
     

                
令和 4 年 2 月 4 日 

各     位 
      会社名 株式会社ブロッコリー 

         代表者名 代表取締役社長 高橋 善之 
         （JASDAQ コード 2706 ） 

 IR 問合せ先  取締役執行役員コーポレート本部長 渡邉 朋浩 
              （TEL 03‐6685‐1366 ） 

 

新作ミニアニメ「令和のデ・ジ・キャラット」 

2022 年秋放送＆配信決定のお知らせ 

 

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」）は、

「デ・ジ・キャラット」の新作ミニアニメ「令和のデ・ジ・キャラット」につきましてお知らせいたします。 

 

 

 

新作ミニアニメ「令和のデ・ジ・キャラット」2022 年秋放送＆配信決定！ 

初解禁情報満載の特報 PV を公開＆声優予想キャンペーン開催！ 

「デ・ジ・キャラット 24 周年記念 こげどんぼ*作品展」レポートも到着！ 
 

 

 
新作ミニアニメ『令和のデ・ジ・キャラット』が 2022 年秋に放送＆配信決定！ 

YouTuberでじこが話題沸騰中の期間限定チャンネル「令和のデ・ジ・キャラットチャンネル」にて、ア

ニメ映像が初解禁となる特報 PVを公開いたしました。 

これまでのシリーズでも楽曲を手がけていただいた奥井雅美さんによる主題歌「曖昧さ、幸福論」も一

部解禁となりましたので、お聴き逃しなく！ 

「令和のデ・ジ・キャラット」の世界をどうぞお楽しみください！ 

 



  

  

  
 

▼主題歌 

「曖昧さ、幸福論」 

歌  奥井雅美 

作詞 奥井雅美 

作曲 矢吹俊郎 

 

▼特報 PV視聴ページ 

https://youtu.be/n3H3hHRdipk 

 

▼YouTube「令和のデ・ジ・キャラットチャンネル」 

https://www.youtube.com/c/digicharat_r 

 

 ブシロちゃんの声優を当てよう！「お前は誰にょ？」キャンペーン実施中！  

 

 
 

ミニアニメ「令和のデ・ジ・キャラット」に登場する新キャラクター「ブシロちゃん」こと「ブシロドノ

ミコト」の声優予想キャンペーンを実施いたします。 

https://youtu.be/n3H3hHRdipk
https://www.youtube.com/c/digicharat_r


正解者の中から抽選で 1 名様に、こげどんぼ*先生描きおろしブシロちゃんイラスト色紙をプレゼントい

たします。 

 

 
▼参加方法 

１．令和のデ・ジ・キャラット公式 Twitter をフォロー 

２．専用フォームから「ブシロちゃんの声はこの人だ！」と思う声優さんのお名前を記入して応募 

 

▼応募専用フォーム URL 

https://form.bushiroad.com/form/omaehadarenyo 

 

▼応募期間 

2022 年 2月 4日(金)正午〜2022年 3月 11日(金)11:59 

 

当選者数：1名 

賞品    ：こげどんぼ*先生描きおろしブシロちゃんイラスト色紙 

正解発表：YouTube「令和のデ・ジ・キャラットチャンネル」にて後日発表予定 

 

 

★ヒント 1： 

配信中の先行 PVのセリフをよく聞いてみてくださいね♪ 

( https://youtu.be/n3H3hHRdipk ) 

★ヒント 2： 

ブシロちゃんことブシロドノミコトは株式会社ブシロードの守護神です！ 

 

※発送は国内のみに限ります。 

※当選者の発表はいたしません。当選者の方には Twitter のダイレクトメール機能で 

当選者登録フォームの URL をご連絡いたします。 

※メールに記載の期限までに当選者登録フォームへ必要事項をご入力いただけない場合は 

当選の権利は失効し、再度抽選を行いますのでご了承ください。 

※応募はお 1人様 1回限りとなります。 

※当選者の権利を譲渡・換金・変更することはできません。また、抽選結果に関する 

お問い合わせにはお答えできかねます。 

※キャンペーン内容は予告なく変更する場合がございます。 

 

 

https://form.bushiroad.com/form/omaehadarenyo
https://youtu.be/n3H3hHRdipk


 新作ミニアニメ「令和のデ・ジ・キャラット」とは…  

 
 

お馴染みのキャラクターたちに加え、ブロッコリーの女神様「ブロッコデス」や、ブシロードの守護神「ブ

シロドノミコト」も登場します。令和でも大暴れ！？なでじこ達をお楽しみに。 

 

▼ミニアニメ「令和のデ・ジ・キャラット」制作スタッフ 

 

監督：桜井弘明 

（「デ・ジ・キャラット」シリーズ アニメ監督、その他の監督作品として 

「斉木楠雄の Ψ難」シリーズ、「まちカドまぞく」、「ミュークルドリーミー」 など） 

 

アニメキャラクターデザイン：渡辺敦子 

（「ハナヤマタ」、「GA-芸術科アートデザインクラス-」ともにキャラクターデザイン・総作監 など） 

 

アニメーション制作：ライデンフィルム 

（｢はたらく細胞 BLACK｣、「りばあす」、「東京リベンジャーズ」 など） 

ほか 

 

▼ミニアニメ「令和のデ・ジ・キャラット」出演キャスト 

 

デ・ジ・キャラット ：真田アサミ 

プチ・キャラット  ：沢城みゆき 

ラ・ビ・アン・ローズ：氷上恭子 

ゲマ        ：亀井芳子 

ピョコラ=アナローグ III世：林原めぐみ 

リク=ハイゼンベルク ：鳥海浩輔 

カイ=シュヴァイツァー：鈴木千尋 

クウ=エアハルト     ：サエキトモ 

ブロッコデス        ：明坂聡美 

ブシロドノミコト    ：？？？  

ほか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



▼「令和のデ・ジ・キャラット」公式サイト 

 https://digicharat-reiwa.com/ 

 

本作の公開に向けて、期間限定で活動中の YouTuber でじこによる大物ゲストとの対談や制作現場への潜

入？企画を予定しています。 

 

 
 

「でじこ」ならではの宣伝活動を、ぜひご注目ください！ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 デ・ジ・キャラット 24周年記念「こげどんぼ*作品展」公式レポート！  

2022 年に「デ・ジ・キャラット」シリーズが 24周年を迎えたことを記念して、原作者である「こげどん

ぼ*先生」が手がけたイラストの展示会が GoFa(Gallery of Fantastic art)にて 2月 4日（金）よりスター

トいたしました。 

  
壁面を埋め尽くすほどのイラストが皆さんをお出迎え。 

24 年の歴史を感じる懐かしい作品から新しい作品まで、前期と後期で内容を大幅に入れ替えて、総数に

して約 240 点以上の大ボリュームでお楽しみいただけます。 

  
作品展限定グッズも盛りだくさん！！ 

受注生産品もありますので、お気に入りのイラストアイテムをぜひ GETしてくださいね！ 

https://digicharat-reiwa.com/


 
会場では、こげどんぼ*先生による作画動画の上映や、今回の作品展限定で抽選販売を行う描きおろし直

筆イラスト原画（額装入り）も展示しています。 

皆さんのご来場、お待ちしています！ 

＊一部の禁止エリアを除き、会場内はすべて写真撮影 OK です。 

＊動画の撮影・フラッシュの使用・長時間立ち止まるなどの行為はご遠慮ください。 

 

作品展公式ページはこちら 

https://gofa.co.jp/exhibition/digi/ 

 

＜開催概要＞ 

■会期 

前期：2022年 2月 4日（金）～3月 13日（日） 

後期：2022年 3月 17日（木）～4月 10日（日） 

※月曜日定休日（祝日を除く） 

※2月 13日（日）はビルメンテナンスのため休館となります。 

※3月 15日(火)～16日(水)までは展示替えの為休館となります。 

※状況により展示会が中止、または延期となる場合がございます。 

■営業時間 - 12：00～18：00 

■会場 - 東京都渋谷区神宮前 5-52-2 青山オーバルビル２F 

GoFa(Gallery of Fantastic art) 

 

■主催 -  GoFa(Gallery of Fantastic art) 

■協賛 -  株式会社マット 

 

■協力 -  株式会社ブロッコリー 

株式会社ブシロード 

■企画制作 -  MAT エンタープライズ株式会社 

■入場 -  当日券/ローソンチケット：800 円(税込) 

 

▼チケットご予約はこちらから 

https://l-tike.com/digicharat-art 

 

■特典 

☆前期特典：A5サイズペーパー①（2/4～3/13） 

☆後期特典：A5サイズペーパー②（3/17～4/10）  

＊①と②で繋がるデザイン 

 

☆スペシャルデー特典：複製ミニ色紙（2/4、2/8~2/10、2/24、3/24、4/2） 

＊複製色紙は全日程共通 

https://gofa.co.jp/exhibition/digi/
https://l-tike.com/digicharat-art


 

 

■販売商品 

直筆サイン入り描きおろしアートグラフ 

描きおろしアクリルスタンド 

バラエティポストカードセット（24枚入り） など 

 



【デ・ジ・キャラットとは】 

ブロッコリーとブロッコリー直営店舗（当時）「ゲーマーズ」のマスコットキャラクターとして 1998 年に

誕生し、アニメやコミック、ゲーム、小説、ラジオ、音楽など、多方面の展開を行ってきた元祖メディアミ

ックスプロジェクトです。 

 

デ・ジ・キャラット星の王女でもあるデ・ジ・キャラット(通称：でじこ)は、猫耳帽子にメイド服という

愛らしい外見とはうらはらに、毒のある性格と、語尾に「にょ」をつけて話す口調が特徴。 

 

20 年を超えてもなお活躍し続ける、萌えキャラの草分けとも言うべき、伝説的なキャラクターです。 

2021 年に「令和のデ・ジ・キャラット」プロジェクトが発表になり、新作ミニアニメの制作が決定してい

ます。 

 

【デ・ジ・キャラット最新情報はこちら】 

▼「令和のデ・ジ・キャラット」公式サイト 

https://digicharat-reiwa.com/ 

 

▼「令和のデ・ジ・キャラット」公式 Twitterアカウント 

https://twitter.com/digicharat_r 

 

▼公式ポータルサイト「でじこのへや」      

https://www.broccoli.co.jp/dejiko/ 

 

▼デ・ジ・キャラット公式キャラクターTwitter   

https://twitter.com/dejiko_15th 
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