2015 年 4 月 27 日
関係各位

株式会社セルシス

14 年間ありがとう、マンガ制作ソフト「ComicStudio」、イラスト制作ソフト「IllustStudio」
販売終了のお知らせ

セルシスは、マンガ制作ソフト「ComicStudio」とイラスト制作ソフト「IllustStudio」の販売を 2015 年 6 月 30 日（火）をもちま
して終了いたします。14 年間にわたり、ご愛顧をいただきまして誠にありがとうございます。両製品のユーザーサポートは、
引き続き行ってまいります。
▼詳細はこちら
http://www.clip-studio.com/clip_site/mypage/newsdetail?publish=201504&f=2015042701

ComicStudio、IllustStudio は、これまでに両製品あわせて 260 万本の出荷実績をもつなど、長年、多くのクリエイターの皆
様 にご愛 用いただいてまいりました。セルシスでは、ユーザーの皆 様に快 適に創作 活 動をおこなっていただけるよう、
ComicStudio、IllustStudio の機能を引き継ぎ、マンガとイラスト両方の制作機能を備えた CLIP STUDIO PAINT シリーズの
機能追加や改良を継続して行ってまいります。CLIP STUDIO PAINT は、6 月上旬には、ソフトウェア設定や素材などのデー
タのバックアップ・復元機能などを搭載した最新バージョン（Ver.1.4.2）を公開予定で、CLIP STUDIO PAINT をお持ちのユー
ザー様は無償でダウンロードしてご利用いただけます。

また、本日より ComicStudio、IllustStudio ユーザー様を対象に、通常の優待価格よりさらにお得な価格で CLIP STUDIO
PAINT をお買い求めいただける優待割引を実施しております。
▼CLIP STUDIO PAINT 優待割引
http://www.clip-studio.com/clip_site/mypage/newsdetail?publish=201504&f=2015042702

販売終了商品について
下記の製品は、6 月 30 日（火）の 13：00 に販売を終了いたします。
ComicStudioEX/PRO/DEBUT 4.0 パッケージ版
ComicStudioEX/PRO/DEBUT 4.0 バージョンアップ版
ComicStudioEX/PRO 4.0 アップグレード版
ComicStudio 4.0 各製品

ComicStudioEX 12 ヶ月ライセンス
ComicStudioEX/PRO ダウンロード版
ComicStudioEX バリュー版
ComicStudio ボリュームライセンス
IllustStudio パッケージ版
IllustStudio 12 ヶ月ライセンス
IllustStudio バリュー版

IllustStudio 各製品
※イラストコミュニケーションサービス pixiv ( http://www.pixiv.net/ )におきまして、プレミアム
会員さま向けにご提供いただいている「IllustStudio for pixiv」も 6 月 30 日 （火） 13：00 に新規
お申し込み受付終了、2015 年 12 月 23 日（水） にご提供終了となります。
ComicStudio 3D データコレクション コンプリート版
関連製品

CELSYS トーン素材集 for ComicStudio 4.0 Vol.1/Vol.2/Vol.3
サム・トレーディング トーン素材集 for ComicStudio 4.0 Vol.1/ Vol.2 / Vol.3
マクソン トーン素材集 for ComicStudio 4.0 Vol.1/ Vol.2 / Vol.3

ComicStudio/IllustStudio
ユーザーさま向け
CLIP STUDIO PAINT

CLIP STUDIO PAINT PRO ダウンロード版 優待販売
CLIP STUDIO PAINT EX ダウンロード版 優待販売

優待販売
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セールについて
本日より、下記のセールを実施しております。
■【最大 75%OFF】ComicStudio、IllustStudio ユーザーさま限定最後の CLIP STUDIO PAINT 優待割引 (※1)
ComicStudio、IllustStudio をお持ちのユーザーさまは、CLIP STUDIO PAINT EX/PRO の各ダウンロード版を通常価格の最
大 75% OFF の価格でお買い求めいただけます。優待価格でご購入いただける最後のチャンスです。
期間

：4 月 27 日（月）～2015 年 6 月 30 日（木） 13：00 まで

詳しくはこちら ：http://www.clip-studio.com/clip_site/mypage/newsdetail?publish=201504&f=2015042702
■【最大 46％OFF】 ComicStudioEX 割引セールのお知らせ(※2)
ComicStudioEX ダウンロード版、バリュー版を最大 46％OFF の価格でお買い求めいただける割引セールを実施しておりま
す。
バリュー版は、毎月 500 円または 1,000 円の定額のお支払いでソフトウェアをご利用いただけるサービスです。ソフトウェア
ごとに決められた一定期間、継続してご利用いただくとご契約満了となりシリアルナンバーを進呈いたします。今回のセー
ルでは、セール価格からこれまでのお支払額を差し引いた額をまとめてお支払いいただくことで、割引価格でシリアルナン
バーを入手していただけます。
期間

：4 月 27 日（月）～2015 年 6 月 30 日（木） 13：00 まで

詳しくはこちら ：http://www.clip-studio.com/clip_site/mypage/newsdetail?publish=201504&f=2015042703
※1 割引率はお持ちの製品によって異なります。
※2 割引率はご契約開始日、すでにお支払い済みの月数、ご契約のコースによって異なります。

CLIP STUDIO PAINT Ver.1.4.2
6 月上旬に CLIP STUDIO PAINT の最新バージョン Ver.1.4.2 を公開予定です。Ver.1.4.2 では、ソフトウェア設定や素材な
どのデータをバックアップ、復元できる機能や 3D データのレンダリング品質の向上、テキスト描画品質の改善などの機能
追加、改良を予定しております。
▼CLIP STUDIO PAINT Ver.1.4.2 公開予定のお知らせ
http://www.clip-studio.com/clip_site/mypage/newsdetail?publish=201504&f=2015042401
■「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/
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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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