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東映ア ニメーシ ョン株式会社がデジ タル作画ワークフローに
C LIP ST UDIO PAINT fo r iPad を採用
東映ア ニメーシ ョンデジ タルタイム シ ート fo r iPad の配信もスタート

セルシスのイラスト・マンガ・アニメーション制作ソフト「CLIP STUDIO PAINT for iPad」が、東映アニメーション株式会社のデジ タル
作画ツールとして採用されました。教育用作品「はなゆうびん ひまわり」等の制作において、東映アニメーションデジ タルタイムシ
ート iPad 版と CLIP STUDIO PAINT for iPad の連携による業務フローが構築されています。

東映アニメーションとセルシスは、CLIP STUDIO PAINT と「東映アニメーションデジタルタイムシート」の連携を進め 、タイミン グや
指示をデジタルタイムシートで確認する、紙のタイムシートを踏襲したワークフローの構築に取り組んでいます 。この取り組みで
は、東映アニメーションと共同で策定したタイムシート情報を、汎用的な形で入出力可能な共通フォーマットが活用されています。
フォーマットに則り記述された「汎用デジ タルタイムシー ト情報ファイル」を介して、他のソフトや工程管理ツールとの連携も可能で
す。
東映アニメーションでは、CLIP STUDIO PAINT for iPad による作画フローを構築するにあたり、「CLIP STUDIO PAINT for iPad
ボリュームライセンス サブスクリプション版」が導入されました。CLIP STUDIO PAINT for iPad ボリュームライセンス サブスクリ
プション版は、通常 App Store からのみ購入可能な CLIP STUDIO PAINT for iPad を、法人単位で契約できる企業・教育機関向
けの製品です。複数端末での契約や、1 台の端末で複数ユーザーの利用が想定される環境でも利用いただけます。
9 月 30 日に公開した CLIP STUDIO PAINT ver.1.10.0、東映アニメーションデジタルタイムシート ver.2.25.2 では、アニメーターが
ファイルを保存する手間を介さず 、よりシーム レスにソフト間の同期が行えるよう になりま した。 CLIP STUDIO PAINT を利用中の
ユーザーは、最新バージョンを無料でダウンロードできます。また、東映ア ニメーションは「東映アニメーション デジタルタイムシー
ト」の iPad 版を、9 月 30 日より AppStore で無償配布を開始しま した。
▼CLIP STUDIO PAINT ver.1.10.0
https://www.clipstudio.net/ja/dl
▼東映アニメーションデジタルタイムシート ver.2.25.2（Windows)*1
https://www.clipstudio.net/ja/dl/toeianimation
▼東映アニメーションデジタルタイムシート for iPad*1
https://apps.apple.com/jp/app/id1522419966
▼タイムシート情報をデジタルで入出力・管理するため の形式について
https://www.celsys.co.jp/topic/20170626

「映画 おしりたんてい」や現在制作中の「ワー ルドトリガー」内で試験導入され、「はなゆうびん ひまわり」では両ソフトウェアを活
用したデジタル作画ワークフローが構築されま した。

CLI P STUDIO P AINT for iPad ボリュームライセンス サブスクリプション版について
・本製品はサブスクリプション版となり、1 年間のご 利用契約となります。
・本製品は 50 ライセンスからお申し込みいただけます 。
・同じ端末を任意のユーザーが利用できます。
・ご契約のライセンス数に応じて、お得な割引がござ います。
・本製品のご利用には Apple 社と Apple Developer Enterprise Program(以下 ADEP)の新規契約が必要です。
・ADEP をご利用いただくには、Apple 社の定める利用規約への同意と Apple 社への契約料 299 米ドルのお支払いが必要です 。
なお、ADEP 契約料は Apple 社の方針に伴い変更される可能性があります。
・ADEP の規約に基づき、本製品はセルシスと契約した組織に属した端末でのみ利用ができ、組織の業務に従事し、組織の端末
を使用することを許諾した第三者のみ使用することができます 。
・本アプリケーションをご利用いただくには、アプリケーションの利用状況を管理でき、セルシスからも本製品の利用状況が確認で
きる仕組みのある MDM ソリューションの導入が必要です 。2020 年 9 月 30 日現在、jamf PRO での運用に対応しています。
・ MDM ソリューションの申し込み、ご契約、導入の手続き及び 管理に係る費用はお客様のご負担となります。

東映ア ニメーシ ョンデジタルタイムシート for iPad について
東映アニメーションデジタルタイムシート for iPad は、CLIP STUDIO PAINT for iPad のタイムライン情報を汎用デ ジタルタイムシ
ート情報を介して連動でき、紙のタイムシートと同様の表示形式で、CLIP STUDIO PAINT for iPad のタイムライン情報を編集する
ことができます。動画欄も搭載され、アニメーシ ョン制作における あらゆる作画工程で、タイミン グや指示をタイムシートで確認しな
がら作業を進めていくアニメーター に馴染み深いワー クフローを iP ad 上で構築可能です 。

CLIP STUDIO PAINT は、800 万人以上が利用したイラスト・マンガ・ア ニメーション制作ソフトです 。（ *2） 気持ちの良い描き味と
豊富な機能を備え、世界各国の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 ターなどのプロのク リエイターまで
幅広く愛用されており、多数のア ニメーションスタジオで活用いただいています。
アニメーションスタジオでの導入事例
https://www.celsys.co.jp/clipsolution/casestudies/#category18

*1 東映アニメーショ ンデジタルタイムシート、東映アニメーショ ンデジタルタイムシート for iPad との連携は CLIP STUDIO PAINT EX のみ対応
*2 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

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。
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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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