
 

   
令和 4 年 3 月 18 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 ） 

 

「ジャックジャンヌ」1 周年記念企画のお知らせ 
 

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）の少年歌劇シミュレーショ

ンゲーム「ジャックジャンヌ」は、本日、2022年 3 月 18日（金）にゲーム発売 1周年を迎えました。 

 これもひとえに皆様のご支援の賜物と厚く御礼申し上げます。 

この度は、1周年を記念した企画をお知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 1周年記念企画 > 

1．「ジャックジャンヌ 1st Anniversary Shop」を 3/18 より開催 

2．「ジャックジャンヌ 1st Anniversary Cafe」を 3/18 より開催 

3．ジャックジャンヌ×JOYSOUND コラボレーションキャンペーンが 3/18より開催 

4．『ジャックジャンヌ 1st Anniversary 前夜祭特番』YouTubeにて公開中 

5. 原作者、キャスト陣による 1周年お祝いコメントを公開 

6. ジャックジャンヌ 1周年記念小説を公開  

7. Nintendo Switch 用ソフト「ジャックジャンヌ」 

英語、中国語（繁体字）ローカライズ版の制作が決定 

8．ジャックジャンヌ×カラオケの鉄人コラボレーションキャンペーン開催 

9. ダウンロード版ソフトが 30％OFFに！ 1周年記念セール開催 

 

「ジャックジャンヌ 1st Anniversary」特設サイト 

 https://jackjeanne.com/special/1st_anniversary/ 

 

https://jackjeanne.com/special/1st_anniversary/


◆1.「ジャックジャンヌ 1st Anniversary Shop」 

 

 
 

3月 18 日(金)より東京・渋谷パルコ 地下 1階ギャラリーXにてポップアップショップ「ジャックジャ

ンヌ 1st Anniversary Shop」を開催。 

石田スイ氏描きおろしアニバーサリーイラストを使用した新作グッズの販売や、特別に制作された 

「不眠王（ねむらずおう）」の劇中衣装展示など、ジャックジャンヌファン必見の要素が盛りだくさんの記

念イベントです。 

 

＜概要＞ 

ジャックジャンヌ 1st Anniversary Shop 

場所：GALLERY X BY PARCO B1F 

住所：〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町 15−1 渋谷パルコ B1F 

  

＜開催期間＞ 

2022 年 3月 18日（金）～ 4月 4日(月) 

営業時間：11：00～20：00 

URL     ：https://art.parco.jp/galleryx/detail/?id=925 

※3 月 18日～3月 20日の間は予約入場となります。予約受付は終了しております。 

入場方法については GalleryX サイトをご確認下さい。 

 

<展示内容> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・新人公演『不眠王（ねむらずおう）』 王様と娘の衣装展示 

・石田スイ氏描きおろしアニバーサリーイラスト 等身大パネルフォトスポット 他 

 

特設サイト(https://jackjeanne.com/special/1st_anniversary/shop/) 

https://art.parco.jp/galleryx/detail/?id=925
https://jackjeanne.com/special/1st_anniversary/shop/


◆2．「ジャックジャンヌ 1st Anniversary Cafe」 

 

 
 

3月 18 日(金)より東京・渋谷 The Neworder Table 渋谷駅店にて「ジャックジャンヌ 1st Anniversary 

Cafe」を開催！ 

 

ジャックジャンヌの世界観を感じられる特別なフード、ドリンクメニューをはじめとし、 

アニバーサリーイラストのクォーツ生 7人が可愛いミニキャラになった限定グッズなどをご用意！ 

ジャックジャンヌの魅力に浸れる空間で、楽しいひと時をお過ごしください。 

 

＜概要＞ 

ジャックジャンヌ 1st Anniversary Cafe 

場所：The Neworder Table 渋谷駅店 

住所：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂 2-6-17 TOHO シネマズ渋谷 地下 1階 

 

＜開催期間＞ 

2022 年 3月 18日（金）～ 4月 17 日(日) 

全席予約制 

※当日席もございますが、ご利用の際は事前のご予約をおすすめいたします。 

 

＜営業時間＞ 

時短営業時間：ランチ   11:30～14:30（Lo.14:15） 

ディナー 14:30～21:00（料理 Lo.20:00、ドリンク Lo.19:45） 

 

通常営業時間：ランチ   11:30～14:30（Lo.14:15） 

ディナー 14:30～23:00（料理 Lo.22:00 ドリンク Lo.22:30） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特設サイト(https://jackjeanne.com/special/1st_anniversary/cafe/) 

https://jackjeanne.com/special/1st_anniversary/cafe/


◆3．ジャックジャンヌ×JOYSOUND コラボレーションキャンペーン開催！ 

 

 

「ジャックジャンヌ」全歌曲のフルサイズカラオケ配信を達成した JOYSOUND とのコラボキャンペーンが本

日より開催。 

JOYSOUND直営店でキャラクターイメージドリンクを販売する他、オリジナルグッズが抽選でもらえる歌

唱キャンペーンを実施！ 

 



 

 

＜開催期間＞ 

2022 年 3月 18日（金）～ 4月 17 日(日) 

 

JOYSOUND直営店キャンペーン（コラボドリンク販売） 

https://shop.joysound.com/campaign/jackjeanne/ 

 

JOYSOUND直営店キャンペーン(歌唱キャンペーン・コラボ映像) 

https://www.joysound.com/web/s/campaign/1206/ 

 

寺崎裕香さん出演のアーティストメッセージ映像をはじめとした、ジャックジャンヌ×JOYSOUND コラボ

映像も順次公開予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://shop.joysound.com/campaign/jackjeanne/
https://www.joysound.com/web/s/campaign/1206/


◆4. ネタバレトーク盛りだくさん『ジャックジャンヌ 1st Anniversary 前夜祭特

番』YouTube にて公開中！ 

 

「ジャックジャンヌ」キャストが出演するスペシャル特番をジャックジャンヌ公式 YouTube チャンネルに

て公開中。 

ジャックジャンヌにまつわる思い出やゲームの魅力について、“ネタバレ有り”でじっくり語っていただ

くほか、名シーンのゲーム実況プレイも！ 

 

＜番組タイトル＞ 

ジャックジャンヌ 1st Anniversary 前夜祭特番 

 

＜配信＞ 

ジャックジャンヌ公式 YouTube チャンネル アーカイブ視聴 URL（https://youtu.be/9CbpL5LoBFg） 

 

＜出演＞ 

(立花希佐役)寺崎裕香さん、(高科更文役)近藤孝行さん、(世長創司郎役)佐藤 元さん、 

(鳳 京士役) 室 元気さん 

 
特番内で、寺崎裕香さんが考案した「鳳 京士イメージドリンク」が 

JOYSOUNDコラボドリンクとして採用されました！ 



◆5. 1 周年アニバーサリーコメント公開！ 

「ジャックジャンヌ」の世界を創りあげた石田スイ氏と十和田シン氏・出演キャスト 29 名からのお祝いコ

メントを特設サイトにて一挙公開中！ 

 

特設サイト内コメントページ URL 

https://jackjeanne.com/special/1st_anniversary/comment/ 

 

＜コメント寄稿者＞ 

石田スイ、十和田シン、寺崎裕香、近藤孝行、笠間 淳、岸尾だいすけ、梶原岳人、内田雄馬、佐藤 元、

濱野大輝、植木慎英、小野将夢、石谷春貴、興津和幸、山下大輝、鈴木崚太、草野太一、永塚拓馬、 

広瀬裕也、神尾晋一郎、村瀬 歩、花江夏樹、室 元気、梅原裕一郎、竹内良太、七海ひろき、中田譲治、

子安武人、岡咲美保、津田健次郎、日笠陽子  （全 31名・敬称略） 

 

 

◆6. ジャックジャンヌ 1 周年記念小説が公開！  

 

「ジャックジャンヌ」のシナリオを手がけた十和田シン氏による書きおろし 1周年記念小説『ハッピー・

アニバーサリー』が公開。 

 

石田スイ氏の描きおろし挿絵付きで、キャラクターが総出演する盛りだくさんの内容です。 

集英社 Jブックス公式 note より是非ご覧ください。 

 

＜1周年記念小説『ハッピーアニバーサリー』＞ 

【前編】https://note.com/jump_j_books/n/nde7a18c2c009 

【後編】https://note.com/jump_j_books/n/n3906755f2b52 

 

https://jackjeanne.com/special/1st_anniversary/comment/
https://note.com/jump_j_books/n/nde7a18c2c009
https://note.com/jump_j_books/n/n3906755f2b52


◆7. Nintendo Switch 用ソフト「ジャックジャンヌ」英語、中国語（繁体字） 

ローカライズ版の制作が決定 

 

Nintendo Switch 用ソフト「ジャックジャンヌ」の「英語」と「中国語（繁体字）」ローカライズ版の制

作が決定！ 

 

 ゲーム内容はそのままに、UIを含めたテキストがローカライズされます。 

なおローカライズ版においても、ボイス、歌唱、ミュージックビデオは日本語版と同じものとなりま

す。 

  

※各「ローカライズ版」は日本での販売予定はございません。 

※各「ローカライズ版」に「日本語版テキスト」は収録されません。 

 

 

◆8. ジャックジャンヌ×カラオケの鉄人コラボレーションキャンペーン開催！ 

 
 

「カラオケの鉄人」にて、4月からゲーム内楽曲全曲配信を記念したコラボキャンペーンの開催が決定。  

各店でコラボドリンクやオリジナルグッズを販売する他、限定ノベルティがもらえる企画を予定してい

ます。 

 

＜開催期間＞ 

2022 年 4月中旬より開催予定 

  

カラオケの鉄人公式ホームページ 

https://www.karatetsu.com/animegame/jackjeanne.shtml  

https://www.karatetsu.com/animegame/jackjeanne.shtml


◆9. 「ジャックジャンヌ」1 周年記念セール開催中！  

 
 

「ジャックジャンヌ」ダウンロード版がお買い得価格となるセールを開催中！ 

 

期間： 2022 年 4月 3日（日）23:59 まで 

 

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 6,006円（税込）＜30%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。 

 

  

 1周年キャンペーン情報  

「ジャックジャンヌ」1周年を楽しもう！Twitterハッシュタグ投稿キャンペーン開催！ 

 
発売 1周年を迎えた「ジャックジャンヌ」の 1周年企画をお楽しみいただいた感想や、ジャックジャン

ヌを遊んで生まれた気持ちや作品を、Twitterのハッシュタグを使って共有してください！ 

 

 1周年お祝い用ハッシュタグ #ジャックジャンヌ 1周年を楽しもう を付けて投稿いただいた方の中か

ら抽選で『ジャックジャンヌ出演キャスト 29名の直筆サイン色紙』を各 2名様にプレゼントいたします。 



＜応募期間＞ 

2022 年 3月 27日（日）23:59まで 

  

＜景品＞ 

・作品出演キャスト直筆サイン色紙 … 各２名様 

寺崎裕香、近藤孝行、笠間 淳、岸尾だいすけ、梶原岳人、内田雄馬、佐藤 元、濱野大輝、植木慎英、 

小野将夢、石谷春貴、興津和幸、山下大輝、鈴木崚太、草野太一、永塚拓馬、広瀬裕也、神尾晋一郎、 

村瀬 歩、花江夏樹、室 元気、梅原裕一郎、竹内良太、七海ひろき、中田譲治、子安武人、岡咲美保、 

津田健次郎、日笠陽子 （全 29 名・敬称略） 

 

 

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) 

パッケージ版（通常版）：8,580円 

ダウンロード版       ：8,580円 

 

＜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 1st Anniversary」特設サイト https://jackjeanne.com/special/1st_anniversary/ 

「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 

ジャックジャンヌ公式 YouTube チャンネル     https://www.youtube.com/c/JACKJEANNE 

 
©Sui Ishida／BROCCOLI 

※Nintendo Switch は任天堂の商標です。 

 

以     上 

https://jackjeanne.com/special/1st_anniversary/
https://jackjeanne.com/
https://twitter.com/JACKJEANNE_JP
https://www.youtube.com/c/JACKJEANNE

