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2012 年 12 月 13 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
「ComicStudio」の開発・販売を行うセルシス、マンガ制作ソフトの新製品
『CLIP STUDIO PAINT EX』を 12 月 20 日(木)に発売
アートスパークホールディングス株式会社（本社所在地：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、Windows/Mac OS X に対応したマンガ
制作ソフトの新製品『CLIP STUDIO PAINT EX』(以下：『PAINT EX』)を 12 月 20 日(木)より販売開始いたします。ダウンロー
ド版、バリュー版はセルシスが運営する「創作活動応援サイト CLIP」 (http://www.clip-studio.com/) においてご購入、お
申込みいただけます。パッケージ版は、2013 年 2 月 1 日(金)より全国の販売店、オンラインショップで発売いたします。
ジャンルを超えたクリエイティブがスパークするプレミアムペイントツール

パッケージ版

ダウンロード版・バリュー版

発

発

売

日 ：2013 年 2 月 1 日(金)
（予定）

希 望 小 売 価 格：35,700 円（税込）
（本体価格：34,000 円、消費税等：1,700 円)

J A N コ ー ド：4546189101733

売

日 ：2012 年 12 月 20 日(木)

ダウンロード版 ：22,000 円 *1 （税込）
バ リ ュ ー 版：500 円/月 *1 (税込)
バリュー版は、上記の利用料を月々お支払
いただき、32 か月間の継続利用でシリアル
ナンバーを進呈いたします。

『PAINT EX』は、セルシスが本年 5 月に発売したイラスト制作ソフト「CLIP STUDIO PAINT PRO」(以下：「PAINT PRO」)
の上位グレード版です。カラーイラストを制作するための各種作画、彩色ツールに加え、下描きからコマ割り、ペン入れ、背
景・効果線の作画、トーン貼り、フキダシ作成、セリフの入力、複数ページ作品の管理機能などマンガ制作の全工程をカバ
ーする機能を搭載し、本ソフト一本で商業誌などの印刷用モノクロ・カラーマンガ、Web やデジタルデバイス用のマンガなど
さまざまな用途の作品作りを行えます。また、ソフトウェアに機能を追加するためのプラグイン機構など、「PAINT PRO」と比
べ拡張性が高く、プロやハイエンドユーザーのニーズを満たす機能が追加されています。
セルシスでは『PAINT EX』をマンガ、イラストといったジャンルに限らず、様々なグラフィックコンテンツを扱える新たなペイ
ントツールと位置付け、継続的に機能追加や改善を行ってまいります。今後も、印刷会社への入稿用データ作成を支援す
る機能、テキストを中心とした作品の作成・編集を支援する機能、3D データやキャラクターを活用した機能、アニメーション
制作機能など、創作活動の幅を広げる多彩な機能をご提供してまいります。

『PAINT EX』および「PAINT PRO」はいずれも、自然でスムーズな描き味をもち、64bitOS、マルチコア CPU 対応により高
解像度・多重レイヤーの作品も軽快に扱えるパワフルな処理能力を備え、処理速度は従来の 2 倍以上 *2 を実現しています。
また、Mac 対応により Windows と共通のインターフェース・機能が利用可能となり、クリエイターは環境に左右されずにクリ
エイティブな課題にのみ集中できます。
CLIP STUDIO PAINT EX 機能ピックアップ
■ マンガ制作の全工程をカバー
ネーム、下描き、コマ割り、ペン入れ、トーン、背景・効果からセリフまで、
マンガ制作の工程をすべて PC 上で行えます。高度な印刷の設定や各印
刷所指定形式での入稿データ *3 の作成など、作品の発表までサポートし
ます。
■ 自然でリアルなペンタッチ
高度な筆圧感知機能により、自然でリアルなタッチを実現。線のブレや乱
れを抑える「補正機能」や、線の描き始めと終わりに簡単に強弱をつけら
れる「入り」･「抜き」など、多様な設定項目によりイメージ通りのタッチを再
現できます。
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自然でリアルなペンタッチ

■ 解像度フリーで美しい描線、高い編集性
拡張されたベクター形式は、ペンに加え、鉛筆や筆などの表現も可能に。
拡大・縮小をしても描線の美しさは変わらず、描画したあとでも自在に加
工を行えます。
■ 無限に貼れるトーン、豊富なマンガ用素材
描画した内容をそのまま白黒の網点トーンにできます。描き足したり、削
ったり、線数や濃度を変更したり貼った後でも自由に加工できます。さら
に、フキダシやコマ割り、効果線などマンガ用素材も多数収録していま
す。
■ 定規による精巧な作画
遠近感のある背景を簡単に描くことができる「パース定規」や円形に沿っ
た線を描画できる「同心円定規」など、さまざまな定規を搭載。ブラシのタ
ッチを活かして描画できます。

パース定規、同心円定規の作画例

■ 詳細なテキスト設定
フォントの種類やサイズ、行間、字間などを細かく設定してスタイルとして
登録したり、選択した文字にルビ（ふりがな）をつけるなど、詳細なテキスト
の設定を行えます。マンガのセリフに適したフォントと、マンガによく使用さ
れる外字も収録しています。
■ 作業効率とクオリティをアップ
線に隙間があってベタがはみ出してしまう場合も隙間を閉じた状態で塗り
つぶしたり、細かい塗り残し部分を囲って一度に塗りつぶしたり、[塗りつ

テキストの設定

ぶし]ツールは、手早くきれいに塗りつぶすことができます。
また、作業手順を登録して自動化できるオートアクション機能、当社製以
外のフィルタを組み込んで使えるプラグイン機能など､作業効率と作品の
クオリティを高める機能を多数搭載しています。
■ 「Tab-Mate Controller」に対応
左手用デバイス「Tab-Mate Controller」(別売り)に対応し、右手にペンタブ
レットのペンを持ったまま、作画中によく行うキャンバスの拡大・縮小、回
転や取り消し、やり直しといった操作を左手ですばやく行えます。コントロ

Tab-Mate Controller と
クイックメニュー

ールスティックの傾きに対応して表示されるクイックメニューには、多数の
項目を簡単に設定できます。
■ 3D データを活用した作画支援
頭身・体型を自由に変形しポーズをつけて下描きに使える 3D デッサン人
形、3D データや写真からマンガの背景をすばやく作成できる 2DLT・3DLT
レンダリング機能 *3 など、作画をサポートする機能を搭載しています。
■ カラーマンガ、表紙にも対応
頭身・体型を変更できる
3D デッサン人形

ペイントソフトの機能もそなえ、モノクロのマンガだけでなく本の表紙やカラ
ーマンガも作成できます。水彩、油彩、アニメ塗りなど多彩なペイント表現
に対応しています。
■ Photoshop、CMYK 形式に対応
汎用画像形式に加え、Photoshop の PSD､PSB ファイルの入出力に対
応。レイヤー構造を維持したまま読み込み、保存できます。
また、デジタル向けの RGB だけでなく､印刷に適した CMYK 形式での入出
力にも対応。実際の印刷結果に近い表示で作業できます。

カラーマンガ作例
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画面イメージ

カラーマンガ作品例

作者：巖本 英利

この作品は作例として製品に収録されています。

プラグイン開発用 SDK の公開とコンテスト開催について
『PAINT EX』は、ソフトウェアの機能を拡張することができるプラグイン機構を搭載しています。『PAINT EX』と同時に公開予
定の「CLIP STUDIO PAINT SDK」を Web サイトから入手することで､どなたでもプラグインの開発を行えます。セルシスでは、
SDK の提供によりグラフィック分野におけるソフトウェア開発の活性化に寄与したいと考えており、2013 年 1 月末より開発
者の方を対象に「CLIP STUDIO PAINT プラグイン開発コンテスト」の開催を予定しています。コンテストの最高賞金額は
100 万円 *4 で、著名なクリエイターや開発者の方に審査員としてご参加いただきます。
優待価格について
下記の各製品をお持ちの方は、『PAINT EX』および「PAINT PRO」を無料または優待価格でご利用いただけます。
 ComicStudioDebut 4.0、ComicStudio 3.0 シリーズ、IllustStudio 各製品をお持ちのユーザー
CLIP STUDIO PAINT PRO ダウンロード版 ：無償提供
CLIP STUDIO PAINT EX 各製品

：優待価格でご提供

 ComicStudioPro/EX 4.0 各製品をお持ちのユーザー
CLIP STUDIO PAINT EX ダウンロード版 ：無償提供
 CLIP STUDIO PAINT PRO 各製品をお持ちのユーザー
CLIP STUDIO PAINT EX 各製品

：優待価格でのご提供

優待価格は下記の通りです。無料または優待価格でのご利用は「創作活動応援サイト CLIP」でお申込み、ご購入いただ
けます。
製品名

希望小売価格

優待価格

発売予定

CLIP STUDIO PAINT EX

35,700 円

26,775 円

パッケージ版 (Windows/Mac OS X)

(本体価格：34,000 円、

(本体価格：25,500 円、

消費税等：1,700 円)

消費税等：1,275 円)

22,000 円 *1 (税込)

17,000 円 *1 (税込)

2012 年 12 月 20 日(木)

CLIP STUDIO PAINT EX

500 円 / 月 *1 (税込)

500 円 / 月 *1 (税込)

2012 年 12 月 20 日(木)

バリュー版 (Windows/Mac OS X)

上記の利用料を月々お支払

上記の利用料を月々お支払

いただき、32 か月間の継続

いただき、24 か月間の継続

利用でシリアルナンバーを

利用でシリアルナンバーを

進呈いたします。

進呈いたします。

CLIP STUDIO PAINT EX

2013 年 2 月 1 日(金)

ダウンロード版 (Windows/Mac OS X)

優待対象の製品について詳しくは「CLIP STUDIO.NET」 （http://www.clipstudio.net/） をご覧ください。
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動作環境

OS

Windows 版
Windows XP / Vista / 7 (32bit / 64bit) /8
(32bit / 64bit)

Mac OS X 版
Mac OS X 日本語オペレーティングシステム
10.6（10.6.7 以上） / 10.7 / 10.8

※ XP や Vista の 64bit 版では動作いたしません。

コンピュータ本体

PC/AT 互換機のみ。上記 OS がプリインス
トールされたパーソナルコンピュータ

Intel Core 2 Duo 以降のプロセッサを搭載し
た Mac

※上記 OS が快適に動作する環境。

※ PowerPC プロセッサおよび、Core Duo プロセッサでは

CPU（※1）（※2）

SSE2 対応の Intel Pentium 4（2.0GHz 以上）、 動作しません。
※上記 OS が快適に動作する環境。
Intel Xeon シリーズ、Intel Core シリーズ、
AMD Athlon 64、AMD Opteron 以降のプロセ
ッサ
Windows XP ： 256MB 以上
10.6 ： 1GB 以上
Windows Vista： 1GB 以上
10.7 ： 2GB 以上
Windows 7 / 8 (32bit)： 1GB 以上
10.8 ： 2GB 以上
Windows 7 / 8 (64bit)： 2GB 以上
アプリケーションのインストール用： 約 300MB
データその他のインストール用： 約 1.2GB
作業領域として： 2GB 以上必須
BMP、JPEG、TGA、PNG、TIFF、PSD、PSB、XPG (IllustStudio 形式)、
CPG (ComicStudio ページファイル)、CST (ComicStudio 作品ファイル)
3D データ：FBX、LWO、LWS、OBJ、C2FR / C2FC（CELSYS CHARACTER 形式）、6KT、6KH、
PEP
BMP、JPEG、TGA、PNG、TIFF、PSD、PSB

メモリ（※1）

HDD 空き容量

入力対応フォーマット
（※3）

出力対応フォーマット

※1 使用する OS が快適に動作する環境。動作に必要なメモリ容量や CPU 性能は、作成する画像のサイズやレイヤー数などに依存します。一般的に画
像サイズが大きく、レイヤー数が多いほど、より多くのメモリ容量や高速な CPU が必要です。
※2 マルチコア CPU ではより快適に動作します。
※3 システム環境やデータ構成によって正常に表示できない場合があります。

CLIP STUDIO PAINT Web サイト
『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
*2
*3
*4

ダウンロード版、バリュー版は、CLIP で使えるポイント「GOLD」でのお支払いです。
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。
アップデータでご提供。
やむをえず受賞相当作品なしとすることがあります。

アートスパークホールディングス株式会社について
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/

株式会社セルシスについて
株式会社セルシスは、1991 年 5 月に設立。ペイントツール「CLIP STUDIO PAINT」やイラスト制作ソフト「ILLUST STUDIO」、
マンガ制作ソフト「COMIC STUDIO」、アニメ制作ソフト「RETAS STUDIO」などの制作ツールやクリエイターの活動をトータル
にサポートする「CLIP」サービスを提供する「クリエイターサポート事業」、携帯電話、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を提供する「電子書籍サポート事業」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.
CELSYS、CLIP、CLIP STUDIO、ILLUST STUDIO、COMIC STUDIO 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。
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（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。
報道関係者様からのお問い合わせ先
株式会社セルシス 広報担当 細野 有希
〒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
本件をご掲載いただく際の読者様からのお問い合わせ先
株式会社セルシス 営業部
TEL：03-5304-0855 / e-mail：info@celsys.co.jp
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