2017 年 4 月 6 日
関係各位

株式会社セルシス

TV アニメ 「エロマンガ先生」と CLIP STUDIO PAINT のコラボキャンペーン開催
「描き下ろしパッケージ版」販売や、8 インチ Windows タブレットが 10 名様に当たるキャンペーンも

セルシスは、TV アニメーション「エロマンガ先生」とのコラボキャンペーンを本日 4 月 6 日（木）から 4 月 19 日（水）まで実
施いたします。TV アニメーション「エロマンガ先生」は 4 月 8 日（土）放送開始です。

▼キャンペーンについて詳しくはこちら
https://www.clip-studio.com/clip_site/clipstudiopaint/scenes/comic_illustration

【キャンペーン①】
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、セルシス監
修の公式解説書「CLIP STUDIO PAINT PRO 公式リファレンスブック」とエロマンガ先生の描き下ろし缶バッジ（非売品）をプ
レゼントいたします。

【キャンペーン②】
本キャンペーン用に新たに描き下ろされたエロマンガ先生のオリジナルイラストをパッケージに使用した「CLIP STUDIO
PAINT PRO エロマンガ先生描き下ろしパッケージ版」を数量限定で予約販売いたします。※1 オリジナルイラストには、主人
公の妹でイラストレーターの「エロマンガ先生」こと和泉紗霧が可憐に描かれています。
※1 今回予約販売する CLIP STUDIO PAINT PRO エロマンガ先生版の発売日（発送日）は 4 月 25 日の予定です。限定数に達し次第販売を終了
させていただきます。
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【キャンペーン③】
CLIP STUDIO 公式 twitter 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 10
名様に、4 月 27 日(木)にサードウェーブデジノスより発売予定の筆圧感知ペン付き 8 インチ Windows タブレット“raytrektab”
DG-D08IWP

が当たるフォロー&リツイートキャンペーンを実施いたします。ご希望の方には、パッケージに使用した描き下

ろしオリジナルイラストをプリントして“痛タブレット”としてお届けします。

raytrektab は、Wacom feel IT technologies を搭載した筆圧感知ペン付きの 8 インチ Windows タブレットです。CLIP
STUDIO PAINT DEBUT が付属しているので、これだけでイラスト制作を始めることができます。また、いつでも持ち歩ける
8 インチサイズなので、スケッチブックのようにどこでも絵を描くことができます。
▼raytrektab の最新情報はこちら
http://www.dospara.co.jp/5info/cts_raytrektab

エロマンガ先生コラボキャンペーン概要
2017 年 4 月 6 日（木）～4 月 19 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 STUDIO のストア
(https://www.clip-studio.com/clip_site/tool/items/cspp_d_plan ) にて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 PRO ダウンロード版 ※2

対象商品

クイズに正解すると、イラストや漫画が描ける定番
ペイントツール “クリップスタジオ”早わかり公式解
説書「CLIP STUDIO PAINT PRO 公式リファレンス
ブック」（2,000 円+税）と、他では手に入らない描き
下ろし缶バッジ（非売品・直径：57mm）をプレゼント
特典

いたします。

※2 パッケージ版、バリュー版、各種優待販売はキャンペーン対象となりません。

CLIP STUDIO PAINT PRO エロマンガ先生 描き下ろしパッケージ版 について
定番ペイントソフト「CLIP STUDIO PAINT PRO」のエロマンガ先生
描き下ろしパッケージ版を、数量限定で予約販売いたします。
・予約購入の特典として、他では手に入らない、描き下ろし缶バッ
ジ（非売品・直径：57mm）をが付属。
・パッケージ裏面には、描き下ろしイラストを全面に印刷
（183mmx273mm）。
・限定数に達し次第、販売を終了いたします。
(C)T/K/EMP

製品名

[数量限定] CLIP STUDIO PAINT PRO
エロマンガ先生描き下ろしパッケージ版（Win / mac）

価格

6,000 円（税込・送料無料）

特典

描き下ろし缶バッジ（非売品）

発売日（発送日）

2017 年 4 月 25 日（予定）
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ツイッターキャンペーン概要
キャンペーン期間

2017 年 4 月 6 日（木）～4 月 19 日（水）17：00 まで（予定）
下記のキャンペーンページより CLIP STUDIO 公式 twitter アカウント（@CLIP_Celsys）をフォロー

応募方法

し、指定のツイートをリツイートしてください。
https://www.clip-studio.com/clip_site/clipstudiopaint/scenes/comic_illustration
抽選で 10 名様に、4 月 27 日(木)にサードウェーブデジノスより発売予定の筆圧感知ペン付き 8
インチ Windows タブレット“raytrektab”DG-D08IWP をプレゼントします。また、ご希望の方には、
「エロマンガ先生」オリジナル描き下ろしイラストを背面にプリントして“痛タブレット”としてお届け
します。

プレゼント

製造：株式会社サードウェーブデジノス
販売：株式会社ドスパラ
発売日：2017 年 4 月 27 日予定
予価：49,800 円（税込）
http://www.dospara.co.jp/5info/cts_raytrektab
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
ただきます。
当選のご連絡



CLIP STUDIO 公式 twitter アカウント（@CLIP_Celsys）のフォローを解除した場合はキャン



当選のご連絡から 3 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

ペーンの対象外となります。
す。


賞品の発送は“raytrektab”DG-D08IWP 発売日以降となります。

エロマンガ先生オンエア情報
TOKYO MX/ BS11/とちぎテレビ/群馬テレビ/BS11：4 月 8 日より毎週土曜 24
時 30 分～
MBS：4 月 8 日より毎週土曜 26 時 58 分～(※第 1 話のみ 27 時 15 分～)
テレビ愛知：4 月 11 日より毎週火曜 26 時 35 分～
公式ホームページ ： http://eromanga-sensei.com/
公式ｔwitter

： https://twitter.com/oreimo_eromanga

(C)2016 伏見つかさ／KADOKAWA アスキー・メディアワークス／EMP
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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・流通を通じて、IT 技術でクリエイターの支援をグローバルに行っています。
イラスト・マンガ・アニメ制作ツール「CLIP STUDIO PAINT」、Webサービス「CLIP STUDIO」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 STUDIO twitter ： 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：03-3373-9919 / 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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