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『ジャックジャンヌ』発売日決定 及び 新情報公開のお知らせ 

 

株式会社ブロッコリー（本社：東京都練馬区、代表取締役社長：高橋 善之）は「東京喰種」の作者 石田スイ氏

がキャラクターデザイン・世界観設定・イラスト・シナリオを手掛け、鋭意制作中の Nintendo Switch™用ソフト『ジ

ャックジャンヌ』の発売日を 2020 年 8 月 5 日（水）と決定、新情報を公開いたしましたことをお知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本作は「東京喰種トーキョーグール」の作者、石田スイ氏による完全新作で、歌劇学校を舞台にした少年・少

女たちの青春ストーリーです。ゲーム内の立ち絵・イベントイラストは全て石田スイ氏の描きおろし、ストーリーは

小説 20 冊分を超える大ボリューム、メインシナリオはフルボイスと、超豪華仕様です！ 

ソフトの予約開始に合わせて、石田スイ氏直筆イラスト入りのNintendo Switch Lite100台が当たる超豪華キャ

ンペーンも同時開催！ 

 



石田スイ氏が「男性にも女性にも楽しんでもらいたい！」と総力を懸けて製作する「ジャックジャンヌ」は、 

2020 年 8 月 5 日（水）発売です。 

ご予約は店頭、WEB サイト等で受付中、最新情報は「ジャックジャンヌ」公式サイト(https://jackjeanne.com/） 

をご覧ください！ 

 

 

 ストーリー  

男性だけで構成された劇団、玉阪座。 

男性が女性も演じる玉阪座は、役者を育てつつ公演を行うユニヴェ－ル歌劇学校も有しており、 

そのどちらが行う公演も、圧倒的に煌びやかな世界が観る人の視線を１秒たりとも逃さない。 

 

ユニヴェール歌劇学校では狭き門を突破して入学した才能ある生徒たちが 4 つのクラスに分かれて演劇を学び、

ユニヴェール内で最優のクラスという称号を勝ち取るため、競い合っていた。 

 

演劇の道を諦めていた主人公「立花希佐」は、とある出来事がきっかけで 

２つの約束を条件にユニヴェール歌劇学校の生徒になることを特別に許可される。 

その条件とは、１年の最後にある最終公演で主演になること。 

そして、女性であることを隠し通すこと… 

 

自身の夢を叶えるため、所属するクラスのため、 

「歯車」となって仲間たちと絆を深めていく主人公。 

仲間たちと過ごした先に主人公を待ち受ける未来とは……？ 

 

 

 メインキャラクター紹介  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jackjeanne.com/


◆立花希佐（たちばな きさ）／Tachibana Kisa 

※主人公／苗字固定 CV：寺崎裕香（ボイス ON/OFF 可能） 

 
「今日からユニヴェール歌劇学校の生徒なんだ！」 

 

女であることを隠してユニヴェール歌劇学校に入学した本作の主人公。兄は天才役者の立花継希。 

男役のジャックと女役のジャンヌ、どちらも演じられる可能性を秘めている。 

自身の夢の実現と所属クラス「クォーツ」の優勝のため、人々の心を動かす「歯車」となって舞台に立つ。 

 

 

 

◆高科更文（たかしな さらふみ）／Takashina Sarafumi  CV：近藤孝行 

 
「ハッ、しっかりついてこいよ？ アルジャンヌがどんなもんか見せてやる」 

 

持ち前の華やかさと舞踏力で、女役であるジャンヌの中でも主役格であるアルジャンヌを任されている、クォー

ツの顔的存在。 

堅苦しいことは嫌いで、いつもひょうひょうとしているが、勘は鋭く、人のことをよく見ている。 

１年の時、ユニヴェールの伝説的存在、立花継希と組み、舞台の上で輝いていた。 

今ではそれが彼の心に影を作っている。 

 

 

 

 

 



◆睦実 介（むつみ かい）／Mutsumi Kai  CV：笠間 淳 

 
「役をもらうということは、何か求められているものがあるということだ。」 

 

男役であるジャックの中でも主役格であるジャックエースを任され、舞台の華である高科更文を支える器とし

て、彼とコンビを組んでいる。 

寡黙で１人の時間を好むが、クォーツには常に気を配り、困っている生徒がいれば手を貸す優しさも。 

ジャックエースとして自分になにができるのか常に考えているようだ。 

 

 

 

◆根地黒門（ねじ こくと）／Neji Kokuto  CV：岸尾だいすけ 

 
「君ってば、ほんと最高じゃないの！？ 新しい選択肢や可能性でいっぱいだよ！」 

 

クォーツの組長。男役のジャックと女役のジャンヌ、両役こなすだけではなく、クォーツの舞台脚本執筆から演

出まで、多岐に渡って手がける才能人。 

エキセントリックな性格で、最高の舞台を作るためにクォーツの生徒を巻き込み、振り回すことも多い。 

自分の才能を惜しげもなくつぎ込む姿は、どこか生き急いでいるように見えることもある。 

 

 

 

 

 

 



◆白田美ツ騎（しろた みつき）／Shirota Mitsuki  CV：梶原岳人 

 
「１年の稽古付き合えって言われたんだよ。ったく、なんで僕が……」 

 

少女のような容姿と、高い歌唱力で、女性役であるジャンヌを演じるクォーツの歌姫。 

芝居やダンスに対する思いは薄いが、自分の武器であるに歌に関して努力を怠ることはない。 

個人主義で他人に興味を示そうとはしないが、指摘はいつも的確。 

２年生として、主人公たち１年生とどう関わっていくのだろうか。 

 

 

 

◆織巻寿々（おりまき すず）／Orimaki Suzu  CV：内田雄馬 

 
「同じ役でも演じる人が変われば全然違って見える。面白いけど……怖いよな」 

 

パッと人目を引く明るさで、男役であるジャックを演じる主人公の同期。 

伝説のジャックエース、立花継希に憧れ、ユニヴェール歌劇学校に入学した。 

クラスではムードメーカー的存在で、誰に対しても物怖じすることなく話しかけることができる。 

不器用な一面もあるが、立花継希のようなジャックエースになるため、日々奮闘している。 

 

 

 

 

 

 



◆世長創司郎（よなが そうしろう）／Yonaga Soshiro  CV：佐藤 元 

 
「君がユニヴェールで学校生活を送れるように手伝うよ！ 困った事があったら何でも言ってね」 

 

男役であるジャック志望で入学したが、女役のジャンヌとして名前が呼ばれた主人公の同期。 

主人公とは幼馴染みで、小さいころ、主人公の兄である立花継希も交え一緒に演劇ごっこで遊んでいた。 

主人公がユニヴェールに入学した経緯も、女性であることも知っている。 

舞台に対する想いは強いが、上手く表現できず、主人公の影に隠れて思い悩むことも多い。 

 

 

 ゲームシステム  

◆シミュレーション 

あなたは今日からユニヴェール歌劇学校に入学した主人公！ 

個性豊かな生徒たちと学校生活を送りながら、日々舞台稽古に励んでいきます。 

 

▲役者を育てつつ公演を行う、ユニヴェ－ル歌劇学校 

 

あなたのミッションは『クラス優勝』と『最終公演での主演への抜擢』。 

そのためには公演の成績だけではなく、同じクラスである「クォーツ」のメンバー達との絆が大きな鍵。あなたの

選択が、物語の結末に大きな影響を与えることに！ 



 

▲舞台袖背景 

 

      

▲ライバルクラスにも個性豊かなキャラクターが揃う 

 

◆リズムゲーム 

公演パートはリズムアクションゲーム！ 

本作ではキャラクター達の歌声が楽しめる歌唱パートと Seishiro 氏が振付を行う本格的なダンスが楽しめるリズ

ムパートの２種類を用意。簡単操作の本格リズムアクションで、クォーツの公演を彩りましょう。 

    

▲公演パートでは衣装が変わり、華やかなキャラクター達が登場 

 



   

▲公演の衣装等、全て石田スイ氏が製作 

 

 

 製品情報  

タイトル：ジャックジャンヌ 

ジャンル：少年歌劇シミュレーションゲーム 

対応機種：Nintendo Switch／Nintendo Switch Lite 

発売日：2020 年 8 月 5 日（水）発売 

価格： 

[限定版] 「限定ユニヴェールコレクション」 12,300 円（税別）  

[通常版] 7,800 円（税別） 

[DL 版]  7,800 円（税別） 

 

企画：株式会社ブロッコリー 

原作：石田スイ 

キャラクターデザイン：石田スイ 

シナリオ：十和田シン／石田スイ 

音楽：小瀬村晶 

コンセプトアート：浪人 

振付：Seishiro 

 

発売元：株式会社ブロッコリー 

CERO：審査予定 

 

キャスト 

高科更文：CV.近藤孝行 

睦実 介：CV.笠間 淳 

根地黒門：CV.岸尾だいすけ 

白田美ツ騎：CV.梶原岳人 

織巻寿々：CV.内田雄馬 

世長創司郎：CV.佐藤 元 

立花希佐：CV.寺崎裕香 

他 

 

 

※デザインは変更になる場合があります 



 

 限定版 【限定ユニヴェールコレクション】5 大限定特典  

 

１、石田スイ氏描きおろしスペシャル収納 BOX 

石田スイ氏による限定描きおろしイラストを使用した、豪華仕様 BOX！ 

 

２、ジャックジャンヌ ビジュアルアートブック 

石田スイ氏描きおろしによる豪華装丁のアートブック！ゲーム内に収録されたイラストだけでなく、ここでしか見

られない石田スイ氏による設定画や未公開イラストなども多数収録！ 

 

３、ジャックジャンヌ ノベル：Another 

本編では見られないキャラクター達の物語を収録！  

 

4、ジャックジャンヌ オリジナルドラマＣＤ 

出演：高科更文：CV.近藤孝行、睦実 介：CV.笠間 淳、根地黒門：CV.岸尾だいすけ、白田美ツ騎：CV.梶原岳人、

織巻寿々：CV.内田雄馬、世長創司郎：CV.佐藤 元 

 

5、ジャックジャンヌ ボーカルコレクション ゲームサイズ Ver. 

ジャックジャンヌの世界を彩る公演歌曲全 15 曲を収録！ 

 

 

 法人特典  

店舗ごとの法人特典が発表！石田スイ氏描きおろしイラストを使用した豪華特典や、限定セット、早期予約特

典など情報が盛りだくさん！詳しくは（ https://jackjeanne.com/product/?id=Privilege ）をチェック！ 

 

 

 

 

 

https://jackjeanne.com/product/?id=Privilege


 石田スイ氏直筆イラスト入り Nintendo Switch Lite 100 台プレゼントキャンペーン  

期間中、「ジャックジャンヌ 限定ユニヴェールコレクション」をご予約いただいた方の中から抽選で、石田スイ

氏直筆のイラスト入り Nintendo Switch Lite100 台をプレゼント！ 

 
▲イラストは全て石田スイ氏直筆！ 

 

応募条件        ：期間内に対象店舗にて「ジャックジャンヌ 限定ユニヴェールコレクション」を購入し、 

キャンペーン申し込みを完了された方 

開催期間（応募期間） ：2019 年 12 月 20 日（金）10:00～2020 年 1 月 26 日（日）23:59 

当選発表         ：景品の発送をもって当選の連絡とさせていただきます 

開催場所         ：全国アニメイト店舗／アニメイトオンライン／ブロッコリーオフィシャルストア 

 

詳しくはキャンペーン公式サイトをチェック 

https://jackjeanne.com/product/cp01/ 

 

今後とも、『ジャックジャンヌ』にご注目ご期待をいただきますようお願い申し上げます。 

 

               ◇ジャックジャンヌ 公式サイト https://jackjeanne.com/ 

               ◇ジャックジャンヌ オフィシャル Twitter @JACKJEANNE_JP 

 

 

 

https://jackjeanne.com/product/cp01/
https://jackjeanne.com/
https://twitter.com/JACKJEANNE_JP


◇本件IRに関するお問合せ先： 株式会社ブロッコリー IR窓口 

お問合せフォーム：https://www.broccoli.co.jp/support/inq.php?id=ir01 

TEL：03‐6685‐1366  (IR窓口専用回線)  受付時間【月～金(祝祭日除く) 10：00～12：00／13：00～17：00】 

 

©Sui Ishida／BROCCOLI 

※掲載されているロゴマーク、画像の二次利用はご遠慮下さい 。 

※Nintendo Switch は任天堂の商標です。 

※その他記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。 

※ニュースリリースの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。 

以     上 

 

https://www.broccoli.co.jp/support/inq.php?id=ir01

