2015 年 8 月 18 日
関係各位

株式会社セルシス

CLIP STUDIO PAINT EX で 2D アニメ制作が可能に、10 月末より提供開始
本日より、ベータテストを開始
セルシスは、イラスト・マンガ制作ソフト「CLIP STUDIO PAINT EX」に 2D アニメ制作の機能を搭載いたします。10 月末にリ
リース予定 ※1 で、CLIP STUDIO PAINT EX をお持ちのユーザー様は、無料でアップデートしてご利用いただけます。新たに
ご購入いただく場合の各製品の販売価格もこれまでと変更はございません。
また、リリースに先駆け本日 8 月 18 日（火）より、このアニメ機能のベータテストを開始いたします。

セルシスでは、会社創業時の 1991 年よりアニメ制作ソフト「RETAS」シリーズを開発、販売しており、RETAS シリーズは
TV アニメや映画の制作を行う多数の制作会社に利用されてきました。今回はこれまでに培ったこのノウハウを活かして、
新たなアニメ制作機能の開発を進めています。プロの現場だけではなく、イラストやマンガ制作を行う個人のクリエイターな
どの幅広 い層に、新 しい表現を生み出 すツールとしてご活 用いただくため、アニメ制作 専用ソフトとしてではなく、CLIP
STUDIO PAINT EX に新機能として搭載してリリースいたします。クリエイターの皆様の自由な発想により、イラスト、マンガ、
アニメといった枠組みを超えた新しいコンテンツが生まれることも期待しております。
「CLIP STUDIO PAINT」は、2012 年の発売以来、100 万人以上が利用したイラスト・マンガ制作ソフトです。 ※2 気持ちの良
い描き味と豊富な機能により、日本をはじめ、世界各国のグラフィッククリエイターに愛用されています。

現在、開発を進めているアニメ制作機能は、CLIP STUDIO PAINT の操作感をそのまま活かしたもので、既存ユーザーは
慣れ親しんだユーザーインターフェース上でスムーズにアニメ制作機能を使い始めることができます。CLIP STUDIO PAINT
EX 単 体 でカメラ固 定のカットをムービーとして出力 できるほか、さらに 10 月 末にアップデート予 定の「CLIP STUDIO
ACTION」を併用すると、カメラワークなどの演出がつけられます。ACTION はデジタルアニメ制作ツールで、PAINT EX で制
作した動画にカメラワークの設定や BGM、効果音を追加したり、2D の背景上に配置した 3D キャラクターにモーションをつ
けてキャラクターアニメを制作することができます。なお、PAINT EX ユーザーの皆様には、ACTION を無料で利用できる期
間限定のキャンペーンを予定しております。

弊社の RETAS シリーズとの連携はもちろんのこと、他の映像編集ソフトを併用することで、商用アニメなどのプロユースで
も十分にご利用いただける機能を搭載してまいります。ライトテーブルや指パラといった原・動画の作画を支援する機能は
もちろん、カスタマイズが自在に行えるユーザーインターフェース、テンプレート機能や操作の手順を記録、再生できるオー
トアクション機能など、効率が求められるプロの制作現場で役立つ様々な機能をご利用いただけます。
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※1 10 月末のリリースは日本語版のみ。その他の言語版も順次、ローカライズ、リリースを予定しています。
※2 体験版を含む。

CLIP STUDIO PAINT EX アニメ制作機能について
線のブレを抑える「補正」や、描き始めと終わりに強弱をつけられる「入り」「抜き」、拡大縮小を行っても線の美しさを保つ
「ベクター描画」など、描き味に定評のある CLIP STUDIO PAINT の描画機能を使用して作画でき、原画から動画への中割
りも行えます。
また、線の隙間からはみ出さずに塗りつぶせる「隙間閉じ」、細かい塗り残しを一瞬で塗れる「塗り残し埋め」などの従来の
CLIP STUDIO PAINT の便利な機能はそのままに、下記のアニメ制作向けの機能が新たに追加されます。

【アニメ制作用の主な追加機能】
■ テンプレート機能
ワークフローや作 品にあわせて、セルの解 像 度やサイ
ズ、レイヤー構成などを自由にカスタマイズし、テンプレ
ートとして登録、使用することができます。

■ ライトテーブル・中割り作画機能
セルや画像をライトテーブルに登録し、参照しながら描
画を行えます。ファイル内のすべてのセルで共通の画像
を参照したり、特定のセルのみで画像を参照することが
できます。紙を指でめくって動きを確認する指パラのよう
に、キーボードのキー操作で前後の動きを確認しながら
作画を進められます。
テンプレート機能
■ オニオンスキン機能
前後のセルを半透明表示し、作画の参考にできます。
表示するセルの枚数や表示色を指定できます。
■ ムービー読込み機能
avi(Win)、mov(Mac)形式のムービーファイル読み込めま
す。動画を重ねて表示して作画の参考にしたり、ムービ
ーにイラストなどを描き加えて新たなコンテンツを作成す
ることができます。
■ タイムライン機能
フレームレートや再生時間を設定しタイムラインを作成で
きます。タイムラインを使用して、セルの表示順やタイミ
ングをコントロールします。再生して、実際の動きを確認

オニオンスキン機能

できます。
■書き出し機能
制作した動画はさまざまな形式で書き出せます。
Windows 版は avi、Mac OS X 版は QuickTime 形式のム
ービーに書き出せるほか、連番のファイル名がついた画
像の書き出しも可能です。他ソフトとの連携に使用した
り、動くイラストやマンガといった新たな表現にも活用で
きます。

タイムライン

※ 画面は開発中のもので実際の製品とは異なる場合があります。
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CLIP STUDIO ACTION について
CLIP STUDIO ACTION は、PAINT EX で制作した動画にカメラワークなどの演出を加え、書き出しを行えるデジタルアニメ
制作ツールです。レイヤー単位で細かくセルに動きをつけたり、カメラワークの詳細の設定を行い、さらに BGM や効果音を
追加して動画の完成度を高めることができます。一度、ACTION で編集を行ったファイルも、再度 PAINT EX に読み込み、
修正できます。
また、ACTION には、3D キャラクターに直感的な操作でモーションを設定したり、3D キャラクターに入力されたテキストを自
動音声で読み上げセリフを喋らせるなど、3D キャラクターアニメーション制作の機能が従来より搭載されているので、2D ア
ニメーションと組み合わせて新しい表現にも活用できます。

CLIP STUDIO PAINT EX 販売価格
CLIP STUDIO PAINT EX の価格は下記の通りで、これまでと変更はございません。
製品名

希望小売価格

CLIP STUDIO PAINT EX ダウンロード版 (Win/Mac)

23,000 円(税込)

CLIP STUDIO PAINT EX バリュー版 (Win/Mac)

月 500 円（税込）～

CLIP STUDIO PAINT EX パッケージ版 (Win/Mac)

36,720 円（本体価格 34,000 円＋税）

ベータテストについて
本日より、クローズドベータテストへの参加者を募集いたします。テスターには、ベータテストサイトにおいてソフトウェアの使
用感や機能についてのレポートやアンケートにご回答いただきます。
募集期間
テスト実施期間

2015 年 8 月 18 日（火）～9 月 7 日（月）17：00 まで
2015 年 8 月 18 日（火）～9 月 24 日（火）
CLIP に会員登録のうえ、以下の URL よりお申込みいただけます。
・創作活動応援サイト CLIP ： http://www.clip-studio.com/

応募方法

・CLIP STUDIO PAINT EX 2D アニメ制作機能ベータテスト参加申込み
http://www.clip-studio.com/clip_site/tool/items/cspe_plan_a
※応募条件を満たしていない方はお断りをさせていただく場合がございます。
・アニメ制作会社、スタジオやその他関連企業に所属または取引関係があり、アニメ制作を行っ

応募条件

ている方。
詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.clip-studio.com/clip_site/tool/items/cspe_plan_a

■「CLIP」セルシス公式 twitter アカウント
クリエイターのみなさまの創作活動に役立つ、
セルシスのソフトウェアや創作活動応援サイト「CLIP」の
最新情報をいち早くお知らせします。
https://twitter.com/clip_celsys

・

株式会社セルシスについて
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/
© CELSYS, Inc. All Rights Reserved.

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。
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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/
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