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2013 年 7 月 12 日 

関係各位 

アートスパークホールディングス株式会社 

株式会社セルシス 

最大 50%OFF！デジタルコミック・デジタルイラストを始めるなら今しかない 

コミケ 84 で史上最大のクリエイター応援キャンペーンを開催 

アートスパークホールディングス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：村上 匡人）の子会社株式会社セルシス

（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：野﨑 愼也、以下：セルシス）は、8 月 10 日（土）〜12 日（月）に開催予定のコミッ

クマーケット 84 に、デジタルでの創作活動を応援するためのブースを出展いたします。ブースでは、セルシス製品の過去最

大の割引率による特価販売や、新たなデジタル創作環境としてクリエイターから注目を浴びている、筆圧ペン付属のタブレ

ット PC 体験展示などを行ないます。 

■ コミックマーケット 84 

開催日 2013 年 8 月 10 日（土）〜12 日（月） 

会場 東京ビックサイト 

セルシスブース 東 3 ホール  

■ 詳しい情報は 「 セルシス C84 」 で検索 http://www.clip-studio.com/clip_site/promotion/c84/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

以下の 3 つのキャンペーンを開催します。特に「日替り割」キャンペーンは最大 50％の割引で、有名 EC サイト等を遥かに

しのぐ過去最大の割引率であり、デジタルコミック・デジタルイラストをお得に始めるチャンスです。すでにデジタルで制作さ

れている方も、環境をグレードアップする良い機会ですのでぜひご利用ください。 

日替り割 下記の各製品を 30 本限定で最大 50％ OFFの日替り特価で販売※1 

8 月 10 日（土） • マンガ制作ソフト「ComicStudioEX 4.0」 

• Wacom ペンタブレット「Bamboo Pen & Touch」 

8 月 11 日（日） • 「ComicStudioPro 4.0」 + Wacom ペンタブレット Bamboo セット 

• マンガ制作ソフト「ComicStudioPro 4.0」 

8 月 12 日（月） • イラスト制作ソフト「CLIP STUDIO PAINT PRO ペンタブレットモデル 

• 人型入力デバイス「QUMARION」パッケージ 

学割 身分証（学生証）をご提示いただくとコミケ開催期間中、すべてのセルシス製品をコミケ販売価

格よりさらに 20％OFFでご提供。※2  

お試し割 他社製品をお使いで、ブース内で簡単なアンケートにご回答いただいた方に「CLIP STUDIO 

PAINT PRO」をコミケ販売価格よりさらに 20％OFFでご提供。 

対象となる他社製品は特設サイトをご覧ください。※2 

購入特典 セルシスブースでお買い求めいただいた方にはさらに下記の特典があります。 

• 人気クリエイターのイラスト入り特製クリアファイルをもれなくプレゼント※3 

• 4,500 円以上お買い上げで、人型入力デバイス「QUMARION」があたる抽選に参加できます。 

Ｎｅｗｓ Ｒｅｌｅａｓe 

クリエイター応援キャンペーン 
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【特製クリアファイル】 

 

雪広うたこ 

 

漫画連載やキ

ャラクターデザ

インなど、多岐

にわたり活動

中。『コミック

ZERO-SUM』（一迅社）で連載中の

「魔界王子 devils and realist」は、

2013 年 7 月より TV アニメを放映開

始。 

URL：http://77x16.com/ 

 

星野リリィ 

 

「おとめ妖怪ざく

ろ」（コミックバー

ズ）、「きぐるみ

防衛隊」（なかよ

し）連載中。漫

画執筆のほか、イラスト集やアニメ「輪

るピングドラム」キャラクター原案など

幅広い活動を展開。 

Twitter：@hoshino_lily 

 

萩原麻美 

 

都内でイラストレ

ーター、デザイナ

ー、漫画家のよう

なことをしていま

す。ねこの目やに

を取ることと、ねこの鼻くそをほじくるこ

とと、ねこのお腹に息をフーってするの

がすきです。 

URL： http://www.ceremonica.info/ 

 

※1 ご提供価格はコミックマーケット開催の週に特設サイトに掲載します。※2 他のキャンペーンとは併用できません。※3 数に限りがあります。無くなり次第、配布終了

とさせていただきます。 

 

 

筆圧ペン付属のタブレット PC は、ビギナーでも直感的に扱える新たなデジタル創作環境として、今、熱い注目を浴びてい

ます。下記（メーカー名 アルファベット順）のタブレット PC 以外にも東芝 Dynabook V713 などを展示予定です。店頭で筆圧

ペンとあわせて各社のタブレット PC の使い心地を確かめることができる機会はなかなかありませんので、この機会にぜひ

お試しください。 

■ DELL Latitude 10 

 

■ Lenovo ThinkPad Helix 

 

■ Microsoft Surface Pro 

 

■ Sony VAIO Duo 13 

 

タブレット PC 体験展示 
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また、マンガ・イラスト制作ソフト「CLIP STUDIO PAINT」は、現状でも筆圧ペン付属のタブレット PC で筆圧をいかした描画

を行えますが、より多くの操作がタッチで可能になり、ボタンをタッチしやすいサイズに変更したりできるなど、さらにタブレッ

ト PC で使いやすいように進化した最新版の公開を 8 月 7 日（水）に予定しています。ブースでは、各社の最新タブレット PC

上でこの「CLIP STUDIO PAINT」を実際にお試しいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『CLIP STUDIO PAINT』に関する詳しい情報は、以下の Web サイトをご参照ください。 

CLIP STUDIO PAINT 公式サイト 「CLIP STUDIO.NET」：http://www.clipstudio.net/ 

 

*1 同一環境での IllustStudio と CLIP STUDIO PAINT PRO とのぼかしフィルタ処理速度の比較。当社調べ。 

 

アートスパーク HD社はアニメ・マンガ制作のデジタル化を推進してきたセルシスと、３D描画技術によるヒューマン・インター

フェイスとアプリケーションを提供する（株）エイチアイの経営統合により設立されました。両社の高度なグラフィック分野の

技術を結集し、ミドルウェアやアプリケーションの開発力などのシナジー効果を最大化し、発展の一途を辿る「デジタルもの

づくり」の分野において、一般からプロフェッショナルに至るまでのユーザーに対してトータルなサポートを提供することによ

り、企業価値の向上と社会貢献に尽力してまいります。 

アートスパークホールディングスホームページ ： http://www.artspark.co.jp/ 

 

 

 

 

株式会社セルシスは、1991 年 5 月に設立。「CLIP STUDIO シリーズ」「ComicStudio」「RETAS STUDIO」等の、イラスト・

マンガ・アニメなどのグラフィック系コンテンツの制作ツールの提供や、グラフィッククリエイターの創作活動を支援する web

サイト「CLIP」を運営し、クリエイターの創作活動をトータルにサポートするサービスを提供する「クリエイターサポート事業」、

PC・タブレットデバイス・スマートフォンを始めとする各種プラットフォームへの電子書籍配信ソリューション「BS Reader」「BS 

BookStudio」をはじめとする、様々なデバイス・プラットホームに対応したグラフィック系コンテンツの制作・流通・再生にまつ

わる各種ソリューションを提供する「コンテンツソリューション事業」を営んでおります。 

当社は、マンガ/アニメを始めとするグラフィック系コンテンツの制作/閲覧環境から、流通支援、コンテンツを通じたコミュニ

ケーション等を、IT 技術で支援するトータルソリューションプロバイダを目指しております。 

セルシスホームページ ： http://www.celsys.co.jp/ 

© CELSYS, Inc. All Rights Reserved. 

 

 

BS Reader は、株式会社セルシス、株式会社ボイジャーの登録商標です。CELSYS、CLIP、CLIP STUDIO、ILLUST STUDIO、ComicStudio および RETAS STUDIO は、

株式会社セルシスの商標または登録商標です。その他の会社名または製品名は、各社の商標または登録商標です。 

 

（注） ニュースリリースに記載されている内容は報道発表時の情報です。ご覧になった時点で内容等が変更になっている

場合がございますのであらかじめご了承ください。 

 

株式会社セルシスについて 

 

アートスパークホールディングス株式会社について 
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報道関係者様からのお問い合わせ先 

アートスパークホールディングス株式会社／株式会社セルシス 

広報担当 増川 聖子 

〒160-0023 東京都新宿区西新宿 4-15-7 パシフィックマークス新宿パークサイド 2F 

TEL：03-3373-9919 / e-mail：press@artspark.co.jp  

mailto:press@artspark.co.jp

