2017 年 10 月 19 日
関係各位

株式会社セルシス

comico で連載中の人気コミック 「ミイラの飼い方」と CLIP STUDIO PAINT のコラボキャンペーンを開催
オリジナルグッズプレゼントや、ノートパソコンとペンタブレットが当たるキャンペーンも
セルシスは、スマートコミック＆ノベルアプリ・comico で連載中の「ミイラの飼い方」とのコラボキャンペーンを本日 10 月 19
日（木）から 11 月 1 日（水）まで実施いたします。「ミイラの飼い方」は 2018 年に TV アニメーション化が決定している人気コ
ミックです。

■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】いまダウンロード版を買うと、クイズに答えて公式ガイド & オリジナルキーホルダー & comico どれでも
レンタル券 10 話ぶんプレゼント！
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、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「ミイラの飼い方」オリジナルアクリルキーホルダー
（非売品）をプレゼントいたします。また、comico 公式作品の対象話が無料閲覧できる「どれでもレンタル券」（期間：30 日
間）10 枚もプレゼントいたします。

【キャンペーン②】数量限定！いま comico パッケージ版を買うと、オリジナルスマホスタンド & comico どれでもレンタル券
10 話ぶんプレゼント！
CLIP STUDIO PAINT comico パッケージ版 ※1 と「ミイラの飼い方」オリジナルスマホスタンド（非売品）のセットを数量限定
で販売いたします。また、comico 公式作品の対象話が無料閲覧できる「どれでもレンタル券」（期間：30 日間）10 枚もプレゼ
ントいたします。
※1 収録されているソフトは CLIP STUDIO PAINT PRO 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】 買わなくても OK！フォロー & RT で 3 名様にノートパソコン & ペンタブレットプレゼント！
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 3
名様に、イラストやマンガの創作活動に最適な raytrek のノートパソコンとワコム社製ペンタブレットが当たるフォロー&リツ
イートキャンペーンを実施いたします。

キャンペーン① 概要
2017 年 10 月 19 日（木）～11 月 1 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創作応援サイト「CLIP STUDIO」のストア
( https://www.clip-studio.com/clip_site/tool/items/cspp_d_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 ※2


クイズに正解すると、 “クリップスタジオ”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「ミイラの
飼い方」ミーくんオリジナルアクリルキーホルダー
（非売品・直径：70mm）をプレゼントいたします。



comico 公式作品の対象話が無料閲覧できる「どれ
でもレンタル券」（期間：30 日間）10 枚をプレゼントい

特典

たします。※3

※2 パッケージ版、バリュー版、各種優待販売のダウンロード版はキャンペーン対象となりません。

CLIP STUDIO PAINT comico パッケージ版とミイラの飼い方オリジナルスマホスタンドセットを数量限定で販売いたします。
キャンペーン② 概要
オリジナルスマホスタンドは、高さ：177mm×幅：110mm のビッグサイズです。 限定数に達し次第、販売を終了いたします。

製品名
価格
特典

[数量限定] CLIP STUDIO PAINT comico パッケージ版（win/mac）＋ミイラの飼い方スマホスタン
ド付
5,500 円（消費税込み・送料無料）


オリジナルスマホスタンド（非売品、comico パッケージ版と一緒に発送されます）



comico 公式作品の対象話が無料閲覧できる「どれでもレンタル券」（期間：30 日間）10 枚を
プレゼントいたします。※3

※3 comico の作品は最初の数話は完全無料、それ以外の話は定期的に回復する「作品レンタル券」もしくはイベント等で配布される「どれでもレン
タル券」、またはポイントの購入でご覧いただくことができます。

2

キャンペーン③ 概要
キャンペーン期間

2017 年 10 月 19 日（木）～11 月 1 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 3 名様に、クリエイター向け“raytrek”ノートパソコンとワコム社製ペンタブレット Intuos
Comic をセットでプレゼントいたします。
raytrek VF-HEK の詳細情報はこちら：
http://www.dospara.co.jp/5shopping/detail_prime.php?tg=4&tc=489&mc=7249&sn=0
ご希望の方にはミイラの飼い方のイラストをプリントして痛 PC としてお届けします!!

製造：株式会社サードウェーブデジノス
プレゼント

販売：株式会社ドスパラ
CLIP STUDIO PAINT 動作確認済み PC はこちら：
http://www.dospara.co.jp/5shopping/search.php?cate=tg4&tc=153

Wacom Intuos Comic CTH-490/B1
※CLIP STUDIO PAINT PRO 24 ヶ月版付属
http://www.wacom.com/ja-jp/products/intuos-comic
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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。
・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ペーン
当選のご連絡

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。
・未成年の方は親権者の同意を得た上で投稿してください。
・賞品の発送先は日本国内に限らせていただきます。
・当選者についてのお問い合わせにはお答えできません。
・当選者の権利を譲渡・換金・変更することはできません。

「ミイラの飼い方」について
作品紹介
自称『冒険家』の親父から 荷物と小包が届いた。小包の中は手紙でした。
・・・
ハロー 愛しの息子よ！ アーイラーヴユー
元気にしてるか 空ー？
実は父さん 今エジプトに滞在していてね
そこでとても面白いミイラを見つけたから お前に預けることにしたんだ
とても可愛いミイラでね きっと空も気に入ると思うぞ
家族だと思って 仲良くしてやってくれ
・・・
疑問に思っていたその時……？親父から送られてきたのは…ミイラ!? ミイラ達と
のゆるーい生活が始まります！
(C)空木かける/comico

著者について
空木かける（うつぎかける）
2014 年「ミイラの飼い方」を comico チャレンジでスタートし、人気を博し公式連載へ。男女どちらにも読みやすいコミカルな
作品として人気を得て、2016 年 2 月 12 日に双葉社から単行本が発売、2017 年 10 月 12 日に待望の 5 巻が発売。
2018 年テレビアニメーション化が決定している。
▼comico「ミイラの飼い方」閲覧ページ
http://www.comico.jp/articleList.nhn?titleNo=3410
公式サイト そらのきメモっと http://utsugi-08.com/
空木かける twitter https://twitter.com/kakeru_utsugi
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2018 年より TBS,BS-TBS にてアニメ放送決定！
公式ホームページ ： http://www.tbs.co.jp/anime/miira/?outbrowser=true&push=Y
公式 Twitter ： https://twitter.com/miira_kaikata
公式 Instagram ： https://www.instagram.com/miira_kaikata/

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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