2016 年 4 月 8 日
関係各位

株式会社セルシス

「CLIP STUDIO PAINT」と「北斗の拳 イチゴ味」がコラボレーション
「退かぬ!! 媚びぬ!! 省みぬ!! 制圧前進（ステップアップ）キャンペーン」開催

セルシスは、デジタルでマンガ制作をはじめる方を応援する「CLIP STUDIO PAINT ステップアップキャンペーン」を本日 4
月 8 日（金）から 4 月 18 日（月）まで実施いたします。
キャンペーン期間中に「CLIP STUDIO PAINT EX ダウンロード版（PRO から EX へのアップグレード優待版を含む） ※」を
ご購入いただくと、もれなく CLIP STUDIO PAINT EX のすべてがわかる公式ガイド「CLIP STUDIO PAINT EX 公式リファレ
ンスブック」（エムディエヌコーポレーション刊 / 定価 2,300 円+税）をプレゼントいたします。

本キャンペーンにあわせ、WEB コミックぜにょん（ http://www.zenyon.jp/ ）で配信中の「北斗の拳 イチゴ味」（原案 武
論尊・原哲夫 シナリオ 河田雄志 作画 行徒妹 協力 行徒）とのコラボレーションにより、聖帝サウザーをメインビジュア
ルに、「退かぬ!! 媚びぬ!! 省みぬ!! 制圧前進（ステップアップ）」として、作画の行徒妹先生に初 CLIP STUDIO PAINT で
デジタル作画に挑戦していただいた動画( https://youtu.be/zhmTUmW1lrg )も公開中です。

■キャンペーン・ご購入について詳しくはこちら
http://www.clip-studio.com/clip_site/tool/items/cspe_plan

1

さらに、創作活動のお役立ちアイテムが毎日、当たるツイッターキャンペーンも同時に開催いたします。CLIP 公式の
Twitter アカウント（ https://twitter.com/clip_celsys ）をフォロー後、毎日 17 時に投稿されるアンケートに投票し、アンケー
トをリツイートした方の中から抽選で 1 名様に、ワコムのペンタブレットや EPSON の A3 対応カラーレーザープリンターが当
たります。

また、4 月 20 日（水）には、CLIP STUDIO PAINT の以下のアップデートを予定しております。
•

レイヤーの合成モードが 12 種類追加されます。現状の 17 種から 29 種になり、より多彩な表現が可能になります。

•

図形などを描画中、線の色や太さなど、実際の設定内容でプレビュー表示ができるようになります。

•

clip ファイルのサイズが軽量化され、モノクロ作品の読み込みや保存にかかる時間が短縮されます。

•

CLIP STUDIO PAINT EX の機能拡張ができるプラグインを購入/ダウンロードできる新サービス「プラグインストア」
サービスを追加いたします。

CLIP STUDIO PAINT 各製品をお持ちのユーザー様は、無料でアップデートして最新バージョンをご利用いただけます。

「CLIP STUDIO PAINT 制圧前進（ステップアップ）キャンペーン」 概要
2016 年 4 月 8 日（金）～4 月 18 日（月）17：00 まで
キャンペーン期間中に対象製品を CLIP ストア

キャンペーン期間

( http://www.clip-studio.com/clip_site/tool/items/cspe_plan ) でお買い上げいただくと、自動
的にキャンペーンの対象となります。
CLIP STUDIO PAINT EX ダウンロード版

対象商品
公式
リファレンスブック

CLIP STUDIO PAINT EX アップグレード優待 ダウンロード版 ※
プロの現場で鍛えられた強力なマンガ制作機能を搭載した「クリップスタジオ EX」の早わかりソフ
ト解説書「CLIP STUDIO PAINT EX 公式リファレンスブック」を、もれなくプレゼントいたします。

※EX アップグレード優待はダウンロード版のみ対象となります。

ツイッターキャンペーン
2016 年 4 月 8 日（金）～4 月 18 日（月）17：00 まで（予定）

キャンペーン期間

キャンペーンページより以下の手順でご参加いただけます。
(1) CLIP 公式アカウント（@CLIP_Celsys）をフォロー
応募方法

(2) 毎日 17 時に投稿されるツイッターアンケートに投票
(3) アンケートをリツイート

http://www.clip-studio.com/clip_site/tool/items/cspe_plan
制作に役立つアイテムを日替わりで、毎日抽選で 1 名様にプレゼントします。
•

ワコム ペンタブレット intuos Pro M サイズ PTH-651/K1

•

EPSON Offirio A3 カラーレーザープリンター LP-S5300

•

iiyama ディスプレイ モニター XU2390HS-B2 など

プレゼント

当選者の方には投票締め切り日当日に、Twitter のダイレクトメッセージでご連絡いたします。ダイレクト
当選のご連絡

メッセージ内に記載の方法にしたがって、送付先のご住所等をご返信いただきます。
※CLIP 公式アカウント（@CLIP_Celsys）のフォローを解除した場合はキャンペーンの対象外となります。
※当選のご連絡から 6 営業日以内にご返信がない場合は、当選を無効とさせていただきます。
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「北斗の拳 イチゴ味」について
累計 140 万部突破！禁断の原哲夫画風で北斗ギャグ!!
あの聖帝サウザーがキレる!!デレる!!省みる!?ケンシロウと仲良くなる方法を考えたり、宴
会芸を披露したり、時に五車星と遊んだり…と、とにかく楽しそうな聖帝様が満載!!
『北斗の拳 イチゴ味』大人気連載中！
http://www.zenyon.jp/lib/top.php?id=2
TV アニメ DVD も絶賛発売中！
http://www.hikanukobinukaeriminuteiounitousouhanainodaaaaa.com/

コミックス①～⑤巻発売中
© 武論尊・原哲夫/NSP 1983, © 行徒妹・河田雄志 2013
・

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。

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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