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「ジャックジャンヌ」ハーフアニバーサリーのお知らせ 
 

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 以下、ブロッコリー）の

Nintendo Switch™用ソフト「ジャックジャンヌ」が 2021 年 3 月 18 日（木）に発売してから、2021 年 9

月 18 日（土）をもって半年を迎えました。 

このたびは、ハーフアニバーサリーを記念して、様々なお知らせをご紹介いたします。 

 

1.「ジャックジャンヌ」CD2種が 9月 18日（土）より発売中 

 

・ジャックジャンヌ VOCAL COLLECTION 

Nintendo Switch 用ソフト「ジャックジャンヌ」内に登場するすべての歌曲に、オリジナルオフボーカル

を含む計 40 トラック（3枚組）を収録したアルバム。 

主人公たちがユニヴェール歌劇学校で行う「公演」の歌曲が今回、初のフルサイズにて 

収録されているほか、メインキャスト 7人で高らかに歌い上げるオープニング曲、ルートごとに歌唱者の

変わるエンディング曲（全 7種）など、本作における「歌曲」を完全網羅。 

石田スイ描きおろしイラストによる特製スリーブケース仕様。 

 

歌     ：立花希佐(CV：寺崎裕香)、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) 

 

価格    ：3,800 円（税込） 

発売日   ：2021 年 9 月 18 日（土） 



発売元   ：株式会社ブロッコリー 

レーベル  ：b-sound 

ジャンル  ：キャラクターソング 

 

※ジャックジャンヌ VOCAL COLLECTION 試聴動画 

https://youtu.be/qBL3VkPuQNk 

 

詳細は特設サイト( https://jackjeanne.com/cd/vocal_sound )をご覧ください 

 

 

・ジャックジャンヌ ORIGINAL SOUNDTRACK 

Nintendo Switch 用ソフト「ジャックジャンヌ」内に登場する劇伴（BGM）全 52曲を 

収録したアルバム。ユニヴェール歌劇学校での日々を彩り、舞台公演をより鮮やかに引き立てる劇伴は、

すべて本作の音楽監督である小瀬村晶によって紡ぎ出されたもの。 

石田スイ描きおろしイラストによる紙ジャケット仕様。 

 

 

音楽 ：小瀬村晶 

価格   ：3,000 円（税込） 

発売日 ：2021 年 9 月 18 日（土） 

発売元 ：株式会社 SCHOLE 

レーベル ：Schole Records 

ジャンル ：サウンドトラック 

 

※ジャックジャンヌ ORIGINAL SOUNDTRACK 試聴動画 

https://youtu.be/nq6LLWK0BCQ 

 

詳細は特設サイト( https://jackjeanne.com/cd/vocal_sound/#rele02 )をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/qBL3VkPuQNk
https://jackjeanne.com/cd/vocal_sound
https://youtu.be/nq6LLWK0BCQ
https://jackjeanne.com/cd/vocal_sound/#rele02


2. 「ジャックジャンヌ VOCAL COLLECTION」ダウンロード配信開始 

9月 18 日（土）発売となった CD「ジャックジャンヌ VOCAL COLLECTION」の全収録曲がダウンロード配

信開始！ 

 

iTunes Store やレコチョクなどの各ダウンロードサービスでお楽しみいただけます。 

音楽配信サービスはこちら( https://fanlink.to/jackjeanne ） 

 

＊ゲーム OPテーマ「Jack & Jeanne Of Quartz」のみ、各ストリーミングサービスでも配信中です。 

 

 

3．JOYSOUND にて「ジャックジャンヌ」歌曲の配信が決定 

 
 

「ジャックジャンヌ VOCAL COLLECTION」発売と合わせて、9 月 18日（土）より JOYSOUND にて「ジャック

ジャンヌ」OPと ED の配信がスタート！ 

 

さらに 10月からは、OPと公演歌曲 15曲のアニメカラオケ配信も決定！ 

たくさん歌ってくださいね。 

 

＜9月 18日（土）配信＞ 

ジャックジャンヌ OPテーマ「Jack & Jeanne Of Quartz」  

選曲番号：492995 

楽曲表示ページ< https://www.joysound.com/web/search/song/895747 > 

 

ジャックジャンヌ EDテーマ「風が吹いたんだ(クォーツ Ver.)」  

選曲番号：492994 

楽曲表示ページ< https://www.joysound.com/web/search/song/895748 > 

 

＜アニメカラオケにて 10月配信予定＞ 

ジャックジャンヌ OPテーマ「Jack & Jeanne Of Quartz（ゲームサイズ Ver.）」 

「Fortune color is crystal!（ゲームサイズ Ver.）」 

「鈴かけの木をこえて（ゲームサイズ Ver.）」 

「我らグレートガリオン（ゲームサイズ Ver.）」 

「Ms. Robin（ゲームサイズ Ver.）」  

「Compass line（ゲームサイズ Ver.）」 

「なまえのないともだち（ゲームサイズ Ver.）」 

「ハレル・ア～友よ、わが神の名をさけべ～（ゲームサイズ Ver.）」 

「！！！ゴーストパーティー！！！（ゲームサイズ Ver.）」 

https://fanlink.to/jackjeanne
https://www.joysound.com/web/search/song/895747
https://www.joysound.com/web/search/song/895748


「オー・ラマ・ハヴェンナ おお、愛するハヴェンナよ（ゲームサイズ Ver.）」 

「懺悔室で激しく懺悔（ゲームサイズ Ver.）」 

「淡色（ゲームサイズ Ver.）」 

「Departure（ゲームサイズ Ver.）」 

「なかつくにのキルツェ（ゲームサイズ Ver.）」 

「Quartz Anima」 

「Over the wall（ゲームサイズ Ver.）」 

 

背景映像にゲーム内 MVを使用しています。 

 

◆対象機種  

JOYSOUND MAX GO、JOYSOUND MAX2、JOYSOUND MAX、JOYSOUND 響 II、JOYSOUND f1 

※ブロードバンドによる開局を行っている店舗で、お楽しみいただけます。ただし、機種及び設置環境に

より対応していない場合がございます。 

 

◆JOYSOUND 公式サイトはこちら 

https://www.joysound.com/ 

 

 

4. ハーフアニバーサリー＆CD発売記念 Twitterプレゼントキャンペーン開催 

 

 

「ジャックジャンヌ」発売からハーフアニバーサリーを迎えたことと、CD2 タイトルの 

発売を記念して、Twitter プレゼントキャンペーンを開催！ 

 

応募期間：2021年 9月 18日（土）～10月 3日（日）23:59 

 

 

景品 

・Nintendo Switch 用ソフト「ジャックジャンヌ」（通常版） …2名様 

・「ジャックジャンヌ」CD販促ポスター          …20名様 

 

応募方法 

1. ジャックジャンヌ公式 Twitter（@JACKJEANNE_JP）をフォロー 

2. キャンペーンツイートをリツイート 

 

注意事項 

・発送は国内のみに限ります。 

・当選されたお客様へは Twitter のダイレクトメッセージ機能にて当選を通知いたします。 

https://www.joysound.com/


すべてのユーザーからダイレクトメッセージを受信できるように、設定をお願いいたします。 

・当選者されたお客様へのご連絡は、10月初旬を予定しております。 

なお、当選結果に関するお問い合わせにはお答えできません。 

・ツイートを非公開に設定しているアカウントでは、キャンペーンにご参加いただけません。 

 

 

5.ジャックジャンヌを遊んで生まれた気持ちや作品を SNS で共有しよう 

 
 

ハーフアニバーサリーを皆でお祝いすべく、SNS用のハッシュタグをご用意しました。 

この機会にジャックジャンヌを遊んで生まれた気持ちや作品を、下記のハッシュタグを 

利用して、皆さんで共有してみませんか？ 

 

■ハーフアニバーサリーお祝い用ハッシュタグ 

#JACKJEANNE_Half_Anniversary 

 

■ネタバレ OK！ 

いまこそ自由に「ジャックジャンヌ」の好きな部分を語ろう。 

#ジャックジャンヌを自由に語る 

 

■イラストや物語、ハンドメイドに弾き語り…… 

あなたのつくった「ジャックジャンヌ」作品を展示しよう。 

#ジャックジャンヌファンミュージアム 

 

■身の周りで「ジャックジャンヌ」を感じられるものは？ 

写真やテキストで教えて！ 

#ジャックジャンヌがある日常 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.「ジャックジャンヌ」ハーフアニバーサリーセール 

 
 

ソフトの発売から半年を迎えた事を記念して、Nintendo Switch用ソフト「ジャックジャンヌ」のダウン

ロード版がお買い得価格となるセールを 2021年 9月 23日（木）より実施いたします。この機会にぜひ、

お求めください！ 

 

■セール概要 

名称：「ジャックジャンヌ」ハーフアニバーサリーセール 

期間：2021 年 9月 23日（木）00:00～10 月 10日（日）23:59 

 

Nintendo Switch 用ソフト「ジャックジャンヌ」（ダウンロード版） 

通常価格：8,580円（税込）→セール価格 6,864円（税込）＜20%オフ＞ 

 

お求めは My Nintendo Store またはニンテンドーeショップにて。 

・My Nintendo Store 

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000027208.html 

 

・ニンテンドーeショップ 

お持ちの ｢Nintendo Switch｣ をインターネットに接続のうえ、 

ホーム画面の ｢ニンテンドーeショップ｣ アイコンを選択してアクセスしてください。 

 

 

7.「ジャックジャンヌ」ハーフアニバーサリーショップ 

アニメイト池袋本店 3Fわくわくスペースにて 9月 18 日(土)～10月 3日(日)の期間限定での開催！ 展示

に加え、限定商品の販売など盛りだくさんの内容となっています。 

 

さらに、アニメイト大阪日本橋店、アニメイト名古屋店では、応援店として限定商品の 

販売のみを行います。 

詳細情報は下記サイトをご覧ください。( https://jackjeanne.com/news/?ctg=event ) 

※一部商品は、後日ブロッコリーオフィシャルストアでも事後通販を予定しています。 

 

【開催期間】2021 年 9月 18日(土)～2021 年 10月 3日(日) 

【ハーフアニバーサリーショップ開催店舗】アニメイト池袋本店 3Fわくわくスペース 

【応援店】アニメイト大阪日本橋店、アニメイト名古屋店 

※応援店では展示の実施はいたしません。 

※営業時間は各店舗にお問い合わせください。 

 

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000027208.html
https://jackjeanne.com/news/?ctg=event


購入特典① 

お買い上げ税込 2,000円ごとに「ユニヴェール歌劇学校学生証風カード(全 6種)」を 

ランダムで 1枚プレゼント。 

 
 

購入特典② 

お買い上げ税込 10,000円以上で「オリジナルネックストラップ」(ユニヴェール歌劇学校 

学生証風カード 1枚付き)を 1個プレゼント。 

 

 

 

※特典は期間中であっても無くなり次第終了となります。  

※「オリジナルネックストラップ」(ユニヴェール歌劇学校学生証風カード 1枚付き)に付属する 

学生証風カードは「ユニヴェール歌劇学校学生証風カード（全 6種）」よりランダムで 1枚、 

ネックストラップのカードホルダーに収めた形でのお渡しとなります。 

 

※ユニヴェール歌劇学校学生証風カード、オリジナルネックストラップは「ジャックジャンヌ」先行 

試遊会の参加特典で配布したものと同じ仕様となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.ファミマプリント限定ブロマイド販売中 

ファミリーマートのマルチコピー機を使用した、ここでしか手に入らない、限定ブロマイド(ランダム仕

様)が 9月 17日(金)から販売中！ デザインは 2タイプあり、各デザイン 

ともに、L判/200円、2L判/300円です。 

詳細はファミマプリント公式サイト( https://fp.famima.com/game/jackjeanne-h3m5i )をご覧ください。 

 

 商品情報  

商品名  ：ランダムブロマイド L判 / 2L判 

価格   ：L 判  -  200円 

2L判 -  300円 

デザイン：2 種 

① クォーツ&オニキス 

 
 

②ロードナイト&アンバー 

 
販売期間：2021年 9月 17日(金)10:00～2021年 11 月 30日(火)23:59 

展開店舗：全国ファミリーマートのマルチコピー機(ファミマプリント)にて 

※一部店舗を除く 

 

 ファミマプリントとは  

ファミリーマートのマルチコピー機でプリントコンテンツを購入できるサービスです。 

プリント番号を入手することでゲーム、アニメのブロマイド、漢検過去問や登山地図など、さまざまなジ

ャンルのコンテンツを購入・プリントすることができます。 

会員登録やカード決済が不要で、欲しいコンテンツを 1枚から現金で簡単にご購入 

いただけます。 

 

利用方法や、よくある質問についてはこちらをご覧ください。 

https://fp.famima.com/faq 

 

https://fp.famima.com/game/jackjeanne-h3m5i
https://fp.famima.com/faq


 ジャックジャンヌとは  

「ジャックジャンヌ」とは 2021年 3月 18日に発売された Nintendo Switch 用ゲーム 

ソフトタイトル。 

 

男性だけで構成された劇団「玉阪座」が有する「ユニヴェール歌劇学校」を舞台に、 

主人公・立花希佐を中心に、才能あふれる生徒たちの青春群像劇が描かれる「少年歌劇 

シミュレーションゲーム」です。 

 

「東京喰種トーキョーグール 」の作者、石田スイ氏が原作・キャラクターデザインから 

シナリオ、イラストと多方面に渡って手掛けています。 

 

 ゲーム製品情報  

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 

CERO  ：B(12歳以上対象) 

発売日  ：2021年 3月 18日（木） ※体験版ダウンロード配信中！ 

価格  ：パッケージ版 【通常版】8,580 円（税込） 

ダウンロード版 8 ,580円（税込） 

◇ニンテンドーeショップ URL 

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000027208.html 

 

＜スタッフ＞ 

原作／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 

コンセプトアート     ：浪人 

音楽           ：小瀬村晶 

振付           ：Seishiro 

企画／発売元       ：株式会社ブロッコリー 

 

 リンク  

「ジャックジャンヌ」公式サイト 

https://jackjeanne.com/ 

 

ジャックジャンヌ公式 Twitter アカウント 

https://twitter.com/JACKJEANNE_JP 

https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000027208.html
https://jackjeanne.com/
https://twitter.com/JACKJEANNE_JP


 

JOYSOUND公式サイト 

https://www.joysound.com/ 

 

ハーフアニバーサリーショップ ページ 

https://jackjeanne.com/news/?ctg=event 

 

ファミマプリント公式サイト 

https://fp.famima.com/game/jackjeanne-h3m5i 

 

 

©Sui Ishida／BROCCOLI 

© FamilyMart Co., Ltd.All Rights Reserved. 

※Nintendo Switch は任天堂の商標です。 

 

以     上 

https://www.joysound.com/
https://jackjeanne.com/news/?ctg=event
https://fp.famima.com/game/jackjeanne-h3m5i

