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全世界の Galaxy Store で CLIP STUDIO PAINT for Galaxy の提供を開始
6 ヶ月無料で利用可能

セルシスは、Galaxy シリーズに対応した「CLIP STUDIO PAINT for Galaxy」*1 を本日 8 月 21 日（金）より、全世界同時に Galaxy
Store で提供開始しました*2。
「CLIP STUDIO PAINT for Galaxy」は、イラストレーション・マンガ・アニメーション制作ツール「CLIP STUDIO PAINT」のすべての機
能を搭載し、Windows / macOS / iPad / iPhone 版と同じ機能をご利用いただけます。Galaxy 端末専用のアプリ配信ストア Galaxy
Store からダウンロードすることで、6 ヶ月間無料で利用できます。無料期間終了後は、使いたいデバイス（Galaxy / Windows /
macOS / iPad / iPhone）で気軽に使える月額利用プランをお申込みいただくと引き続きご利用いただけます。Galaxy Tab S7 と
S7+（日本未発表製品）には、Android で初めて CLIP STUDIO PAINT がプリインストールされているため、すぐに利用できます*3。
スマートフォンでは別途プランの申込みをしなくても、そのまま毎日 1 時間まで無料で利用できます。
Galaxy Store：https://apps.samsung.com/appquery/appDetail.as?appId=jp.co.celsys.clipstudiopaint.galaxystore
イントロダクションムービー：https://youtu.be/0KrEeT_MBM4

S ペン付属の Galaxy Note シリーズや Galaxy 端末では、筆圧感知とエアアクション機能*4 に対応し、画面をタッチせずに S ペン
を動かすジャスチャーだけでツールをすばやく切り替えられ、S ペンの能力を活かした自然な描き心地とジェスチャーで楽しく効
率的に描けます。S ペンがない場合には、Wacom のペンタブレット Intuos や液晶タブレット Wacom One を接続して利用すること
もできます。
また、「CLIP STUDIO PAINT for Galaxy」はセルシスの片手入力デバイス「CLIP STUDIO TABMATE」に対応しています。「CLIP
STUDIO TABMATE」は Galaxy 端末と併用して使用頻度の高い操作をワンアクションで実行でき、より快適にイラストやマンガ、ア
ニメーションの制作を行えます。
「CLIP STUDIO PAINT for Galaxy」のリリースを記念して、全世界を対象としたイラストコンテストを 9 月に開催予定です。詳しくは、
今後セルシスの WEB サイト、SNS でお知らせします。

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

CLIP STUDIO PAINT for Galaxy

Galaxy Store URL

https://apps.samsung.com/appquery/appDetail.as?appId=jp.co.celsys.clipstudiopaint.galaxystore

価格

EX のグレードが 6 ヶ月間無料で利用できます。
スマートフォンでは、無料期間終了無料期間終了後も毎日 1 時間無料で利用できます。
スマートフォン以外のデバイスでは、月額利用プランをお申込みいただくことで引き続きご利用い
ただけます。
●月額利用プラン
・１デバイスプラン（Galaxy / Windows / macOS / iPad から 1 台選んで利用）
CLIP STUDIO PAINT PRO：480 円 / 月
CLIP STUDIO PAINT EX：980 円 / 月
・2 デバイスプラン（Galaxy / Windows / macOS / iPad から 2 台選んで利用）
CLIP STUDIO PAINT PRO：800 円 / 月
CLIP STUDIO PAINT EX：1,380 円 / 月
・プレミアムプラン（Galaxy / Windows / macOS / iPad / iPhone から 4 台選んで利用）
CLIP STUDIO PAINT PRO：980 円 / 月
CLIP STUDIO PAINT EX：1,600 円 / 月
・スマートフォンプラン（Galaxy / iPhone から 1 台選んで利用）
CLIP STUDIO PAINT PRO：100 円 / 月
CLIP STUDIO PAINT EX：300 円 / 月
スマートフォンプランは、S ペンなどの筆圧が検知できるペンが利用できないデバイス向けのプラ
ンです。S ペンが利用できるデバイスや、DeX モードで液晶タブレット Wacom One を利用できるデ
バイスでは、スマートフォンプラン以外のプランをお申込みいただくことで、PC やタブレットと同等
の作業環境でドローイングを行うことが可能です。

対応言語

ご利用デバイスの言語設定に応じて、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

Android 9、10

動作対象端末

Galaxy シリーズ対象端末
【SmartPhone】
・3GB 以上のメモリ必須 6GB 以上推奨
・6 インチ以上のディスプレイサイズを推奨
【Tablet】
・3GB 以上のメモリ必須 6GB 以上推奨
・10.4 インチ以上のディスプレイサイズを推奨

筆圧対応ペン

S ペン（Galaxy Note シリーズやタブレット端末に同梱）
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CLIP STUDIO PAINT for Galaxy の主な特長
CLIP STUDIO PAINT はマンガ、イラストレーション、アニメーション制作ソフ
トとして、Windows / macOS / iPad / iPhone でリリースされ、これまでに
800 万人を超える*5 世界各国のクリエイターに利用されているペイントツー
ルです。自然で気持ちの良い描き味と多彩な機能により、エントリーユー
ザーからマンガ家、イラストレーター、アニメーター、デザイナーなど幅広い
分野のクリエイターにご利用いただいており、大学、専門学校などの美術
系教育機関でも導入されています。

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。

Galaxy ならではの機能
S ペンのジャスチャーでツールにクイックアクセスすることで、機能を切り替
えながら作業をすることができます。「エアアクション設定」*4 を使うと、好み
の機能を S ペンのジェスチャーに割り当てることができます。

6 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 6 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。Galaxy
で撮った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や「線画抽出」や「トーン化」でマンガ素
材にできるカメラ機能があります。

Wacom のペンタブレット Intuos や液晶タブレット Wacom One を接続可能
S ペンがない場合でも Wacom のペンタブレット Intuos や液晶タブレット
Wacom One を接続して利用することもできます。

クラウドに保存して PC、タブレットでも
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 Android
スマートフォンで、自宅や仕事場では PC/タブレットで本格作業という、より
自由な制作スタイルを実現します。

*1 「CLIP STUDIO PAINT for Galaxy」は Galaxy Store 専用の製品名です。
*2 国や地域によって、アプリが配信されない場合や配信開始日時が異なる場合があります。
*3 本アプリは Galaxy Tab S7 および S7+にのみプリインストールされています。国や地域によってプリ
インストールの対応状況が異なる場合があります。その他の端末については、8 月 21 日より Galaxy ス
トアからダウンロード可能です。
*4 一部ご利用いただけないエアアクション機能もございます。
*5 体験版ユーザーおよび iPad 版、iPhone 版のインストール数を含む。
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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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