
  

こんなことでお困りではありませんか？

PDFelement 6 Proを使えば、PDFフォーマットのまま
自由に注釈をつけることができますよ。

取引先から頂いたPDF資料にコメントやメモを入れたいけ
ど､いちいちWordに変換するのが大変だなあ、、、。

PDFelement 6 Proを使えば、PDFフォーマットのまま
直接内容を変更できるから、急な修正にもばっちり対応し
ます！

パワーポイントからPDFに変換した資料とともにプレゼン
に向かう途中、入力ミスを発見！パワーポイントからやり
直す時間がなくて困りました。

PDFelement 6 Proを使うと、OCR（文字認識）処理し
た資料をPDFとして簡単に編集したり変換することが
できます。

スキャンしたPDFの文章をコピーペーストしたいけど、
難しそうだなあ、、、。

PDFの作業に必要な機能を一本にまとめた
PDFelement 6 Proなら他社ソフトとの併用なしに、簡単
にPDFを編集、変換できます！

今までいろいろな無料サイトを使ってPDFの編集、変換作
業をしてたけど、作業によって使えるサイトが違うから、
いちいち使い分けるのが面倒だなあ。 PDFのことなら

全ておまかせ！

All IN ONE のPDFソフト

PDF編集 | OCR | 一括変換 | 作成 | 注釈付け
ページ処理 | フォーム | 安全保護



PDFelementバージョン比較表
PDFelementスタンダード版とPDFelementプロ版の機能を比較して、お客様に最適なソリューションを見つけてください。

製品機能比較 PDFelement 6
（スタンダード版）

PDFelement 6 Pro
（プロ版）

PDF作成  

PDF編集  

PDF変換  

注釈付け  

セキュリティー・電子署名  

透かし、背景、ヘッダーとフッターを追加  

PDFテンプレートダウンロード  

ブックマークを追加  

OCR  

フォームフィールド自動認識  

ベイツナンバーを追加  

墨消し  

バッチ処理  

最適化  

PDF/Aファイル作成  

スキャナーと接続しPDF作成  

PDF編集､変換からページ調整､
OCRまで､PDFに関する作業は

これ一本に解決。

お得な「年間更新ライセンス」と
ずーっと使えてアップデートにも
対応する「永久ライセンス」から

お選びいただけます。

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。

PDFelement

Officeみたいな操作感 PDF自由編集

OCR機能  スキャンのPDFも作業可能

注釈、コメント機能満載

紙で書くように直接編集 
PDF内のテキストやオブジェクトを簡単に編集、
調整、追加、削除

付箋、テキストハイライト、アンダーライン、
取り消し線
エリア・ハイライト、波線、キャレット
線、矢印、長方形、楕円、多辺形、雲、
鉛筆、消しゴム









 





セキュリティー対策・安全保護機能

その他パワフル機能満載  

自由度の高いパスワード設定
墨消し／一括墨消しが可能
業界標準のデジタル署名で安全安心

OCR機能を使うとイメージスキャナーで取り
込んだ書類の文字を認識、編集可能なPDFに
変換できます。















フォームを簡単作成、記入
ページを挿入、削除、分割、抽出、
置き換え、回転
最適化機能でPDF圧縮が可能
透かし、背景、ヘッダ、フッターを追加可能

合計18種類のファイル形式に対応、PDFを
簡単変換
バッチ処理で作業をもっと手早く
多様なファイルからPDFを簡単作成

PDFを一括変換・作成

性能紹介

これ一本でPDF編集 OK! コスパ抜群 MS Office®と同じ操作感

 はこんな場面で活用されています。

技術・研究・開発
200ページ以上のPDF論文にベイツ番号を振るのに最適。目次に
ファイル内のページリンクをつけることもできるので仕上がり
が最高です。

営業・企画
従来のOffice Word やExcelでの営業報告は、PDFに変換するとレイ
アウトが崩れてしまったり、様式が変わってしまったりするためPDF
での調整が必要でした。PDFテンプレートを作成やフォーム機能を使
うことで定型文の挿入が楽になりました。

財務・経理
煩雑な紙資料だった財務書類をスキャンし、OCR（文字認識）機能
を利用することでデジタル上で修正できるようになりました。さら
に、検索機能を使うことで書類のまとめがとても楽になりました。

人事・総務
資料配布の際に社内限定のパスワードをかけることや、「社 外秘」
の透かしを追加することができるので便利。社員情報 管理ファイル
には墨消し機能も使いやすいです。 

広報・宣伝
編集の高度カスタマイズ機能を使うと、表現豊かなPDF文書を作成
することが可能に。購読者にも好評で、コンバージョン率が高まり
ました。

が選ばれる３つの理由 PDFelement



動作環境 Windows版 Mac版

対応OS Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP Mac OS X 10.13/10.12/10.11/10.10

プロセッサー 1Ghz または1Ghz以上 1Ghz または1Ghz以上

RAM 512MB または512MB以上 512MB または512MB以上

ハードディスク空き容量 500MB または500MB以上 500MB または500MB以上

PDF変換 スペック Windows版 Mac版

変換モード 単一モード、バッチ・モード 単一モード、バッチ・モード

バッチ変換 Pro版 Pro版

Officeに変換 Word(.docx /.doc)、Excel(.xlsx /.xls)、PowerPoint
(.pptx /.ppt)

Word(.docx)、Excel(.xlsx)、PowerPoint(.pptx)

画像に変換 JPG、PNG、TIFF、GIF、BMP JPG、PNG、TIFF、GIF、BMP

他の形式に変換（Pro版） EPUB、RTF、TEXT、HTML、HWP、HWPX、PDF/A Pages、EPUB、RTF、TEXT、HTML

PDF変換 スペック Windows版 Mac版

編集モード ラインモード、段落モード ラインモード、段落モード

フォントタイプ Type1、TrueType、OpenType Type1、 TrueType、OpenType

フォント色 全色対応 全色対応

書式設定 行揃え、段落間隔、文字間隔 行揃え、段落間隔、文字間隔

編集可能の画像フォーマット JPG、JPEG、PNG、BMP、TIFF、TIF、GIF JPG、 JPEG、PNG、BMP、TIFF、TIF、GIF

フォームの対応様式 テキストフィールド、チェックボックス、リストボックス、
ラジオボタン、ドロップダウンボタン

テキストフィールド、チェックボックス、 リストボックス、
ラジオボタン、 ドロップダウンボタン

墨消し可能の項目 テキスト、画像 テキスト、画像、Path

OCR対応言語文字（Pro版） 日本語、英語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、イタリ
ア語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア
語、スロバキア語、スペイン語、トルコ語、キリル文字、
ウクライナ語、オランダ語、ハンガリー語、中国語（簡･繁）
韓国語、タイ語、ベトナム語、ブルガリア語、カタロニア
語、チェコ語、クロアチア語

日本語、英語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、イタリ
ア語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア
語、スロバキア語、スペイン語、トルコ語、キリル文字、
ウクライナ語、オランダ語、ハンガリー語、中国語 (簡･繁）
韓国語、タイ語、ベトナム語、ブルガリア語、
カタロニア語、チェコ語、クロアチア語

透かし対応項目 テキスト、画像 テキスト、画像

PDF安全保護 スペック Windows版 Mac版

安全保護モード 開く際/特定操作にパスワード要請 開く際/特定操作にパスワード要請

安全保護レベル 128-bit RC4、128-bit AES、256-bit AES 128-bit RC4、 128-bit AES、 256-bit AES

安全保護対応の操作 複写、編集、印刷 複写、編集、印刷

販売先：株式会社ワンダーシェアーソフトウェア
製品に関するお問い合わせ窓口は下記URLをご参照ください。
https://pdf.wondershare.jp/online-help/contact-us.html

PDFelement 6 製品詳細 PDFelement 6 Pro 製品詳細

https://pdf.wondershare.jp/pdfelement-pro/

pro

https://pdf.wondershare.jp/pdfelement/

Microsoft Office®を使うような操作感で楽々PDFを編集できます。 PDF編集、変換の様々な機能が詰め込まれたオールインワンソフト！

こんなことでお困りではありませんか？

PDFelement 6 Proを使えば、PDFフォーマットのまま
自由に注釈をつけることができますよ。

取引先から頂いたPDF資料にコメントやメモを入れたいけ
ど､いちいちWordに変換するのが大変だなあ、、、。

PDFelement 6 Proを使えば、PDFフォーマットのまま
直接内容を変更できるから、急な修正にもばっちり対応し
ます！

パワーポイントからPDFに変換した資料とともにプレゼン
に向かう途中、入力ミスを発見！パワーポイントからやり
直す時間がなくて困りました。

PDFelement 6 Proを使うと、OCR（文字認識）処理し
た資料をPDFとして簡単に編集したり変換することが
できます。

スキャンしたPDFの文章をコピーペーストしたいけど、
難しそうだなあ、、、。

PDFの作業に必要な機能を一本にまとめた
PDFelement 6 Proなら他社ソフトとの併用なしに、簡単
にPDFを編集、変換できます！

今までいろいろな無料サイトを使ってPDFの編集、変換作
業をしてたけど、作業によって使えるサイトが違うから、
いちいち使い分けるのが面倒だなあ。 PDFのことなら

全ておまかせ！

All IN ONE のPDFソフト

PDF編集 | OCR | 一括変換 | 作成 | 注釈付け
ページ処理 | フォーム | 安全保護



 

 

 はこんな場面で活用されています。

技術・研究・開発
200ページ以上のPDF論文にベイツ番号を振るのに最適。目次に
ファイル内のページリンクをつけることもできるので仕上がり
が最高です。

営業・企画
従来のOffice Word やExcelでの営業報告は、PDFに変換するとレイ
アウトが崩れてしまったり、様式が変わってしまったりするためPDF
での調整が必要でした。PDFテンプレートを作成やフォーム機能を使
うことで定型文の挿入が楽になりました。

財務・経理
煩雑な紙資料だった財務書類をスキャンし、OCR（文字認識）機能
を利用することでデジタル上で修正できるようになりました。さら
に、検索機能を使うことで書類のまとめがとても楽になりました。

人事・総務
資料配布の際に社内限定のパスワードをかけることや、「社 外秘」
の透かしを追加することができるので便利。社員情報 管理ファイル
には墨消し機能も使いやすいです。  

広報・宣伝
編集の高度カスタマイズ機能を使うと、表現豊かなPDF文書を作成
することが可能に。購読者にも好評で、コンバージョン率が高まり
ました。

PDFelement



PDFelementバージョン比較表
PDFelementスタンダード版とPDFelementプロ版の機能を比較して、お客様に最適なソリューションを見つけてください。

製品機能比較 PDFelement 6
（スタンダード版）

PDFelement 6 Pro
（プロ版）

PDF作成  

PDF編集  

PDF変換  

注釈付け  

セキュリティー・電子署名  

透かし、背景、ヘッダーとフッターを追加  

PDFテンプレートダウンロード  

ブックマークを追加  

OCR  

フォームフィールド自動認識  

ベイツナンバーを追加  

墨消し  

バッチ処理  

最適化  

PDF/Aファイル作成  

スキャナーと接続しPDF作成  

PDF編集､変換からページ調整､
OCRまで､PDFに関する作業は

これ一本に解決。

お得な「年間更新ライセンス」と
ずーっと使えてアップデートにも
対応する「永久ライセンス」から

お選びいただけます。

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。

PDFelement

Officeみたいな操作感 PDF自由編集

OCR機能 スキャンのPDFも作業可能

注釈、コメント機能満載

紙で書くように直接編集 
PDF内のテキストやオブジェクトを簡単に編集、
調整、追加、削除

付箋、テキストハイライト、アンダーライン、
取り消し線
エリア・ハイライト、波線、キャレット
線、矢印、長方形、楕円、多辺形、雲、
鉛筆、消しゴム









 





セキュリティー対策・安全保護機能

その他パワフル機能満載 

自由度の高いパスワード設定
墨消し／一括墨消しが可能
業界標準のデジタル署名で安全安心

OCR機能を使うとイメージスキャナーで取り
込んだ書類の文字を認識、編集可能なPDFに
変換できます。















フォームを簡単作成、記入
ページを挿入、削除、分割、抽出、
置き換え、回転
最適化機能でPDF圧縮が可能
透かし、背景、ヘッダ、フッターを追加可能

合計18種類のファイル形式に対応、PDFを
簡単変換
バッチ処理で作業をもっと手早く
多様なファイルからPDFを簡単作成

PDFを一括変換・作成

性能紹介

これ一本でPDF編集 OK! コスパ抜群 MS Office®と同じ操作感

 

技術・研究・開発
200ページ以上のPDF論文にベイツ番号を振るのに最適。目次に
ファイル内のページリンクをつけることもできるので仕上がり
が最高です。

営業・企画
従来のOffice Word やExcelでの営業報告は、PDFに変換するとレイ
アウトが崩れてしまったり、様式が変わってしまったりするためPDF
での調整が必要でした。PDFテンプレートを作成やフォーム機能を使
うことで定型文の挿入が楽になりました。

財務・経理
煩雑な紙資料だった財務書類をスキャンし、OCR（文字認識）機能
を利用することでデジタル上で修正できるようになりました。さら
に、検索機能を使うことで書類のまとめがとても楽になりました。

人事・総務
資料配布の際に社内限定のパスワードをかけることや、「社 外秘」
の透かしを追加することができるので便利。社員情報 管理ファイル
には墨消し機能も使いやすいです。 

広報・宣伝
編集の高度カスタマイズ機能を使うと、表現豊かなPDF文書を作成
することが可能に。購読者にも好評で、コンバージョン率が高まり
ました。

が選ばれる３つの理由 PDFelement



動作環境 Windows版 Mac版

対応OS Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP Mac OS X 10.13/10.12/10.11/10.10

プロセッサー 1Ghz または1Ghz以上 1Ghz または1Ghz以上

RAM 512MB または512MB以上 512MB または512MB以上

ハードディスク空き容量 500MB  または500MB以上 500MB  または500MB以上

PDF変換 スペック Windows版 Mac版

変換モード 単一モード、バッチ・モード 単一モード、バッチ・モード

バッチ変換 Pro版 Pro版

Officeに変換 Word(.docx /.doc)、Excel(.xlsx /.xls)、PowerPoint
(.pptx /.ppt)

Word(.docx)、Excel(.xlsx)、PowerPoint(.pptx)

画像に変換 JPG、PNG、TIFF、GIF、BMP JPG、PNG、TIFF、GIF、BMP

他の形式に変換（Pro版） EPUB、RTF、TEXT、HTML、HWP、HWPX、PDF/A Pages、EPUB、RTF、TEXT、HTML

PDF変換 スペック Windows版 Mac版

編集モード ラインモード、段落モード ラインモード、段落モード

フォントタイプ Type1、TrueType、OpenType Type1、 TrueType、OpenType

フォント色 全色対応 全色対応

書式設定 行揃え、段落間隔、文字間隔 行揃え、段落間隔、文字間隔

編集可能の画像フォーマット JPG、JPEG、PNG、BMP、TIFF、TIF、GIF JPG、 JPEG、PNG、BMP、TIFF、TIF、GIF

フォームの対応様式 テキストフィールド、チェックボックス、リストボックス、
ラジオボタン、ドロップダウンボタン

テキストフィールド、チェックボックス、 リストボックス、
ラジオボタン、 ドロップダウンボタン

墨消し可能の項目 テキスト、画像 テキスト、画像、Path

OCR対応言語文字（Pro版） 日本語、英語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、イタリ
ア語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア
語、スロバキア語、スペイン語、トルコ語、キリル文字、
ウクライナ語、オランダ語、ハンガリー語、中国語（簡･繁）
韓国語、タイ語、ベトナム語、ブルガリア語、カタロニア
語、チェコ語、クロアチア語

日本語、英語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、イタリ
ア語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、ロシア
語、スロバキア語、スペイン語、トルコ語、キリル文字、
ウクライナ語、オランダ語、ハンガリー語、中国語 (簡･繁）
韓国語、タイ語、ベトナム語、ブルガリア語、
カタロニア語、チェコ語、クロアチア語

透かし対応項目 テキスト、画像 テキスト、画像

PDF安全保護 スペック Windows版 Mac版

安全保護モード 開く際/特定操作にパスワード要請 開く際/特定操作にパスワード要請

安全保護レベル 128-bit RC4、128-bit AES、256-bit AES 128-bit RC4、 128-bit AES、 256-bit AES

安全保護対応の操作 複写、編集、印刷 複写、編集、印刷

販売先：株式会社ワンダーシェアーソフトウェア
製品に関するお問い合わせ窓口は下記URLをご参照ください。
https://pdf.wondershare.jp/online-help/contact-us.html

PDFelement 6 製品詳細 PDFelement 6 Pro 製品詳細

https://pdf.wondershare.jp/pdfelement-pro/

pro

https://pdf.wondershare.jp/pdfelement/

Microsoft Office®を使うような操作感で楽々PDFを編集できます。 PDF編集、変換の様々な機能が詰め込まれたオールインワンソフト！

こんなことでお困りではありませんか？

PDFelement 6 Proを使えば、PDFフォーマットのまま
自由に注釈をつけることができますよ。

取引先から頂いたPDF資料にコメントやメモを入れたいけ
ど､いちいちWordに変換するのが大変だなあ、、、。

PDFelement 6 Proを使えば、PDFフォーマットのまま
直接内容を変更できるから、急な修正にもばっちり対応し
ます！

パワーポイントからPDFに変換した資料とともにプレゼン
に向かう途中、入力ミスを発見！パワーポイントからやり
直す時間がなくて困りました。

PDFelement 6 Proを使うと、OCR（文字認識）処理し
た資料をPDFとして簡単に編集したり変換することが
できます。

スキャンしたPDFの文章をコピーペーストしたいけど、
難しそうだなあ、、、。

PDFの作業に必要な機能を一本にまとめた
PDFelement 6 Proなら他社ソフトとの併用なしに、簡単
にPDFを編集、変換できます！

今までいろいろな無料サイトを使ってPDFの編集、変換作
業をしてたけど、作業によって使えるサイトが違うから、
いちいち使い分けるのが面倒だなあ。




