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2013 年 12 月 6 日 

関係各位 

アートスパークホールディングス株式会社 

株式会社セルシス 

 

日替りでセルシス製品が最大 50％ OFF!  

冬コミのセルシスブースで大好評クリエイター応援キャンペーンを実施 

 

アートスパークホールディングス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役会長兼社長：川端 一生）の子会社株式

会社セルシス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：野﨑 愼也）は、12 月 29 日（金）〜31 日（日）に開催されるコミック

マーケット 85 セルシスブースにおいて、「クリエイター応援キャンペーン」を実施いたします。セルシス製品が毎日、日替り

で最大 50% OFFになる「日替り割」や、学生証のご提示でコミケ販売価格からさらに 20％OFFになる「学割」などにより、最

新のデジタル制作環境をお求めやすい価格で入手できます。※1 ブース内には、12月 4日（水）にリリースしました最新バー

ジョンのマンガ・イラスト制作ソフト「CLIP STUDIO PAINT」を、メーカー各社のタブレットPC上で試せる体験コーナーもご用

意いたします。最新の制作環境を実際に触れて体験できます。 

 

■ コミックマーケット 85  

開催日 2013 年 12 月 29 日（日）〜31 日（火） 

会場 東京ビックサイト  

セルシス x ワコムブース 東 3 ホール 

 

■ 詳しい情報は、「セルシス C85」で検索 http://www.clip-studio.com/clip_site/promotion/c85/  

 

 下記のキャンペーンを開催します。「日替り割」は有名 EC サイト等を遥かにしのぐ最大級の割引率です。これからデジタ

ルでマンガ・イラスト制作をはじめる方や、この機会に制作環境をアップグレードしたい方は、最新の制作環境を入手する

絶好のチャンスです。 

日替り割※1/2 

下記の各製品を 30 本限定で最大 50％ OFF の日替り特価で販売します。 

12 月 29 日（日） 

• マンガ制作ソフト 「ComicStudioPro 4.0」 (Windows 版または Mac OS X 版) 

• 素材集 10 本セット 

3D 素材集 「3D データコレクション コンプリート版」 + 「サム・トレーディング

トーン素材集  Vol.1〜Vol.3」 + 「マクソントーン素材集  Vol.1〜Vol.3」 ＋ 

「セルシストーン素材集 Vol.1〜Vol.3」 

 Ｎｅｗｓ Ｒｅｌｅａｓe 

クリエイター応援キャンペーン 

  

 

http://www.clip-studio.com/clip_site/promotion/c85/
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12 月 30 日（月） 

• 人型入力デバイス「QUMARION」パッケージ 

• 3D 活用セット 

マンガ・イラスト制作ソフト「CLIP STUDIO PAINT EX （Windows 版/Mac OS X

版）」 + 3D ソフト 「六角大王 Super6」(Windows 版) + 人型入力デバイス

「QUMARION」パッケージ  

12 月 31 日（火） 

• マンガ制作ソフト「ComicStudioPro 4.0」（Windows 版） +  Wacom ペンタブ

レット 「Bamboo」セット 

• マンガ・イラスト制作セット 

「ComicStudioEX 4.0」(Windows 版または Mac OS X 版) + 「CLIP STUDIO 

PAINT EX」（Windows 版/Mac OS X 版） 

学割※1 
身分証（学生証）をご提示いただくとコミケ開催期間中、すべてのセルシス製品をコミケ販売価格より

さらに 20％OFF でご提供。 

購入特典 
セルシスブースでお買い求めいただいた方には人気クリエイターのイラスト入り特製クリアファイルを

もれなくプレゼントします。※3 

 

【特製クリアファイル】 

 

 
MACCO 

 

たまにイラストでお仕事させて頂いて

います。可愛い女の子を描くのが好き

です。 

膝の上に犬を乗せて作業するのが癒

しです。 

 

 

twitter： https://twitter.com/macco_macco 

pixiv：   http://www.pixiv.net/member.php?id=383835 
 

© MACCO/© CELSYS, Inc. /© AHS Co., LTD, 

© VOCALOMAKETS Powered by Bumpy Factory Corporation. 

 

 
ヤス 

 

イラストレーター、漫画家。小説「とら

ドラ！」イラスト、漫画「じょしらく」作

画をはじめ、ゲームのキャラクターデ

ザインを手がけるなど、多方面にわ

たり活躍中。 

 

 

web： http://yasu895.blog83.fc2.com/ 

 
 

© ヤス /© CELSYS, Inc. All rights reserved. 

※1 日替り割、学割は他の割引と併用はできません。日替り割は数に制限があります。また、お一人あたり 2 本までの販売とさせていただきます。 

※2 ご提供価格はコミックマーケット開催の週に特設サイトに掲載します。 

※3 数に限りがありますので無くなり次第、配布終了とさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/macco_macco
http://www.pixiv.net/member.php?id=383835
http://yasu895.blog83.fc2.com/
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 ソニー VAIO の最新秋冬モデル、Microsoft Surface Pro 2、TOSHIBA dynabook V714 など、有名 PC メーカーのタブレッ

ト PC と、タッチ操作に対応した CLIP STUDIO PAINT の最新バージョンを体験できます。 

 

■ソニー VAIO® Duo 13 

 

   

 

 

■ TOSHIBA dynabook V714  

 

   

 

 

 

■Microsoft Surface Pro 2 

 

 

 

 

 

 

 また、セルシスはワコムと共同で出展しており、最新の Intuos シリーズや Cintiq Companion もブース内で体験できます。 

 

■「CLIP」セルシス公式 twitter アカウント 

 

クリエイターのみなさまの創作活動に役立つ、 

セルシスのソフトウェアや創作活動応援サイト「CLIP」の 

最新情報をいち早くお知らせします。 

https://twitter.com/clip_celsys  

 

 

 

 

 

タブレット PC 体験コーナー 

  

 

https://twitter.com/clip_celsys
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アートスパークHD社はアニメ・マンガ制作のデジタル化を推進してきたセルシスと、３D描画技術によるヒューマン・インタ

ーフェイスとアプリケーションを提供するエイチアイの経営統合により設立されました。両社の高度なグラフィック分野の技

術を結集し、ミドルウェアやアプリケーションの開発力などのシナジー効果を最大化し、発展の一途を辿る「デジタルものづ

くり」の分野において、一般からプロフェッショナルに至るまでのユーザーに対してトータルなサポートを提供することにより、

企業価値の向上と社会貢献に尽力してまいります。 

 

アートスパークホールディングスホームページ ： http://www.artspark.co.jp/  

 

 

 

・ 

株式会社セルシスは、1991 年 5 月に設立。「CLIP STUDIO シリーズ」「ComicStudio」「RETAS STUDIO」等の、イラス

ト・マンガ・アニメなどのグラフィック系コンテンツの制作ツールの提供や、グラフィッククリエイターの創作活動を支援する

web サイト「CLIP」を運営し、クリエイターの創作活動をトータルにサポートするサービスを提供する「クリエイターサポート事

業 」 、 PC・タブレットデバイス・スマートフォンを始めとする各種プラットフォームへの電 子 書 籍 配 信 ソリューシ ョ ン 「 BS 

Reader」「BS BookStudio」等の様々なデバイス・プラットホームに対応したグラフィック系コンテンツの制作・流通・再生にま

つわる各種ソリューションを提供する「コンテンツソリューション事業」を営んでおります。 

当社は、マンガ/アニメを始めとするグラフィック系コンテンツの制作/閲覧環境から、流通支援、コンテンツを通じたコミュ

ニケーション等を、IT 技術で支援するトータルソリューションプロバイダを目指しております。 

 

セルシスホームページ ： http://www.celsys.co.jp/  

 

© CELSYS, Inc. All Rights Reserved. 

 

CELSYS、CLIP、CLIP STUDIO、IllustStudio、ComicStudio および RETAS STUDIO は、株式会社セルシスの商標または登録商標です。その他の会社名または製品

名は、各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。 

 

 

IRお問い合わせ先 

アートスパークホールディングス株式会社 

事業管理部 IR 担当 

〒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：03-3710-2985 / e-mail： ir@artspark.co.jp  

 

 

報道関係者様からのお問い合わせ先 

株式会社セルシス 

広報担当 増川 聖子 

TEL：03-3373-9919 / e-mail：press@artspark.co.jp  

 

 

その他のお問い合わせ先 

株式会社セルシス  

営業部 

e-mail： info@celsys.co.jp 

株式会社セルシスについて 

 

アートスパークホールディングス株式会社について 

 

 

http://www.artspark.co.jp/
http://www.celsys.co.jp/
mailto:ir@artspark.co.jp
mailto:press@artspark.co.jp
mailto:info@celsys.co.jp

