2019 年 12 月 5 日

株式会社セルシス

CLIP STUDIO PAINT for iPhone 登場
ペイントツールのスタンダード「CLIP STUDIO PAINT」の全機能を搭載した iPhone 版 をリリース

セルシスは iPhone 版の「CLIP STUDIO PAINT」を 12 月 5 日（木）に全世界同時にリリースしました *1。iPhone 版は、CLIP
STUDIO PAINT のすべての機能を搭載し、Windows / macOS / iPad 版と同じ機能をご利用いただけます。提供価格は PRO
グレードが 100 円/月、EX グレードが 300 円/月、さらに未契約でも、毎日 1 時間無料でご利用いただけます。

App Store : https://apps.apple.com/jp/app/id1483037022
（日本語、英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、韓国語および中国語（繁体字）に対応）

今回リリースした iPhone 版は、従来の Windows / macOS / iPad 版と同等のイラストレーション・マンガ・アニメーション制
作機能を、スマートフォンに最適化した UI とともに搭載し、本格的なグラフィックコンテンツの制作環境を、iPhone 上で実現し
ました。

iPhone 版で作成した作品を、クラウド経由で PC や iPad など別のデバイスと共有することも可能なため、外出時など思い
ついた時にいつでも気軽に絵を描き、自宅や仕事場の PC や iPad で続きを描くなど、より自由な創作活動も行うことができま
す。
多くのプロクリエイターが愛用する、本格的な機能を備えた上位グレードの EX が、毎日 1 時間無料 *2 で使えるため、これか
ら本格的にマンガやイラストを描いてみたいエントリーユーザーにもおすすめです。毎日 1 時間の無料利用時間は、CLIP
STUDIO のポイント「CLIPPY」を使ってさらに延長できます。CLIPPY は CLIP STUDIO 各サービスの利用で貯まり、30CLIPPY
で無料利用時間を 1 時間延長できます *3。

iPhone 版リリース記念ログインボーナスキャンペーン
本日 12 月 5 日（木）より、「iPhone 版リリース記念 ログインボーナス
キャンペーン」をあわせて実施いたします。アプリを起動し、ログインキャ
ンペーンページを開くと、1 日 1 回 15CLIPPY をログインボーナスとして
プレゼントします。ログインボーナスで獲得した CLIPPY で iPhone 版の
無料利用時間を延長できます。

ログインボーナスは 1 ヶ月につき 20 日分まで。複数のデバイスでご利用の場合も、CLIP STUDIO
アカウント 1 アカウントにつき 1 日 1 回の進呈です。

CLIP STUDIO PAINT for iPhone 価格・製品情報
アプリ名称

CLIP STUDIO PAINT

App Store URL

https://apps.apple.com/jp/app/id1483037022

価格

毎日 1 時間、上位グレードの EX の全機能を利用できます。
時間制限なしでアプリを使用するにはお申込みが必要です。
CLIP STUDIO PAINT PRO：100 円 / 月
CLIP STUDIO PAINT EX：300 円 / 月

クリエイティブチャージ

CLIP STUDIO の各サービスでたまるポイント CLIPPY で EX の無料利用時間を延長できま
す。（30CLIPPY で 1 時間延長）

対応言語

ご利用の iOS の言語に応じて、以下の各言語版をご利用いただけます。
日本語、英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、韓国語、中国語（繁体字）

対応 OS

iOS13

動作対象端末

iOS13.x が動作する iPhone
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CLIP STUDIO PAINT for iPhone の主な特長
CLIP STUDIO PAINT は、Windows / macOS 用のマンガ、イラストレ
ーション、アニメーション制作ソフトとして 2012 年に発売され、これまで
に 600 万人を超える*4 世界各国のクリエイターが利用している No.1 シェ
ア *5 のペイントツールです。2017 年には iPad 版もリリースし、自然で気
持ちの良い描き味と多彩な機能により、趣味でマンガやイラストを描く方
から、職業マンガ作家やアニメーションスタジオなどプロの制作現場まで
幅広くご利用いただいています。

プロのような美しい線
筆圧の調整や、線のぶれを抑える補正機能により 、イメージ通りの美
しい線を描けます。鉛筆、G ペン、水彩、油絵など多数のプリセットブラ
シに加え、自分好みのオリジナルブラシをカスタマイズして作ることもで
きます。描いた後から線の太さや形を補正できるベクター形式にも対応
しています。

4 万点を超える素材が使える
CLIP STUDIO ASSETS には、ブラシやテクスチャ、3D 素材など今すぐ
活用できる素材が 4 万点以上公開されています。オリジナル素材のシェ
アも可能です。

便利機能で思い通りにデッサン
3D のデッサン人形にポーズをつけて、デッサンの参考にできます。写真
からデッサン人形のポーズを自動でつけることもできます。
他にも、AI が自動で彩色する機能など、PC/iPad 版で人気の便利な機
能がそのまま iPhone でも使えます。

プロ漫画家も愛用するマンガ制作機能
コマ割り、フキダシ、トーン、効果線など、マンガ制作向けに特化した数
多くの機能を搭載。

クラウドに保存して PC、iPad でも
作成したファイルは保存時にクラウドに同期できます。外出先では
iPhone で、自宅や仕事場では PC/iPad で本格作業という、より自由な
制作スタイルを実現します。

マンガ用フォントを同梱

株式会社イワタの協力により、商用利用可能なマンガ用フォントを収録
しています。
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*1 地域によってアプリの配信開始時刻が異なる場合があります。
*2 無料契約中のユーザーのみ、1 日 1 時間 EX の全機能をご利用いただけます。
*3 CLIPPY での無料使用時間の延長は日本国内のみ対象です。
*4 体験版ユーザーおよび iPad 版のインストール数を含む
*5 pixiv 投稿作品使用ソフト 1 位（2018 年 1 月～2018 年 12 月、pixiv 公開の数値をもとにセルシスが集計）、BCN AWARD グラフィックスソフト部門 1 位（2019 年）

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 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 増川 聖子 / 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：03-3373-9919 / 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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