News Release
2020 年 7 月 20 日
株式会社セルシス

クリエ イター向けオンラインイベント「 Japan On lin e W e e k 」 開催
世界で活躍するクリエ イターがライブドローイングに登場

セルシスは 2020 年 7 月 21 日（火）～7 月 23 日（木）に開催されるオンラインイベント「Japan Online Week」に協力し、世界で活
躍するクリエイターによるライブドローイングを実施します 。

▼Japan Online Week（英語）
h t t p://wacom.com/japan-online-week
Japan Online Week は、ワコム、Pixiv、SSS by applibot、セルシスの 4 社が開催する オンラインイベントです。『 ポケモン カー ド ゲ
ーム』のイラストを手掛けるイラストレー ター 有田 満弘氏によるライブドローイングなど、日本のマン ガ・アニメアー トをテ ー マに 、
その文化的背景やクリエイターの創作プロセス、テ クニック を学べる 9 つのセッションが開催されます。
セルシスは日本のアート文化をバックボーン に持ち 、世界で活躍するク リエイター によるオンライン セッション を開催しま す 。セ ッ
ションの中で出題されたクイズの回答者に抽選で、 CLIP STUDIO PAINT PRO をプレゼントいたします。

J a pa n Onl i ne Week
2020 年 7 月 21 日（火）～7 月 23 日（木）
会期

中央ヨーロッパ時間 11:00～17:00
日本時間 18:00～24:00

We b サイト

https://promotions.wacom.com/en-eu/japan-online-week

主催

株式会社ワコム

協力

株式会社セルシス、ピクシブ株式会社、SSS by applibot

申込方法
参加費

各セッションの申込ページより受講登録を行ってください。
無料

【 セルシ ス開催 オンラインセッシ ョン】
■Wo r kshop with S arajean Chung aka TheOneWithBear
日時

2020 年 7 月 22 日（水）
中央ヨーロッパ時間 16:00
日本時間 23:00

申込ペー ジ

https://wacom.zoom.us/webinar/register/5715943328039/WN_oTzGJTHoRamrS1r8nNljzA

講演者
Sarajean Chung
伝統的な手描き表現からデ ジ タル制作まで、幅広い分野 での 創作
を得意とするイラストレーター。台湾で育ち 、現在はカナダに 在住 。
東洋の文化、音楽、ダン スに大きく影響を受けた作品を描 く 。 視聴
者とのコ ミュニケー シ ョン を行う ライブ ストリー ミン グを得意とし 、
TheOneWithBear 名義で活動している。

Instagram: https://www.instagram.com/TheOneWithBear/
Twitch: http://www.twitch.tv/TheOneWithBear
Twitter: https://twitter.com/TheOneWithBear
Facebook: https://www.facebook.com/TheOneWithBear/
Artstation: https://www.artstation.com/theonewithbear
DeviantArt: https://www.deviantart.com/theonewithbear
概要

本セッションではカナダで活躍するアーティスト Sarajean Chung 氏が、事前に CLIP STUDIO PAINT
の機能やイラストのテクニック に関する 質問に対し、実演を交えて解説をします 。ご自身の レ ベルア
ップにつなげたい方はぜひご参加ください。
質問フォーム（英語）：https://jp.surveymonkey.com/r/JapanOnlineWeek

配信言語

英語

■Ho w to use Light and Shadow in Clip Studio Paint
日時

2020 年 7 月 23 日（木）
中央ヨーロッパ時間 11:00
日本時間 18:00

申込ペー ジ

https://wacom.zoom.us/webinar/register/2215943299437/WN_DckZJ3cJTROl_kYztsNFBA

講演者
Laovaan
ドイツ出身のアーティスト Youtuber 。伝統的な水彩画を得 意 と しな
がら デ ジ タル制作でも その技術を存分に発揮し 、 CLIP

STUDIO

PAINT を使った着色テクニックや便利な機能を紹介する TI P S 動画
が人気。

Instagram: https://www.instagram.com/laovaan/
Twitter: https://twitter.com/laovaan
Facebook: https://www.facebook.com/Laovaan/
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCev-WO-s0bnCA8bMvIDDZ0Q
DeviantArt: https://www.deviantart.com/laovaan
Patreon: https://www.patreon.com/laovaan
概要

ドイツのアーティストユーチューバーLovaan 氏が、CLIP STUDIO PAINT と Wacom CintiqPro16 を使
い光と影を使って漫画のキ ャラク ター に命を吹き込む方法を紹介します 。様々な肌や髪の毛の 描き
方、シェーディングと光源を選ぶポイント、コン トラストを活用したテ クニックなど、様々な作 画テ ク ニ
ックを学ぶことができます。

配信言語

英語
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■Wo r kshop by Mitsuhiro Arita
日時

2020 年 7 月 23 日（木）
中央ヨーロッパ時間 14:00
日本時間 21:00

申込ペー ジ

https://wacom.zoom.us/webinar/register/7815943288499/WN_3lQHyxAVTwmvFjnkCtQFBw

講演者
有田 満弘
フリーランスとして活動する クリエイター 。観た人の心に長 く 残る 仕
事を目指し様々なゲー ムデザイン に携わり、近年は国内 外で の講
演、イベント参加にも積極的に参加。『 ポケモンカードゲー ム 』 は第
一弾からカードイラストを手掛け、『フ ァイナルフ ァン タジーXI 』 『 カル
ドセプト』シリーズへのイラスト提供、劇場版ベルセルク など 映 画の
コンセプトデザインなどでも活躍。
Instagram: https://www.instagram.com/mitsuhiro_arita/?hl=ja
Twitter: https://twitter.com/MitsuhiroArita
Facebook: https://www.facebook.com/mitsuhiro.arita.3
YouTube: https://www.youtube.com/user/countzilch0
公式サイト: http://mitsuhiroarita.com/
概要

様々なゲームデザイン・イラストワークで活躍する有田 満弘氏に、CLIP STUDIO PAINT と Cintiq を
使ったライブドローイングを行っていただき、キャ ラク ターデザインのテクニック を存分に学 ぶこ とが
できるセッションです。
アナログ的な絵画表現をデジタルで再現する手法など、有田氏がお持ちの唯一無二とも言える テ ク
ニックは必見。クリエイター を目指したきっ かけや、創作活動で大切にされている事など 、世 界で活
躍するクリエイターの姿勢にも迫ります。

配信言語

英語

「CLIP STUDIO PAINT」は、800 万人以上の（*1） 世界各国のクリエイターに利用されている No.1 シェア のイラスト・マンガ・アニメ
ーション制作ツールです。（*2） 日本語/英語/フランス語/スペイン語/ドイツ語/中国語（繁体字）/韓国語の各言語に対応しており
ます。自然で気持ちの良い描き味と多彩な機能によ り、趣味でイラストやマンガを描く方から、イラストレーター やプロマンガ家、
アニメーションスタジオまで幅広くご利用いただいております。
*1 体験版ユーザーを含む
*2 BCN AWARD グラフィックスソフト部門 1 位（2015 年～2017 年、2019 年）。世界最大級のイラスト SNS｢pixiv｣で、2019 年の投稿作品の使用数 1 位（pixiv より提供さ
れた数値を基にセルシスが集計）

株式会社セルシ スについて
セルシスはグラフィックコンテンツを制作する世界中のク リエイター を、デジ タル技術で支援しています 。
イラスト・マンガ・アニメーション制作ツール「CLIP STUDIO PAINT」や WEB サービス「CLIP STUDIO」など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」などのコンテンツ制作・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。
セルシスコーポレートサイト ： https://www.celsys.co.jp/
CLIP STUDIO Twitter ： https://twitter.com/clip_celsys
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
e-mail：press@artspark.co.jp
法人のお客様
https://www.celsys.co.jp/clipsolution/
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