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2012 年 5 月 24 日 

関係各位 

株式会社セルシス 

 

人型入力デバイス『QUMARION』の予約販売を開始 

誰でも直感的に 3Ｄキャラクターのポーズ付けやモーション作成が可能に 

 

  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、以下：セルシス）は、人型入力デバイス

『QUMARION (クーマリオン)』を、5 月下旬よりパートナー企業向けに提供開始いたしました。また、『QUMARION』とソフトウ

ェア等をセットにした『QUMARION パッケージ』の予約販売を「創作活動応援サイト CLIP」にて、6 月 21 日（木）より開始いた

します。発送は、7 月下旬を予定しております。 

 

  『QUMARION パッケージ』には、人型入力デバイス『QUMARION』と、『QUMARION』を使用してすぐに創作活動が行える、

Windows/Mac OS X に対応した以下のソフトウェアが同梱されます。 

 

 イラスト制作ソフトウェア 「CLIP STUDIO PAINT PRO」 

 モーション作成ソフトウェア 「CLIP STUDIO ACTION」 

 キャラクター編集ソフトウェア 「CLIP STUDIO COORDINATE」 

 

  『QUMARION』は、3D キャラクターを操作するために『QUMA』技術*1 を利用して開発された人型入力デバイスです。従来

は画面に表示されている 3D キャラクターを操ることは非常に手間のかかる作業であり、熟練を必要としましたが、

『QUMARION』により、従来のキーボードやマウス等では不可能だった、ユーザビリティが極めて高い快適なユーザーインタ

ーフェースによる操作が可能となります。これにより多くのクリエイターが 3D キャラクターを活用した静止画やアニメーション

を簡単かつ効率よく制作できるようになります。 

 

『QUMARION』は、中性的かつ美しいデザインにより、男女どちらのポーズでも違和感なくとらせることが可能で、クリエイ

ターのイメージを存分に引き出すことができます。関節は、人の動作を表現するために十分な可動域をもち、各関節からの

データは毎秒約 120 フレームで PC に取り込まれ、リアルタイムに 3D キャラクターに反映されます。 

 

 

「CLIP STUDIO PAINT PRO」*2 は、自然な描き味とパワフルなパフォーマンスを備えたイラスト制作ソフトウェアです。3D

デッサン人形による作画支援機能もあり、『QUMARION』にて操作することができます。従来のデッサン人形のようにポーズ

をつけたあとで、撮影したり、見て描いたりといった手間が必要なく、イメージしたポーズをリアルタイムで確認しながら、ダ

イレクトに下絵として作画に利用することができます。 

 

「CLIP STUDIO ACTION」は、ポーズとポーズの間を自動的に補完していくことで汎用モーションが作成できる、モーショ

ン作成ソフトウェアです。3D の背景やオブジェクトの配置、カメラ操作やライティングコントロールなど、3D キャラクターを利

用した動画を作成する機能も搭載されています。『QUMARION』を使用することにより、従来の 3D モーション作成ツールで

は難しかった 3D キャラクターへのポーズ付けを直感的に行うことができ、作業効率を格段に上げることができます。 
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「CLIP STUDIO COORDINATE」は、読み込んだ 3D モデルを組み合わせ、「CLIP STUDIO PAINT PRO」や「CLIP 

STUDIO ACTION」で使用することができるオリジナルの 3D キャラクターを編集し、『QUMARION』にて動かすために必要な

ボーンの設定も行うことができます。また、キャラクターだけでなく 3D の背景の編集も可能です。 

 

各ソフトウェアは Windows と Mac で共通のインターフェース・機能が利用可能です。クリエイターは環境に左右されずにク

リエイティブな課題にのみ集中できます。また、同梱される Tab-Mate Controller との連携により、さまざまな操作を直感的

に行うことができます。 

 

 『QUMARION』は、3D キャラクターを利用した創作活動において、革新的な操作体験を実現します。また、イラスト制作ソ

フトとモーション制作ソフトを同梱することにより、2D/3D を問わず、各コンテンツ分野で活躍されているクリエイターのみな

さまにすぐにご利用いただけるパッケージとなっております。 

 

  『QUMARION』パッケージの価格は下記のとおりです。 

製品名 初回出荷限定価格 予約受付開始予定 

QUMARION 67,800 円（税込） 6/21（木） 15：00～ 

 

  『QUMARION』の初回出荷分の販売については「創作活動応援サイト CLIP」での予約販売のみとなります。価格につき

ましても初回出荷限定価格として販売をいたします。 

 

なお、Autodesk Maya、Autodesk 3ds Max 用 QUMARION プラグインの提供方法につきましては確定次第お知らせいたし

ます。 

 

 

 

製 品 名 ： QUMARION   

予 約 開 始 日 ： 2012 年 6 月 21 日（木） 

初回出荷限定価格 ： 67,800 円（税込） 

発 売 元 ： 株式会社セルシス 

対 応 O S ： Windows / Mac OS X 

製 品 内 容 ： 

 

 QUMARION 本体 

 本体付属品 

  ・手の交換パーツ 2 種類 

  ・専用工具 

  ・USB ケーブル 

 同梱ソフトウェア 

・CLIP STUDIO PAINT PRO 

・CLIP STUDIO ACTION 

・CLIP STUDIO COORDINATE 

 Tab-Mate Controller 

 オーナーズカード 

 QUMARION 取扱説明書 

 初回限定特典 

・QUMARION 専用スタンド 

・QUMARION Chronicle（小冊子） 

*【対談】高河ゆん × 浅井真紀  

*【対談】redjuice × 浅井真紀 

*【対談】日本橋ヨヲコ × 浅井真紀 

*QUMARION キーポーズ 

*QUMARION 開発秘話 

・A4 書き下ろしポスター 3 枚 

*redjuice 描き下ろしポスター 

*高河ゆん描き下ろしポスター 

*日本橋ヨヲコ描き下ろしポスター 

・QUMARION 特製グッズ 

*QUMARION シルエットシール 

*QUMARION クリアファイル 

QUMARION 製品概要 

 

専用スタンド 手の交換パーツと 

専用工具 

QUMARION パッケージ 
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『QUMARION』に関する詳しい情報は、以下の Web サイトをご参照ください。 

QUMARION サイト ：http://www.clip-studio.com/quma/ 

 

*1 『QUMA』技術は 3D-CG データを操作するために開発された入力装置、および制御技術です。ソフトイーサ株式会社と株式会社ビビアンが中心となって研究開発を 

 進め、セルシスもソフトウェア分野において協力を重ねています。 

*2 CLIP STUDIO PAINT 公式サイト 「CLIP STUDIO.net」：http://www.clipstudio.net/ 

 

 

 

株式会社セルシスは、1991 年 5 月に設立。イラスト制作ソフト「ILLUST STUDIO」やマンガ制作ソフト「COMIC STUDIO」、

アニメ制作ソフト「RETAS STUDIO」などの制作ツールや、クリエイターの活動をトータルにサポートする「CLIP」サービスを

提供する「クリエイターサポート事業」、携帯電話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を提供

する「電子書籍サポート事業」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、QUMARION、ILLUST STUDIO、COMIC STUDIO 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。 

 

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 加藤 清司 

〒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@celsys.co.jp 

 

本件をご掲載いただく際の読者様からのお問い合わせ先 

株式会社セルシス 営業部 

TEL：03-5304-0855 / e-mail：info@celsys.co.jp 

株式会社セルシスについて 

 


