2018 年 7 月 13 日
株式会社セルシス

セルシス、コミックマーケット 94 に出展
最新のマンガ・イラスト・アニメ制作ツールが最大 51%OFF！
Wacom タブレットや iPad、新型 TABMATE ほか最新デバイスでお絵かきを体験
セルシスは、8 月 10 日（金）～12 日（日）に開催されるコミックマーケット 94 セルシスブースにおいて、「C94 限定クリエイ
ター応援キャンペーン」を実施いたします。
▼詳しい情報は、「セルシス C94」で検索
https://www.clipstudio.net/promotion/c94

セルシス製品が毎日、日替りで最大 51%OFF になる「日替り割」や、学生証のご提示でコミケ販売価格からさらに、20%
OFF になる「学割」など、最新のデジタル制作環境をお求めやすい価格で入手できます。 ※1/2

ブースでセルシス製品をご購入の方には、人気イラストレーターnecömi さん描きおろしのオリジナルクリアファイルをもれ
なく差し上げます。 ※3

また、弾幕系シューティングゲームを中心に漫画や書籍などに幅広く展開されている、東方 Project とコラボレーションし
た、「CLIP STUDIO PAINT PRO」東方 Project オリジナルパッケージ版を、数量限定で販売いたします。人気イラストレータ
ーべにしゃけさんに新たに描きおろしていただいたイラストを、パッケージに使用しています。また購入特典として、同じく新
作の描きおろしイラストの缶バッジ（非売品）を、もれなく差し上げます。
セルシスは東 3 ホールと東 4 ホールに出展いたします。東 3 ホールのセルシスブースでは、ワコムと共同出展で Wacom
MobileStudio Pro や Intuos シリーズなどをマンガ・イラスト・アニメ制作ソフト「CLIP STUDIO PAINT」とあわせて体験いただ
けるほか、raytrektab DG-D08IWP Siro や iPad/iPad Pro などの最新デバイスでのお絵描きが体験できます。
東 4 ホールではサムトレーディングと共同出展で、Wacom MobileStudio Pro や HP Spectre x360 など、国内主要 PC メ
ーカーや BTO メーカーの PC でのお絵描き体験ができます。パソコンの購入を検討中の方は、是非各メーカーの PC 上で
CLIP STUDIO PAINT の描き心地などをお試しください。

■ コミックマーケット 94
開催日
会場

8 月 10 日（金）～12 日（日）
東京ビッグサイト
東 3 ホール
セルシス×ワコムブース
体験コーナー展示予定
・Wacom MobileStudio Pro
・raytrektab DG-D08IWP Siro
・SENSE-14FH054-i7-UHSS-CSP
・FRNZ810/CSP
・iPad/iPad Pro
・Bamboo Sketch

セルシス
ブース

東 4 ホール
サムトレーディング×セルシスブース
体験コーナー展示予定
・Wacom MobileStudio Pro
・HP Spectre x360
・Microsoft Surface Pro
・DAIV-NG4500M1-SH5-CS
・eX.computer N1503K シリーズ
・Lepton WS2600H110-Mini-CS
・iPad Pro
・Apple Pencil

C94 クリエイター応援キャンペーン
taiken

下記の各製品を 1 日 30 本限定で最大 51％OFF の日替り特価で販売します。 ※1
8 月 10 日（金）
日替り割 ※1/2

• CLIP STUDIO PAINT EX ＋ Cintiq 13HD
• CLIP STUDIO PAINT PRO ＋ 公式リファレンスブック
• CLIP STUDIO PAINT EX ＋ CLIP STUDIO サービスでご利用いただける

8 月 11 日（土）

ポイント 3,300 GOLD（3,300 円相当）
• CLIP STUDIO PAINT PRO ＋ One by Wacom Small

8 月 12 日（日）

学割 ※1

• CLIP STUDIO PAINT EX ＋ Wacom Cintiq Pro 16
• CLIP STUDIO PAINT PRO ＋ CLIP STUDIO TABMATE

身分証（学生証）をご提示いただくとコミケ開催期間中、すべてのセルシス製品をコミケ販売価格よりさ
らに 20％OFF でご提供。
ブースでセルシス製品をお買い求めいただいた方には人気イラ
ストレーターnecömi さん描きおろしのオリジナルクリアファイルを
もれなく差し上げます。 ※3

購入特典 1

necömi（ねこみ）：猫 と甘 いものをこよなく愛 するイラストレータ
ー。作業のお供はコーヒーとチョコレート。ライトノベルの挿絵や
キャラクターデザイン、ソーシャルゲーム等を中心に活動してい
ます。
Web ： http://necomiinfo.tumblr.com/

ブースで 3,000 円以上ご購入の方には CLIP STUDIO PAINT の
オリジナルポーチをもれなく差し上げます。 ※3 ペンタブレットのペ
ンや CLIP STUDIO TABMATE など、創作活動用グッズの収納
購入特典 2

に最適です。
サイズ：約 230×110×60（mm）
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C94 限定企画 「東方 Project」 コラボ
べ に し ゃ け さ ん 描 き お ろ し 「 CLIP STUDIO
PAINT PRO」東方 Project オリジナルパッケージ
版を数量限定で販売いたします。
購入特 典 として、描きおろしイラストを使 用 した
缶バッジ（非売品）をもれなく差し上げます。

コラボ 1

べにしゃけ（イラストレーター）：サークル
「poprication」で東方 project 中心に二次創作活
動中。主な仕事はコミック百合姫 2017 年表紙イ
ラスト担当・他漫画など。お酒とハムスターが好
き。
Twitter ： @benisyakedon
©上海アリス幻樂団

Web ： http://ricecake.moo.jp

マンガ家梵辛さんが書籍「東方マンガジュク」に掲載されている作品を使用して行ったマンガ制作メ
イキングの動画をブースで放映いたします。
コラボ 2

梵辛（マンガ家）：鳥類全般とチョコレート菓子が大好き。オリジナルやコミカライズの漫画を中心に
描きつつ、挿絵やアプリ絵などなんでもやってます。
Twitter：@sokusekimaou
CLIP STUDIO PAINT PRO（通常パッケージ版）と、書籍「東方色技帖 CLIP STUDIO PAINT で描く
東方イラストテクニック」をセットにした「東方イラストテクニックセット」および、CLIP STUDIO PAINT
EX（通常パッケージ版）と書籍「二次創作のための東方マンガジュク」をセットにした「東方マンガテ
クニックセット」を数量限定で販売いたします。別々に買うよりお得に入手できるほか、購入特典とし
て、描きおろし缶バッジ（非売品）をもれなく差し上げます。

コラボ 3

※4

<書籍情報>

<書籍情報>

「東方色技帖 CLIP STUDIO PAINT で描く東方

「二次創作のための東方マンガジュク」

イラストテクニック」

出版社:玄光社

出版社:玄光社

定価：1,944 円（本体 1,800 円＋税）

定価：1,728 円（本体 1,600 円＋税）

発売日：2018 年 4 月 28 日

発売日：2015 年 6 月 29 日

版型：B5 判

版型：AB 変判

商品形態：書籍

商品形態：ムック

ページ数：160 ページ

ページ数：160 ページ

ISBN（JAN）：978-4768309346

ISBN（JAN）：978-4768306307

–
※1 日替り割、学割は他の割引と併用はできません。日替り割は数に制限があります。また、お一人あたり 2 本までの販売とさせていただきます。
※2 ご提供価格はコミックマーケット開催の週に特設サイトに掲載します。
※3 数に限りがありますので無くなり次第、配布終了とさせていただきます。
※4 セット販売価格は会場で発表させていただきます。
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東方 Project について
東方 Project とはシューティングゲームを中心に、アクションゲーム、音楽 CD、書籍、と多岐ジャンルに渡る作品群の総称
です。同人サークル「上海アリス幻樂団」が制作しています。中心 ジャンルであるシューティングゲームの制作は、上海幻樂
団を主催する ZUN 氏がほぼ 1 人で行っており、PC-98 用と Windows 用があります。Windows 用の「東方紅魔郷」からは、
画面をうめつくすほどの敵弾が飛んでくる、いわゆる「弾幕シューティング」として発表されています。
▼上海アリス幻樂団 公式サイト
http://www16.big.or.jp/~zun/

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.
©上海アリス幻樂団
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
http://www.celsys.co.jp/clipsolution/
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