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T V ア ニメ『 地縛少年花子く ん』 のア ニメ線画を塗って、 豪華賞品をゲッ ト！
C LIP ST UDIO PAINT とア イビスペイントが塗り絵コンテ スト「 塗りマス！」 第十三回を開催

セルシスは、デジタル塗り絵コンテスト「塗りマス！」第十三回を、7 月 22 日（水）より、株式会社ア イビスと共同で開催いた しま す 。
第十三回は、TV アニメ『地縛少年花子くん』とコラボレーション し、ア ニメ公式イラストの塗り絵を募集します 。
お題線画となるのは「花子くん」、「八尋寧々」、「源光」の 3 人です。美麗なア ニメ線画 3 種の中から好きな線画を選ん で、自 由な
塗り絵が楽しめます。この機会にぜひ 、素敵な作品をご応募ください。
▼デ ジ タル塗り絵コンテスト「塗りマス！」
h t t ps://www.clipstudio.net/promotion/nurimas

「塗りマス！」は、デジタルで彩色された塗り絵のコンテストです 。彩色に使用する端末／ソフトウェア は自由で、こ れまでの開催
では合計 48,000 点を超える作品が応募されています。
線画をコンテストサイトからダウンロードして彩色し、Twitter にハッシュタグ「#第十三回塗りマス」をつけてツイートするこ とで応募
完了となります。入賞者には、有名メーカーのペン タブレットやパソコン、ペイントツールなどのク リエイター向け豪華 賞品のほか、
ご自身の応募作品がプリントされたアク リルパネルと、特製コラボク リアフ ァイルが入賞者全員にプ レゼントされます 。また、入賞
を逃した参加者様も抽選で 50 名様に特製コラボクリア ファイルが当たります 。
応募作品の制作用として、パソコン／ iPad／iPhone 向けにはペイントツー ル「CLIP STUDIO PAINT」無料体験版を、スマートフォ
ン／タブレット向けには無料アプ リ「アイビスペイント X」（株式会社アイビス）を提供しております 。CLIP STUDIO PAINT とアイビス
ペイントは連携しており、アイビスペイン トで描いた作品を CLIP STUDIO PAINT に読みこんで続きを描くことができます。

【 第十三回「塗りマス！】
▼募集期間
2020 年 7 月 22 日（水）～ 8 月 11 日（火）まで
▼対象作品
コンテストサイトから指定の線画をダウンロード し、デジ タルペイントで完成させた作品（使用する端末、ソフトは自由）
▼応募方法
下記のコンテストサイトから線画をダウンロード して彩色し、Twitter にハッシュタグ「#第十三回塗りマス」をつけてツイートするこ と
で応募完了となります。
https://www.clipstudio.net/promotion/nurimas
▼賞と賞品
●パソ コ ン賞 1 作品
1. 液晶ペンタブレット Wacom One（提供：株式会社ワコム）

製品詳細：https://store.wacom.jp/wacom-one
2. ペイントツール CLIP STUDIO PAINT PRO 一括払い（パッケージ版）
または CLIP STUDIO TABMATE（提供：株式会社セルシス）
3. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン（提供：株式会社アイビス）
●モ バイル賞 4 作品
1. クリエイター向けパソコン（いずれかが進呈されます。選択はできません 。A～C にはペン タブ レットが付きます。）
A. MSI Modern 14 B10（提供：MSI）

製品詳細：https://jp.msi.com/Content-creation/Modern-14-B10X/
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B. DAIV 4N（提供：株式会社マウスコンピューター）

製品詳細：https://www.mouse-jp.co.jp/creator/note/4n/

C. Lepton WS2700H370-I-CS（提供：株式会社サイコム）

製品詳細：https://www.sycom.co.jp/custom/model?no=000569

D. raytrektab DG-D10IWP2（提供：株式会社サードウェーブ）

製品詳細：https://www.dospara.co.jp/5shopping/det ail_pr ime.php?mc=8709&sn=2476
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ペンタブレット Wacom Intuos（提供：株式会社ワコム）

※この賞品は D には付きません

製品詳細：https://www.wacom.com/ja-jp/products/pen-tablets/wacom-intuos
2. ペイントツール CLIP STUDIO PAINT PRO 一括払い（パッケージ版）
または CLIP STUDIO TABMATE（提供：株式会社セルシス）
3. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン（提供：株式会社アイビス）
●色彩賞 1 作品
1. ColorEdge CS2410 ＆ EX センサー（提供：EIZO 株式会社）

製品詳細：https://www.eizo.co.jp/products/ce/cs2410/
2. ペイントツール CLIP STUDIO PAINT PRO 一括払い（パッケージ版）
または CLIP STUDIO TABMATE（提供：株式会社セルシス）
3. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン（提供：株式会社アイビス）
●スク ウェア・エニックス賞、ラルケ賞 各 1 作品
1. ぬいぐるみセット（花子くん、八尋寧々、源光）

2. ペイントツール CLIP STUDIO PAINT PRO 一括払い（パッケージ版）
または CLIP STUDIO TABMATE（提供：株式会社セルシス）
3.アイビスペイント オリジナルスタイラスペン（提供：株式会社ア イビス）
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●優秀賞 5 作品
1. ペイントツール CLIP STUDIO PAINT EX 一括払い（パッケージ版）（提供：株式会社セルシ ス）

2. アイビスペイント オリジナルスタイラスペン（提供：株式会社アイビス）
●佳作 3 0 作品
アイビスペイント オリジナルスタイラスペン（提供：株式会社ア イビス）
希望される方には CLIP STUDIO PAINT DEBUT を進呈します。

■入賞者全員プレゼント
1. 入賞作品をプリントしたアクリルパネル

2. 地縛少年花子くん×塗りマス！特製コラボクリア ファイル

2. TV アニメ『地縛少年花子くん』×塗りマス！特製コ ラボク リアフ ァイル
■抽選で 50 名様にプレゼント
TV アニメ『地縛少年花子くん』×塗りマス！特製コラボク リアファイル
▼審査結果発表
2020 年 9 月 7 日（月）予定
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TV ア ニメ『地縛少年花子くん』について
TV アニメ『地縛少年花子くん』はあいだいろ原作、シ リーズ累計 450 万部を突破している人気漫画を原作とするアニメ。原作 は月
刊『G ファンタジー』（スクウェア・エニックス刊）で連載中。

【あらすじ】
かもめ学園に伝わる一つの奇妙な噂。旧校舎 3 階女子トイレの 3 番目には「花子さん」がいて、呼び出した者の願いを なん でも
叶えてくれるという。おまじない大好き・ オカルト少女の八尋寧々は自分の願いを叶えるため、学校の怪談に身を委ねる…。
▼TV アニメ「地縛少年花子くん」公式ホームペー ジ
https://www.tbs.co.jp/anime/hanakokun/
▼地縛少年花子くん | G ファンタジー | SQUARE ENIX
https://magazine.jp.square-enix.com/gfantasy/story/hanakokun/
©あいだいろ／SQUARE ENIX・「地縛少年花子くん」製作委員会

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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