2019 年 1 月 23 日

株式会社セルシス

全世界のマンガ学校の学生を対象とした国際マンガコンテストを開催
セルシスは、マンガ、イラスト、デザイン、アートなど美術系の学校や美術系の部活動に参加している学生を対象としたマ
ンガ、イラストコンテスト「国際コミック・マンガスクールコンテスト」を 1 月 30 日（水）より開催いたします。「贈りもの」をテーマ
にしたイラスト、マンガ作品を全世界から広く募集いたします。

▼国際コミック・マンガスクールコンテスト
https://www.clipstudio.net/promotion/comiccontest/ja/

本コンテストは、作品発表の機会提供により、世界各国の若手クリエイターの支援やマンガ・コミック制作の裾野拡大を目
的としており、入賞者には賞金や賞品を進呈するほか、ご賛同いただいた協賛各社のメディアに作品が掲載される可能性
があります。セルシスでは、昨年ヨーロッパ地域の美術系学校を対象としたコンテストを同様に開催しており、本年はより規
模を拡大し全世界を対象としたコンテストとして開催いたします。コミック部門はセリフの言語を問わず応募できるため、幅広
い国・地域から多様な作品の応募が期待できます。

審査員として DC コミック「BATMAN」などの作画で知られる Javier Fernández 氏をはじめ、世界的に活躍するクリエイタ
ー Cameron Stewart 氏、ケンニイムラ氏、田村 吉康氏にご参画いただき、国や地域を越えた魅力のある作品を入賞作
品として選考していただきます。コミック部門のグランプリ受賞作品はより多くの方に楽しんでいただけるよう、セリフを日本
語、英語、中国語（繁体字）、韓国語、フランス語、スペイン語およびドイツ語の各言語に翻訳して発表予定です。

セルシスでは、今後も作品発表の場やツール、サービスの提供を通して、グラフィック分野のクリエイターを支援する活動
を行ってまいります。

国際コミック・マンガスクールコンテスト開催概要
コミック部門

オリジナルのカラーまたはモノクロコミック 8〜48 P

募集作品

Webtoon 形式も可 (30 コマ以上、690 x 20,000 pixel 以下）
コミックの言語は特に制限はありません。審査、作品発表に際し、主催者が他言語に翻訳して発表す
る場合があります。

イラスト部門

オリジナルカラーイラスト

募集作品
テーマ

贈りもの （イラスト部門/コミック部門共通）

スケジュール

応募期間：2019 年 1 月 30 日（水）〜5 月 9 日（木）
審査結果発表：6 月下旬予定

応募方法

学校の先生による参加校登録後、エントリーフォームより学生が作品を応募。
詳細はコンテストサイトをご参照ください。
https://www.clipstudio.net/promotion/comiccontest/ja/

賞・賞金

コミック部門



グランプリ (1 作品)
賞金 3,300 USD / 3,000 ユーロ
CLIP STUDIO PAINT EX*
Wacom 社製 Cintiq Pro 13



準グランプリ (2 作品)
賞金 1,100 USD / 1,000 ユーロ
CLIP STUDIO PAINT EX*
Wacom 社製 Cintiq 16



入賞 (3〜5 作品)
CLIP STUDIO PAINT EX*

イラスト部門



グランプリ (1 作品)
賞金 550 USD / 500 ユーロ
CLIP STUDIO PAINT PRO*
Wacom 社製 Cintiq 16



準グランプリ (2 作品)
賞金 220 USD / 200 ユーロ
CLIP STUDIO PAINT PRO*
Wacom 社製 Cintiq 16



入賞 (3〜5 作品)
CLIP STUDIO PAINT PRO*

*CLIP STUDIO PAINT をすでにお持ちの場合は、様々な素材をダウンロードできるサービス「CLIP STUDIO ASSETS」（https://assets.clipstudio.com/ja-jp/ )で利用可能なポイントを進呈いたします。

審査員
Cameron Stewart
http://cameron-stewart.tumblr.com/
受 賞 歴 のあるコ ミック作 家 、アーティスト。代 表 作 は DC Comics の
BATGIRL、FIGHT CLUB 2 など。現在はカナダのトロント在住。
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Javier Fernández
https://www.instagram.com/javifernandez_comic/
DC のコミック作家。最近の作品には Nightwing、Detective Comics、
Green Arrow などがある。

ケンニイムラ
http://www.niimuraweb.com
漫画家・イラストレーター。グラフィックノベル「I Kill Giants」は、映画化さ
れ 2018 年に公開。

田村 吉康
http://www.tamurayoshiyasu.com
マンガ家、イラストレーター、画家。世界各地で作品発表を行い、フラン
ス GLENAT 社、MAITRE GIMS とのコラボレーションにより「DEVIL'S
RELICS」を出版中。

Photo by marfa-vasilieva.com

協賛
ワコム
https://www.wacom.com/ja-jp
最もエキサイティングなデジタルアート、映画、特殊効果、ファッション、
デザインの創作に世界中で使用されているクリエイティブ向けペンタブ
レットと液晶ペンタブレットのパイオニア。

世界サイレントマンガオーディション®
http://www.manga-audition.com/japan/
世界最大規模で最も成功している漫画コンテストの一つ、世界サイレン
トマンガオーディション®。名だたる漫画家らが設立した出版社・コアミッ
クスによって運営され、国際的に活躍する次世代の漫画作家の発掘と
育成、出版を目指しています。
ｃomico （NHN comico 株式会社）
https://www.comico.jp/
comico（NHN comico 株式会社）は、縦スクロールで読み進められる形
式やフルカラー表現など、スマートフォンに最適化した新感覚のマンガ・
ノベルサービス。サービス開始は 2013 年 10 月 31 日。200 作を越える
オリジナル作品を掲載しているほか、ストアでは各出版社の人気作も
配信中。
XFLAG
https://xflag.com/
株式会社ミクシィの XFLAG スタジオは、ゲーム・スポーツ・アニメ・映
画・リアルイベントなど、"アドレナリン全開"のバトルエンターテインメン
トを展 開し、友 達や家族 とワイワイ盛り上がれる場所を創出 していま
す。
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ソルマーレ編集部 （NTT ソルマーレ株式会社）
http://www.nttsolmare.com/e-publish/original_publishing/
日本最大級の電子書籍ストア「コミックシーモア」を運営する NTT ソル
マーレ。 そのストアが運営する電子コミック専門の編集部が「ソルマー
レ編集部」です。 国内外の読者ニーズに応えるオリジナルコミックを創
出中。

Coolmic （株式会社ウェイブ）
https://coolmic.me/
Coolmic は株式会社ウェイブが運営している英語版のコミック・アニメ配
信サービスです。オリジナルの電子コミックやアニメを配信しています。
また、漫画家志望者からの投稿も受け付けています。

株式会社ナンバーナイン
https://no9.co.jp/
「漫画でひとびとの人生を豊かにする」を MISSION に掲げ、「漫画エー
ジェント事業」「マンガアプリ事業」「クラウドファンディング事業」「確定申
告代行サービス」の四つの事業を通して、デジタル時代における漫画
の売り場と収益を最大化するデジタルコミックエージェンシー。
株式会社イーブックイニシアティブジャパン
https://www.mangamon.id/
「MangaMon」は、日本マンガを中心としたインドネシア語電子書籍配信
サービスです。マンガ閲覧のほか、日本のポップカルチャーの最新情
報、さらにイベント企画などを通じて、様々なエンタテイメントを提供して
います。
主催・協力

主催：株式会社セルシス https://www.clipstudio.net/
協力：株式会社トゥルモンド・プロダクション http://toutlemondeprod.com/

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・アニメーション制作ツール「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「CLIP STUDIO 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 古野 真衣
〒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：03-5304-2808 / 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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