2016 年 7 月 7 日
関係各位

株式会社セルシス

「CLIP STUDIO PAINT」 と月刊コミックゼノンで連載中の
原哲夫・北原星望 「いくさの子 -織田三郎信長伝-」 がコラボ
セルシスは、デジタルでイラスト制作をはじめる方を応援する「CLIP STUDIO PAINT×いくさの子コラボ企画」を、本日 7
月 7 日（木）より実施いたします。

■コラボ企画について詳しくはこちら
http://www.clip-studio.com/clip_site/tool/items/cspp_plan

「CLIP STUDIO PAINT」×「いくさの子 -織田三郎信長伝-」 コラボ企画


「CLIP STUDIO PAINT PRO ダウンロード版」のご購入で解説書をプレゼント
キャンペーン期間中に「CLIP STUDIO PAINT PRO ダウンロード版」をご購入いただき、クイズに正解すると、人気
の解説書 「CLIP STUDIO PAINT PRO デジタルイラストテクニック」（玄光社刊/定価：1,600 円+税/全 160 ページ）
をプレゼントいたします。



フォロー&リツイートキャンペーン
CLIP 公式アカウントをフォローし、本キャンペーン指定のツイートをリツイートした方の中から抽選で 1 名様に、液
晶ペンタブレットをプレゼント。賞品はリツイート数によってランクアップしていきます。



「いくさの子」塗り絵大会
月刊コミックゼノンで連載中の『いくさの子 -織田三郎信長伝-』（漫画:原哲夫 原作:北原星望）の主人公、織田信
長の塗り絵大会を開催。線画をダウンロードして、色付けや背景の描き込みをしていただきます。漫画家 原哲夫
先生、原作者 北原星望先生も審査に参加します。
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「CLIP STUDIO PAINT×いくさの子 コラボキャンペーン」 概要
2016 年 7 月 7 日（木）～7 月 20 日（水）17：00 まで
キャンペーン期間

キャンペーン期間中に対象製品を CLIP ストア
( http://www.clip-studio.com/clip_site/tool/items/cspp_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。

対象商品

CLIP STUDIO PAINT PRO ダウンロード版
クイズに正解すると、CLIP STUDIO PAINT PRO の基本的な使い方から実践的なテクニックを解
説した人気解説書「CLIP STUDIO PAINT PRO デジタルイラストテクニック」 をプレゼントいたし
ます。ご購入完了後 3 営業以内にお送りするメールに記載の URL からご応募ください。

プレゼント

掲載イラストレーター：村上ゆいち、JUNNY、Kirero、樋口びあ
出版社：玄光社/定価：1,600 円+税
ISBN：978-4768305249

「フォロー&リツイートキャンペーン」 概要
キャンペーン期間

2016 年 7 月 7 日（木）～7 月 20 日（水）17：00 まで
下記のキャンペーンページより、CLIP 公式アカウント（@CLIP_Celsys）をフォローし、指定のツイー

応募方法

トをリツイートしてください。
http://www.clip-studio.com/clip_site/tool/items/cspp_plan
ワコム液晶ペンタブレット Cintiq シリーズから、リツイートの数に応じてプレゼントが上位モデルに
ランクアップしていきます。
例）30,001 リツイート以上で Cintiq27QHD

プレゼント

当選者の方にはキャンペーン終了から 6 営業日以内に、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
当選のご連絡

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。
2

「いくさの子 塗り絵大会」 について
「いくさの子 -織田三郎信長伝-」より、原哲夫先生の線画の塗り絵を募集するコンテストを開催いたします。
原哲夫先生はじめ、原作者の北原星望先生も審査に参加予定です。各賞の受賞者には「いくさの子 -織田三郎信長伝キャンバスアート」をはじめ豪華賞品をプレゼントします。
いくさの子塗り絵大会 開催概要
スケジュール

募 集 期 間：2016 年 7 月 14 日（木）〜2016 年 7 月 27 日（水） 17：00 まで
審査結果発表：2016 年 8 月上旬予定
グランプリ

1 名： 賞金 5 万円 + (いくさの子 -織田三郎信長伝- キャンバスアート)

原哲夫賞

1 名： 賞金 3 万円 + (いくさの子 -織田三郎信長伝- フルカラーT シャツ)

北原星望賞 1 名： 賞金 3 万円 + (いくさの子 -織田三郎信長伝- アクリルキューブ)
CLIP STUDIO PAINT 賞 2 名： 「CLIP STUDIO PAINT PRO パッケージ版」
（本体価格 9,000 円＋税）

賞・賞金

キャンバスアート

フルカラーT シャツ

アクリルキューブ

月刊コミックゼノンで連載中の『いくさの子 -織田三郎信長伝-』より、主人公織田信長の塗り絵
を募集。原哲夫先生の線画にあなたのセンスで色付けや背景の描き込みをしてください。

募集内容

・ダウンロードした線画（clip ファイル、PSD ファイル）を使用すること
・応募する方ご自身が着色、加筆した作品であること
・応募する方が未成年の場合は親権者の承諾を得て応募してください
・お一人で複数作品の応募も可
・受賞作は「CLIP STUDIO PAINT」の宣伝に使用させていただく場合があります
コンテストサイトより作品ファイル（JPEG、PNG 形式）と作品情報をアップロードしていただきま

応募方法

す。
詳細はこちら： http://www.clip-studio.com/clip_contest2/top/id/14

「いくさの子 -織田三郎信長伝-」について
漫画：原哲夫 原作：北原星望
月刊コミックゼノンで連載中
「北斗の拳」「花の慶次」の原哲夫、最新作!!
描くは戦国最強の武将『織田信長』！
その知られざる青年時代が今鮮やかに蘇る!!
コミックゼノン： http://www.comic-zenon.jp/
いくさの子： http://www.comic-zenon.jp/magazine/ikusanoko.html
原哲夫先生 WEB サイト： http://www.haratetsuo.com/

コミックス①～⑧巻発売中
©原哲夫･北原星望/NSP2010
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・

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。イラ

スト・マンガ・アニメ制作ツール「CLIP STUDIO PAINT」、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
るサービスの提供や、電子書籍ソリューション「BS Reader」等の、コンテンツ制作・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 ： https://www.celsys.co.jp/
CLIP 公式 twitter アカウント ： https://twitter.com/clip_celsys
© 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
https://www.celsys.co.jp/clipsolution/
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