
2018年5月18日 

株式会社スクウェア・エニックス 

■新TVCM概要 

  タイトル／オンエア開始日 伝説の武闘家ジャッキー・チェン 登場篇（15秒）  ／2018年5月18日（金） ～ 

                伝説の武闘家ジャッキー・チェン 扇篇（15秒）  ／2018年5月21日（月）～ 

  放送エリア       全国 

星のドラゴンクエスト新ＴＶCM 

 「伝説の武闘家ジャッキー・チェン 登場篇」、「伝説の武闘家ジャッキー・チェン 扇篇」 

10連ふくびき＆10,000ジェムをプレゼント！ 星ドラ ギガ感謝祭 開催中！ 

ジャッキー・チェンさんが武闘家に扮し 

本格カンフーアクションで「ギガ謝謝」！  

2018年5月18日（金）から順次全国でオンエア開始 

伝説の武器「黄金竜のツメ」を華麗に操りながらも、 

破れたオシリからスライムのパンツが見えて大慌て⁉ 
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シェイシェイ 

 株式会社スクウェア・エニックス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：松田洋祐、以下「スクウェア・エニックス」）は、 

1,700万ダウンロードを突破したスマートフォン用タイトル「星のドラゴンクエスト」（以下、星ドラ）にて香港出身の世界的アクショ

ン俳優ジャッキー・チェンさんを起用した新TVCM 「伝説の武闘家ジャッキー・チェン 登場篇」、「伝説の武闘家ジャッキー・チェ

ン 扇篇」を、5月18日（金）より順次全国でオンエアいたします。 

 「最強の武闘家」として誰もが納得するジャッキー・チェンさんが武闘着の姿でドラゴンクエストの世界に現れ、「黄金竜のツ

メ」や「ルビスのおうぎ」など強力な武器を華麗に操るハードなカンフーアクションで、お得なキャンペーン「ギガ感謝祭」を伝え

ます。 

 踏ん張りすぎて破れたスボンからスライム柄のパンツが見えたり、間違えて素手で岩を叩いてしまい痛がったりと、カッコよく

決めるアクションの中にコミカルな動きを織り交ぜたストーリー展開も見どころのひとつで、 ジャッキー・チェンさんのシリアス

＆お茶目なキャラクターを最大に引き出しながら、短い時間の中でジャッキー映画作品に通じる世界観を再現しています。 

伝説の武闘家ジャッキー・チェン 登場篇 
https://youtu.be/JPr6uP-auN8 

伝説の武闘家ジャッキー・チェン 扇篇 
https://youtu.be/WcPdQVCGAMQ 



 CM放映を記念して、ギガ感謝祭特別企画Twitterキャンペーンを5月18日（金）から開始いたします。 

Twitterにて「星ドラ公式アカウント」をフォローし、「#星ドラジャッキー伝説を語ろう」を付けてジャッキー・チェンにまつ

わる『ジャッキー伝説』をツイートした方の中から抽選でジャッキー・チェンCMデザインの『武闘家の道着』や星のドラゴ

ンクエストオリジナルグッズをプレゼントいたします。 

 

■Twitterキャンペーン実施概要 

 【キャンペーン名】星ドラギガ感謝祭 ジャッキー伝説を語ろう キャンペーン 

【応募期間】5/18(金) ～ 6/3(日) 23:59まで 

【抽選】6/4(月) ～ 

【発送】6月下旬 ～ 

【プレミアム】ジャッキー・チェンCMデザイン『武闘家の道着』 1名様 

        星のドラゴンクエスト オリジナルグッズ 10名様 

【当選者数】合計11名様 

【応募方法】 

①星のドラゴンクエスト公式Twitterアカウント（@hoshidora_info）をフォロー  

 ※Twitterの登録（無料）が必要です。 

②ハッシュタグ「#星ドラジャッキー伝説を語ろう」で、ジャッキー・チェンにまつわる『あなたのジャッキー伝説』エピソー

ドをツイートで応募完了！  

③応募完了 / 当選者へは星のドラゴンクエスト公式Twitterアカウントよりダイレクトメッセージにて連絡いたします。 

【キャンペーンサイト】 

URL：http://www.dragonquest.jp/hoshidora/legendaryfighter/ 

■ギガ感謝祭特別企画 ジャッキー・チェンCMデザイン『武闘家の道着』が当たるTwitterキャンペーンを開催 

■ドラゴンクエストの日10,000ジェムプレゼントを記念して、5都市で街頭サンプリングを実施 

 5月27日（日）のドラクエの日に、ゲーム内で10,000ジェムのプレゼントを記念して、東京・大阪・名古屋・福岡・札幌の

街頭にて、星ドラギガ感謝祭オリジナルの “ガム“を10,000個配布いたします。「東京エリア」には、なんとジャッキー・

チェンさんのそっくりさん「ジャッキーちゃん」さんが登場します。配布時間・場所については以下を予定しています。 

 

【配布時間】5/27(日) 12:00～ （無くなり次第終了) 

※配布時間は予告なく変更となる場合がございます。 

  あらかじめご了承ください。 

【配布場所】 

・東京エリア：東京メトロ新宿駅 新宿スーパープレミアムセット前 

         東京メトロ丸ノ内線新宿駅B1F メトロプロムナード（東西自由通路） 

・大阪エリア：ヨドバシカメラ梅田1Fエントランス前 

・名古屋エリア：名古屋駅太閤口 ゆりの噴水前 

・福岡エリア：西鉄／福岡（天神）駅 北口階段下 1F ソラリアステージ前 

・札幌エリア：札幌地下鉄大通駅 南1西4交差点 

 

※雨天など諸事情により変更となる場合ございます。 

※配布数には限りがございます。あらかじめご了承ください。 

※絵柄の指定、交換等には応じることができません。 

※オークションやフリマ等への出品はご遠慮ください。 

※駅・係員へのお問い合わせはご遠慮ください。  

星ドラギガ感謝祭オリジナル “ガム“ 

ジャッキーちゃん 
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ジャッキー・チェンCMデザイン『武闘家の道着』 

星のドラゴンクエスト オリジナルグッズ 

 これ当たる！ 

http://www.dragonquest.jp/hoshidora/legendaryfighter/
http://www.dragonquest.jp/hoshidora/legendaryfighter/


伝説の武闘家ジャッキー・チェン 登場篇（15秒） https://youtu.be/JPr6uP-auN8 
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 「ほっ」「しゅっ」と素早い突きを繰り出しながら力をみなぎらせたジャッキー・チェンさんが、 「ドラァァァー！」の声に合わせ「黄

金竜のツメ」を地面に振り下ろすと、波動で巨大な岩山が崩壊します。 「ギガ謝謝」のセリフでビシっとポーズを決めますが、

踏ん張った勢いでズボンが破れ、スライム柄のパンツがチラリ。ジャッキー・チェンさんのお茶目な表情にご注目ください。 

■ストーリーボード ① 
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「ほっ」 
 
 

「ドラァァァー！」 

「ほっ しゅっ 
ドラァァァー！」 

７ ナレーション 
「1日1回 
10連ふくびき 
プレゼント！」 

８ 

14 
 

「ギガ謝謝」 
 

15 

16 
 

「しゅっ」 
 
 

ナレーション 
「星ドラギガ感謝祭！」 

破れたズボンからは、 
かわいらしいスライムの
パンツがチラリ。 

荒野に立つ、ひとりの 
武闘家。 

砂嵐が晴れ、姿を現し
たのは「黄金竜のツメ」
を手にしたジャッキー・
チェンさん。 

カンフーの構えから、 
鋭い突きを繰り出す。 

「黄金竜のツメ」を振り
下ろすと、波動が地面
に広がっていく。 

勢いよく踏ん張ると、 
足元には地割れが。 
 

波動が当たり、崩れ落
ちる岩山。 



■ストーリーボード ② 
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 「ルビスのおうぎ」を装備したジャッキー・チェンさんが、巨大な岩を相手に華麗な演武を披露します。間違えて素手で突き痛

がる仕草を見せながらも、削られていく岩肌には「感謝」の文字が現れはじめます。「謝」の点を削り忘れてる…と思った瞬間、

岩の端を叩いて点の部分を崩すと、見事に「感謝」の文字が完成！何事もなかった表情でポーズを決め、フィニッシュします。 

伝説の武闘家ジャッキー・チェン 扇篇（15秒）  https://youtu.be/WcPdQVCGAMQ 
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７ ナレーション 
「10,000ジェム 
プレゼント！」 

８ 

14 
 

15 

16 
 

ナレーション 
「星ドラギガ感謝祭！」 

ナレーション 
「5月27日は 
ドラクエの日！」 

「ギガ謝謝」 
 

巨大な岩山と対峙する、
武闘家に扮したジャッ
キー・チェンさん。 

最強の武器「ルビスのお
うぎ」を手に、華麗な演
武を披露。 

繰り出される激しい突き
が、岩肌を削っていく。 

思わず素手で突きを出
してしまい痛がる一幕も。 

削り終えた岩山には、 
「感謝」の文字が。 



■出演者インタビュー 
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Q1. 星のドラゴンクエストのCM撮影はいかがでしたか？ 

ジャッキー・チェンさん  「ボクはここ最近、CMを撮る仕

事をしていなかったので、今回の撮影はとても楽しかった

です。なにより、アクションシーンがあって刺激的だった

から。そして長い間、ゲームをプレイすることからも離れ

ていたため、星ドラに関わることができて嬉しいです。最

近はアクション系のゲームが増えているけど、この星ドラ

は本当に面白いゲームだと思います。撮った映画を見て

もらうだけでなく、こうした楽しいゲームを通じて若い世代

のファンと触れ合えると発見できたことも嬉しかったです。 

Q2. 日本のファンの皆様へメッセージをお願いいたします。 

ジャッキー・チェンさん  「日本のファンの皆さんとは、本

当に長い間、お会いできていません。皆さんもご存じのよ

うに中国の市場はここ数年で大きく変化しており、ボクも

仕事の幅が広がっています。新人を育てたり、自分のスタ

ントマン・チームの基地を作ったり、『ジャッキー・チェン・ア

クションウィーク』を企画したり…、そして最近では中国ス

タントマン協会や中国芸能人協会を創設したりと、とにか

くやることがたくさんあって、日本に行きたいと思いながら

なかなか行くことができません。 

 

ボクは最近、アニメのプロジェクトを積極的に手がけていて、そのひとつ『ニュー・ジャッキー・チェン・アドベン

チャー』は中国で放映され、とても人気を集めています。近いうちに英語に翻訳されて、ヨーロッパや全世界で

流れる予定で、また子供と龍が登場するとても面白いストーリーのアニメ作品も進行しているので、日本で公

開されることがあったらぜひ観てください」 

だから、ボクに会えない時は星ドラのCMを見てください。あと、やっぱり映画も観てほしいですね。今年は、出す

と言い続けていたCDもようやく出るし、本も出版したから、そちらも楽しんでください。 

長い間ご支援いただいている日本で、できるだけ早く皆さんに会いたいと思っています」 

■出演者プロフィール 

1954年4月7日生まれ、香港出身の映画俳優／監督／歌手。成龍の名でも知られる。 

8歳のときに映画『大小黄天覇』で子役デビュー。1971年、ブルース・リー主演の映画

『ドラゴン怒りの鉄拳』にスタントマンとして出演。その後、コミカルな喜劇性を取り入れ

たコメディ路線の新たなカンフー作品を開拓。『スネーキーモンキー 蛇拳』『ドランクモ

ンキー 酔拳』などがヒットし、アジアのトップスターへと成長。その後、『プロジェクトA』、

『ポリス・ストーリー 香港国際警察』、『ラッシュアワー』など、数々のヒットでハリウッド

スターの地位を築く。2016年にはアカデミー名誉賞を受賞。 
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●商品タイトル 
●ジャンル 
●対応機種         
●配信日 
●価格 
●公式サイト 
 
＜権利表記＞ 
 

●映像や音楽を含む場合 
©2015-2018 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved. 
©SUGIYAMA KOBO 
 

●雑誌記事など、音楽を含まない場合 
©2015-2018 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved. 
 
＜制作スタッフ＞ 
 

●ゼネラルディレクター 
●キャラクターデザイン 
●音楽 
●制作・運営 

＜ご参考＞株式会社スクウェア・エニックスについて 
株式会社スクウェア・エニックスは、エンタテインメント分野において、創造的かつ革新的なコンテンツ／サービス
のヒット作品を生み続けるリーディングカンパニーです。当社グループの自社IPの代表作には「ドラゴンクエスト」シ
リーズ（累計出荷・ダウンロード販売本数7,500万本以上）、「ファイナルファンタジー」シリーズ（同1億3,500万本以
上）、「トゥームレイダー」シリーズ（同6,300万本以上）、「スペースインベーダー」シリーズなどがあります。
（http://www.jp.square-enix.com/） 
  
※SQUARE ENIXおよびSQUARE ENIXロゴ、ドラゴンクエスト／DRAGON QUEST、ファイナルファンタジー／FINAL 
FANTASY、トゥームレイダー／TOMB RAIDER、スペースインベーダー／SPACE INVADERS、その他の社名、商
品名は、日本およびその他の国におけるスクウェア・エニックス・グループの商標または登録商標です。 
※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。 

： 堀井雄二 
： 鳥山明 
： すぎやまこういち 
： 株式会社スクウェア･エニックス 

： 『星のドラゴンクエスト』 
： ロールプレイング 
： iPhone/Android 
： 好評配信中 
： アイテム課金型（基本プレイ無料） 
：  http://www.dragonquest.jp/hoshidora/ 

■商品概要 

 5月21日（月）から6月3日（日）までの期間、東京、大阪、名古屋、福岡、札幌など5都市の駅12箇所で、星ドラ 

ギガ感謝祭のPRポスターを掲示いたします。なお、各駅の掲示期間は以下の通りです。 

東京 JR東日本／渋谷駅     5月28日（月）～6月3日（日） 
 JR東日本／新宿駅     5月21日（月）～5月27日（日） 
 JR東日本／池袋駅     5月28日（月）～6月3日（日） 
 JR東日本／東京駅     5月28日（月）～6月3日（日） 
 JR東日本／品川駅     5月28日（月）～6月3日（日） 
 新宿メトロスーパープレミアムセット   5月21日（月）～5月27日（日） 
大阪 阪急／梅田1～3F壁面パネル(神戸線・宝塚線・京都線) 5月25日（金）～5月31日（木） 
 OsakaMetro／なんば駅     5月28日（月）～6月3日（日） 
名古屋 JR東海／名古屋駅     5月21日（月）～5月27日（日） 
福岡 JR九州／博多駅      5月21日（月）～5月27日（日） 
 西鉄／福岡（天神）駅／ツインシートMAX   5月23日（水）～5月29日（火） 
札幌 JR北海道／札幌駅     5月21日（月）～5月27日（日） 
※掲出位置や内容等、本案件に関する駅・駅員への問い合わせはご遠慮ください。 

■北海道から九州まで！全国の駅にジャッキー・チェンさんのアクション＆笑顔広告を掲示 

http://www.jp.square-enix.com/
http://www.jp.square-enix.com/
http://www.jp.square-enix.com/
http://www.dragonquest.jp/hoshidora/
http://www.dragonquest.jp/hoshidora/

