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2014 年 12 月 5 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 

 

最大 54％OFF！セルシス製品が冬コミ限定で過去最大級の割引!! 

東 3 ホールに加え、西ホール 1F の画材コーナーにもブース出展 

 

アートスパークグループのセルシスは、12 月 28 日（日）～30 日（火）に開催されるコミックマーケット 87 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、日替りで最大 54%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 

 

■ 詳しい情報は、「セルシス C87」で検索 http://www.clip-studio.com/clip_site/promotion/c87/ 

今回は、従来から出展している東 3 ホールに加え、西ホール 1F アトリウムにもセルシスブースを出展いたします。 

東 3 ホールのセルシス x ワコムブース内体験コーナーでは、ワコムとの共同出展により最新の Intuos シリーズや Cintiq 

Companion をマンガ・イラスト制作ソフト「CLIP STUDIO PAINT」とあわせてお試しいただける体験コーナーをご用意してい

ます。 

また、西ホールのセルシスブースでは、高性能すぎるモンスタータブレットとして話題になった VAIO Prototype Tablet PC

をはじめ、メーカー各社のタブレット PC を展示し、最新の制作環境で「CLIP STUDIO PAINT」をご体験いただけます。 

さらに、両ブースにおいて中学生・高校生の方を対象に、イラスト制作ソフト「CLIP STUDIO PAINT DEBUT」の無料モニタ

ー募集も行います。モニターに進呈する「CLIP STUDIO PAINT DEBUT 」は、動画工房とのコラボ企画による

「BREETSCHLAG（ブレットシュラーク）」のイラストが入った限定パッケージです。「BREETSCHLAG」は、藤真拓哉氏による

キャラクターがタブレットで絵を描いて戦う動画工房のオリジナルコンテンツです。両ブースで製品をご購入いただいた方、

アンケートにご回答いただいた方にも、「BREETSCHLAG」のオリジナルクリアファイルもプレゼントいたします。 

 

■ コミックマーケット 87 

開催日 2014 年 12 月 28 日（日）～30 日（火） 

 

会場 東京ビッグサイト 

セルシス 

ブース 

東 3 ホール セルシス x ワコムブース  

体験コーナー展示予定：  

Wacom Intuos シリーズ・Cintiq 

Companion、TOSHIBAdynabook Tab S80 

西ホール 1F アトリウム セルシスブース 

体験コーナー展示予定：  

VAIO Prototype Tablet PC 、 Microsoft 

Surface 3 
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http://www.clip-studio.com/clip_site/promotion/c87/
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 両ブースで以下の各キャンペーンを開催します。「日替り割」は過去最大級の割引率で、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【54％OFF】の日替り特価で販売します。 

12 月 28 日（日） 

• マンガ制作セット「CLIP STUDIO PAINT EX」 + DynaFont 「まんが 8 書体 

TrueType Hybrid」 

• デジタルペイントのパートナー「Tab-Mate Controller」 

12 月 29 日（月） 

• 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 

• 人型入力デバイス「QUMARION」パッケージ 

12 月 30 日（火） 

• 解説書つき「CLIP STUDIO PAINT PRO イラストレーションテクニック ガイ

ドブックモデル」 

• マンガ制作セット 

「ComicStudioEX4.0」(Windows 版または Mac OS X 版) + DynaFont  

「まんが 8 書体 TrueType Hybrid」 

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 

 

 

ブースでお買い求めいただいた方には動画工房

のオリジナルコンテンツ「BREETSCHLAG」のオリ

ジナルクリアファイルをもれなくプレゼント。※3 さら

に、3,000 円以上お買い上げの方には、人気クリ

エイターのイラスト入りオリジナルタンブラーも差

し上げます。※3 

 

購入特典 「BREETSCHLAG」 

 オリジナルクリアファイル 

 
©BREETSCHLAG/illust:藤真拓哉 

 

【購入特典オリジナルタンブラー】※3,000 円以上お買い上げの方 

キナコ 

 
イラストレーター。おもな仕事にテレビアニメ「ガッチャマンク

ラウズ」キャラクター原案、オタクニュース・ポータル「おたぽ

る」公式キャラクターデザインなど。 

 

Web ： http://marubotan.jimdo.com/ 

Twitter ： https://twitter.com/kamabokoita 

pixiv ： http://www.pixiv.net/member.php?id=604755 

切符 

 
イラストレーター。小説「のうりん」、「対魔導学園 35 試験小

隊」挿絵、ゲームのキャラクターデザインを手がけるなど、多

方面に渡る活動を展開。うさぎが好き。 

 

Web ： http://ticketchan.blog.fc2.com/ 

Twitter ： https://twitter.com/ticketchan 

pixiv ： http://www.pixiv.net/member.php?id=27410 

※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。 

クリエイター応援キャンペーン 

  

 

http://marubotan.jimdo.com/
https://twitter.com/kamabokoita
http://www.pixiv.net/member.php?id=604755
http://ticketchan.blog.fc2.com/
https://twitter.com/ticketchan
http://www.pixiv.net/member.php?id=27410
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中学生・高校生の方を対象に、イラスト制作の定番ソフト「CLIP STUDIO PAINT DEBUT」 

の無料モニターを募集いたします。「BREETSCHLAG（ブレットシュラーク）」のイラストが 

入った限定パッケージです。 

ブースでスタッフに学生証や保険証などの年齢の確認ができるものをご提示のうえ、 

無料モニターに応募することをお伝えください。なお、無料モニター募集は予定人数に 

達し次第、終了とさせていただきます。 

 

 

 

 

VAIO Prototype Tablet PC、TOSHIBA dynabook Tab S80、Microsoft Surface Pro3、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。 

 

■VAIO® Prototype Tablet PC 

 

    VAIO 

 

 

高性能すぎると噂の VAIO Prototype Tablet PC 

開発中のモンスタータブレットに触れる貴重なチャンス！ 

展示場所：西ホール 1F アトリウム 

 

 

■ TOSHIBAdynabook Tab S80 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 業界初、アクティブ静電結合方式採用 Windows 

 ペンタブレット 

 展示場所：東 3 ホール 

 

■Microsoft Surface Pro 3 

 

 

 

 

 

 

「これさえあれば、何もいらない。」 

クラウド新時代のデバイス Surface Pro 3。 

展示場所：西ホール 1F アトリウム 

 

ワコムの最新の Intuos シリーズや Cintiq Companion もブース内で体験できます。 

 

 

タブレット PC 体験コーナー 

  

 

中・高校生限定「CLIP STUDIO PAINT DEBUT」無料モニター募集 
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「BREETSCHLAG」は、株式会社動画工房 版権事業部（2014 年 2 月発足）が企画・原作を手掛けるオリジナル作品。キャ

ラクターデザインに藤真拓哉 （代表作： 「魔法少女リリカルなのは ViVid 」 ） 、ストーリーに深見真（代表作：

「PSYCHO-PASS-サイコパス-」アニメ脚本）迎え、主人公 華月せいらがタブレットを駆使して絵を描いて戦う新しい形の

魔法バトル作品です。 

学研パブリッシング発行の「メガミマガジン」2015 年 1 月号（11 月 30 日発売）から連載がスタートしています。 

 

「BREETSCHLAG」はイラストを制作する方を応援しています！ 

http://www.dogakobo.com/project/breetschlag.html 

 

 
 

■「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 

 

セルシスは、グラフィック系コンテンツの制作・閲覧・流通を、IT 技術で支援するトータルソリューションプロバイダです。 

「CLIP STUDIO PAINT」等のイラスト・マンガ・アニメ制作ツールや、Web サービス「CLIP」を通じた、クリエイターの創作活

動をサポートするサービスの提供と、電子書籍ソリューション「BS Reader」等のコンテンツの制作・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。 

 

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

©BREETSCHLAG/illust:藤真拓哉 

製品名および会社名はそれぞれの会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。 

 

 

お問い合わせ先 

株式会社セルシス 広報担当 増川 聖子 

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

 

 

株式会社セルシスについて 

 

BREETSCHLAG（ブレットシュラーク）について 

  

 

http://www.dogakobo.com/project/breetschlag.html
https://twitter.com/clip_celsys
http://www.celsys.co.jp/

