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2015 年 12 月 4 日 

関係各位 

 

株式会社セルシス 

 

セルシス、コミックマーケット 89 に出展 

最新のマンガ・イラスト・アニメ制作ツールが最大 51％OFF！ 

話題の Surface Pro4 や iPad Pro＆Apple Pencil でお絵描きを体験 

 

 

セルシスは、12 月 29 日（火）～31 日（木）に開催されるコミックマーケット 89 セルシスブースにおいて、「クリエイター応援

キャンペーン」を実施いたします。 

セルシス製品が毎日、日替りで最大 51% OFF になる「日替り割」や、学生証のご提示でコミケ販売価格からさらに 20％

OFF になる「学割」などにより、最新のデジタル制作環境をお求めやすい価格で入手できます。※1/2   

また、ご購入の方には、ここでしか手に入らない人気クリエイター描きおろしのオリジナルクリアファイルをもれなく差し上

げます。※3 さらに、サークル参加者さまにブースへの来場特典として、同人イベントで人気の「フルーツパレット」のドライフ

ルーツをプレゼントいたします。※4 

 

■ 詳しい情報は、「セルシス C89」で検索 http://www.clip-studio.com/clip_site/promotion/c89/ 

 

 

セルシスは東 3 ホールと西ホール 1F アトリウムに出展いたします。東 3 ホールのセルシスブース内では、ワコムとの共同

出展により最新の Intuos シリーズや Cintiq Companion を、マンガ・イラスト・アニメ制作ソフト「CLIP STUDIO PAINT」とあわ

せて体験いただけるほか、Surface Pro4 など最新のタブレット PC でのお絵描きも体験できます。 

 

 また、両ブースにおいて、無料お絵描きアプリ「kakooyo!」を iPad Pro と Apple Pencil で体験できます。「kakooyo!」は 12

月中旬にバージョンアップを予定しており、kakooyo!で描いた作品をクラウド上に保存し、CLIP STUDIO PAINT で編集でき

るようになります。例えば、外出先で空いた時間にスマホと kakooyo!で描いたラフを、家に帰って PC 上の CLIPSTUDIO 

PAINT でじっくりと仕上げるといった使い方ができます。 

この kakooyo!のアップデートを記念して、初音ミク初の日本ライブ・ツアー「HATSUNE MIKU EXPO 2016 Japan Tour」とコ

ラボしたイラストコンテストを 12 月 22 日（火）より CGM 型コンテンツ投稿サイト｢piapro(ピアプロ)｣にてのオフィシャルコラボ

ページ（ http://piapro.jp/official_collabo/ ）にて開始いたします。 

 

 

http://www.clip-studio.com/clip_site/promotion/c89/
http://piapro.jp/official_collabo/
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■コミックマーケット 89 

開催日 2015 年 12 月 29 日（火）～31 日（木）  

会場 東京ビッグサイト 

セルシス 

ブース 

東 3 ホール セルシス x ワコムブース  

体験コーナー展示予定：  

Wacom Intuos シリーズ・Cintiq Companion、

TOSHIBA dynabook KIRA L93、Microsoft 

Surface Pro 4、iPad Pro＆Apple Pencil 

西ホール 1F アトリウム サムトレーディング

ブース内セルシスコーナー 

体験コーナー展示予定：  

VAIO®Z Canvas、iPad Pro＆Apple Pencil 

 

 

日替り割※1/2 

下記の各製品を 30 本限定で最大【51％OFF】の日替り特価で販売します。 

12 月 29 日（火） 
• CLIP STUDIO PAINT PRO 初音ミク イラストメイキングブック モデル 

• CLIP STUDIO PAINT EX ＋ Tab-Mate Controller セットモデル 

12 月 30 日（水） 
• CLIP STUDIO PAINT ＋ Wacom ペンタブレットセットモデル 

• 左手入力デバイス「Tab-Mate Controller」 

12 月 31 日（木） 
• 人型入力デバイス「QUMARION」パッケージ 

• CLIP STUDIO PAINT ＋ Wacom ペンタブレットセットモデル 

学割※1 
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。 

購入特典 

 

 

 

ブースでお買い求めいただいた方には人気クリ

エイター藤 未都也さん描きおろしのオリジナルク

リアファイルをもれなくプレゼント。※3さらに、2,000

円以上お買い上げの方には、CLIP STUDIO 

PAINT ロゴ入り液晶クリーナーも差し上げます。

※3 

 

【購入特典】 藤 未都也描きおろし 

 オリジナルクリアファイル 

 

      ©藤 未都也  

サークルさま 

来場特典 

 

 

参加サークルさま限定で「フルーツパレット」のド

ライフルーツをプレゼントいたします。 

ブースにお越しください。※4 

 

 

※1 日替り割、学割は他の割引と併用はできません。日替り割は数に制限があります。また、お一人あたり 2 本までの販売とさせていただきます。 

※2 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。 

※3 数に限りがありますので無くなり次第、配布終了とさせていただきます。 

※4 1 日 3 回配布いたします。配布時間前にはお並びいただけません。数に限りがありますので無くなり次第、配布終了とさせていただきます。 

 

クリエイター応援キャンペーン 
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中学生・高校生の方を対象に、イラスト制作の定番ソフト「CLIP STUDIO PAINT 

DEBUT」の無料モニターを募集いたします。 

ブースでスタッフに学生証や保険証などの年齢の確認ができるものをご提示のうえ、 

無料モニターに応募することをお伝えください。なお、無料モニター募集は予定人数に 

達し次第、終了とさせていただきます。 

 

 

ワコムの Intuos シリーズや Cintiq Companion をはじめ、Microsoft Surface Pro 4、VAIO®Z Canvas、TOSHIBA dynabook 

KIRA L93 など、有名 PC メーカーのタブレット PC と、タッチ操作に対応した CLIP STUDIO PAINT の最新バージョンを体験

できます。 

■Surface Pro 4 

 

 

より薄く、より軽く、より大きな画面に進化した 12 インチ 

タブレットの驚きの高精細ディスプレイを体験！ 

展示場所：東ホール 

■VAIO® Z Canvas 

 

   

 

クリエイター向けハイエンドタブレット PC の描き味を 

実際に試すチャンス！ 

展示場所：西ホール 1F アトリウム 

 

 

 クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（以降、クリプトン）が展開するバー

チャル・シンガー「初音ミク」による、初めての日本ライブ・ツアーです。冠とな

っている「HATSUNE MIKU EXPO」は「初音ミク」の世界ツアーで、2014 年 5 月

のインドネシア・ジャカルタを皮切りに、 同年 10月にアメリカのロサンゼルス・

ニューヨーク、2015 年 6 月に中国・上海と各地で実施してきました。 そしてつ

いに 2016 年 3 月から、福岡・大阪・名古屋・札幌・東京の 5 都市を巡る日本

でのライブ・ツアーの開催が決定しました。 

公式サイト：http://mikuexpo.com/jp2016/ 

 

 

クリプトンが運営する CGM 型コンテンツ投稿サイトです。ユーザーが創作した音楽・イラスト・歌詞などを投稿することがで

き、権利者が定めるライセンスに従うことで、ユーザー同士が piapro に投稿された作品を使い、自由にコラボレーションでき

る“創作の場”となっています。また piapro では、企業や公的機関からの楽曲・イラスト等の公募も実施しており、ユーザー

にとって作品発表のチャンスを得られる場所にもなっています。 

公式サイト：http://piapro.jp/ 

 

 

クリプトンが開発した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」です。大勢のクリエイター

が「初音ミク」で音楽を作り、インターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなりました。「キャラクター」としても注目を

集め、今ではバーチャル・シンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり、人気は世界に拡がっ

ています。 

公式サイト：http://piapro.net 

デジタル制作体験コーナー 

  

 

中・高校生限定「CLIP STUDIO PAINT DEBUT」無料モニター募集 

 

「HATSUNE MIKU EXPO 2016 Japan Tour」について 

 

piapro(ピアプロ)について 

 

｢初音ミク｣について 

 

http://mikuexpo.com/jp2016/
http://piapro.jp/
http://piapro.net/
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セルシスは、グラフィック系コンテンツの制作・閲覧・流通を、IT 技術で支援するトータルソリューションプロバイダです。 

「CLIP STUDIO PAINT」等のイラスト・マンガ・アニメ制作ツールや、Web サービス「CLIP」を通じた、クリエイターの創作活

動をサポートするサービスの提供と、電子書籍ソリューション「BS Reader」等のコンテンツの制作・流通・閲覧にまつわるソ

リューションを提供しております。 

 

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

「CLIP」セルシス公式 twitter アカウント https://twitter.com/clip_celsys 

 

© CELSYS, Inc. All Rights Reserved. 

VAIO は、ソニー株式会社の登録商標です。製 品 名 および会 社 名 はそれぞれの会 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。 

 

お問い合わせ先 

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：03-5304-8861 / e-mail：press@artspark.co.jp  

 

法人のお客様はこちら 

http://www.celsys.co.jp/clipsolution/ 

 

 

株式会社セルシスについて 

 

http://www.celsys.co.jp/
https://twitter.com/clip_celsys
mailto:press@artspark.co.jp
http://www.celsys.co.jp/clipsolution/

