編集市場を開拓

デジタル画像処理ソフトウェア分野に進出し、北
米、ヨーロッパ、日本および香港市場で当社製品
の展開を開始しました。

2005

浙江華睿から第1ラウンド戦略的投資を獲得

製品研究開発への増資により、製品ラインナップ
が画像編集、データ管理、文書編集などの分野を
カバーできるようになりました。

2009

Wondershare Technology創立10周年

iOS、Android用の世界初のデータリカバリ製品
Dr.Foneを発売し、ユーザーが紛失した貴重なデータを
簡単取り戻すことができるようになりました。

2013
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2018

Wondershare テクノロジーはA株市場への上場に
成功

1月18日、Wondershare テクノロジーの上場式は深
セン証券取引所で盛大に執り行われました。



ビジネス展開

デジタルクリエイティブソリューション

オフィス効率化ソリューション

データ管理ソリューション

導入実績

マーケティングシステム
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デジタルクリエイティブ
ソリューション
簡単操作、豊かな素材搭載 
動画編集、動画変換ソフトウェア

オフィス効率化ソリューション
PDF編集、変換、OCR...機能満載 
All-in-one PDF編集ソフトウェア

データ管理ソリューション
パソコン/ iOS/Androidデータ復元ソフト

ワンダーシェアー
ソフトウェアソリューション
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Filmora9
（フィモーラ9）

DVD Memory
（DVDメモリー）

Dr.fone
（ドクターフォン）

Recoverit
（リカバリーイット）

スーパーメディア変換！

PDFelement
（PDFエレメント）



ドラッグ＆ドロップの簡単操作

大事な瞬間を逃さない音調整

高度なテキスト編集機能

おしゃれなエフェクトが盛りだくさん

ピクチャー・イン・ピクチャー

カラーチューニング

ズームイン・アウト＆パン

手軽に動画撮影ができる時代だからこそ、もっとこだわりたいあなたに

想像力のその先へ

全てのクリエーター達へ、次世代動画編集ソフト

（フィモーラ9）

初心者でも簡単！
使いやすい操作画面

・動画編集の初心者でも迷うことなく
使いこなせる直感的操作画面。

・ドラッグ＆ドロップするだけであっと
いう間に動画が完成します。

・タイムライン上にはなんと最大100の
トラックを追加することが可能！

豊富な動画編集機能

・テキスト、フィルター、エレメント、
トランジション、BGMなど数多くの編集素

材を初期搭載。
・動画トリミング、切り取り、結合、回転、

クロップ、画質強化などの基本編集。
・手振れ補正、逆再生、画面録画、モザイク

効果など、多彩な高度編集機能を搭載。

多様な出力形式に対応

・MP4、MOVからGIFまでビデオ、サウンド
を様々な出力形式でエクスポート可能。

・DVD、タブレット、SONY TV、PS4、
スマートフォン、その他の携帯デバイスの

対応形式に出力。
・YouTubeまたはVimeoに直接動画を

アップロード可能。

書き出しは多様な形式に対応
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デジタルクリエイティブ
ソリューション

定番の All-in-One 動画・音楽変換ソフト簡単かつ強力なDVDツールボックス

AVI

MP4

MTS

RMVB

FLV

（DVDメモリー）

初心者でも素早くDVD作成

専門知識がなくても簡単にDVD作成可能
無料の静止画・動画DVDメニュー

シーン別に100以上のテンプレートを用意

シンプルで快適な画面
簡単な操作性と高度な作品づくりの

両方を実現

直感的なインタフェース

1000+の動画・音楽形式を
30ｘの超高速で簡単変換、
変換前の動画編集も可能

形式豊富の動画・音楽変換

10,000+のサイトから
ワンクリックで

WEB録画・MP3を保存

ワンクリックで動画保存
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dvdmemory スーパーメディア変換 !



PDF内のテキストや図形を
簡単に編集、調整、追加、削除

Officeみたいな操作感 
PDF編集を思い通りに

Word、Excel、Powerpoint、
PDF/A、Epub、HTML、画像など
合計16種類のファイル形式に対応

これ一本で凝縮　
強力PDF変換＆作成

高性能OCR（光学文字認識処理）
スキャンされた文字を高精度で認識

スキャンされたPDFも
編集、変換可能に

線、矢印、長方形、楕円のみ
でなく、スタンプも簡単追加

共同作業がはかどる 
注釈/コメント

PDF編集、変換、作成、閲覧、OCR…All in One PDF編集ソフト

オフィス効率化
ソリューション

（PDFエレメント）

PDF作業はこれ一本

PDF編集、変換からページ調整、OCRまで、
PDF作業はこれ一本で解決

Word®とPowerpoint®と似たような感覚で、
マニュアルいらずにさくさく操作

MS Office®の操作感覚

年間と永久ライセンスあり、
柔軟なライセンスを提供

コスパ抜群
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iPhone・iPad・Android向けのデータ復元ソフト

安全なデータ復元ソフト

データ管理
ソリューション

（ドクターフォン）

（リカバリーイット）

iPhone＆Androidデータ復元 iPhone＆Androidデータバックアップ

iPhone起動障害から修復 iPhone＆Android画面ロック解除

iPhone＆Androidデータ転送

PC、HDD、SDカード、USBメモリから
削除したデータを簡単に復元

写真、動画、ドキュメントなど550種類
以上のデータ形式に対応

クラッシュで起動しないパソコン
からデータを復元

安全かつ効率的にデータ復元、
96%の高復元率

データ管理ソリューション      13



Wondershare製品の
導入事例

・東京薬科大学　生命科学部
・細胞情報科学研究室 　
・2018年12月上旬：Filmora9 24ラインセス導入　　　

【導入背景】
以前は、手引書（静止画）での実数の予習であったが、2018年度より学長の採決
により生命科学部の実習の事前知識取得を目的とし、動画教材を活用して実習
をスムーズに出来るようにする事に至る。

【利用用途】　
教育用の教材作成用
学生が実習する風景を録画し、その録画データをFilmora9を利用し、学生用の実
習教材として編集。それを学部ポータルサイトにアップデートをし、学生が予事前
予習を為に活用している。　（2時間の録画データを10分程度の動画に編集して
いる）

【課題】
紙の手引書だけでは、学生の理解が不十分なので、視覚的な教材が必要となる。
また一部の学生の質問が集中して、学生均等に知識共有が出来ないので、このよ
うな動画教材を用意することで、学生の実習時間の短縮にもつながっており、教
員も指導時間も時短に繋がっている。

【Filmora9の操作感想】　
・動画編集ソフトを利用するのは初めてだが、PPで
操作マニュアルを作成して、実習担当の教員に配
布し、利用させたが、操作質問なし。

・よく利用した機能は、録音機能（ナレーションを付
ける為）

【採用理由】
・使いやすい、簡単に利用できる、永久利用できる、
お手頃な価格。サンプル版を利用して、マニュアル
を見なくても利用できる。

・MAC、WINPCでも利用できる点（教員のPCがどち
らもあるので）。　

【今後の展開】
教授陣もPP発表が多いが、今後の学生から要望が
あれば活用する予定。
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マーケティング
システム

世界各地の製品と研究開発チームおよび独自の技術を活かし、常に独自の革
新を遵守し、優れた製品とサービスで独自のブランド「Wondershare」を確立し
ています。

Wondershare は、検索エンジンの最適化、オンライン広告、ソーシャルメディア
マーケティング、プロモーション連携、メールマーケティング、ビデオマーケテイ
ング、オンラインモールなどのネットワークマーケティングチャンネルを完全に
統合するために、オンラインマーケティングに基づいて独自のeコマースプラッ
トフォームを構築しました。世界200カ国以上の消費者に製品を販売し、サービ
スを提供しています。

Wondershareは世界各国でオフラインチャンネルの
開発も続けています。世界的に有名なSaturn（ドイツ
の電化製品チェーン店）、Media Market（ヨーロッパ
最大の家電小売り業）、ソフトバンク、秋葉原の日本電
子モールなどの小売店にて製品を販売しています。

他にも日本国内市場ではユーザー様との勉強会や著
名人を起用したPRイベント開催、各業界展示会など
に参加しています。これからもお客様の生の声を受け
いれながら、さらなる製品とサービス向上を図る活動
をして参ります。

ブランド構築

オンラインマーケティング

オフラインチャンネル
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企業文化

テクノロジーとのコミュニケーションは、シンプルかつ有意義であるべきです。
Wondershareは、革新的な発想と創造的なソリューションをベースに、
コミュニティを築き上げてきました。

私たちは、家族として共に働きます。
私たちのお客様は、家族の一員です。

私たちは、お互いに信頼し合っています。
私たちの製品が、その証です。

私たちは、単純明快なアプローチをします。
私たちの製品は、人々の生活をシンプルにします。

コミュニティの構築 透明性の重視 シンプルさを創出
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世界をリードするスマートテクノロジー
企業を目指します。



株式会社ワンダーシェアーソフトウェア

〒101-0022 
東京都千代田区神田練塀町73プロミエ秋葉原10F
www.wondershare.jp
03-3526-3217 
biz_jp@wondershare.com
© 2019.wondershare. All rights reserved.




