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Studio Z株式会社 

 

 

 

Studio Z株式会社（本社：東京都港区 代表取締役 CEO：小渕 宏二）は、2018年 12月 5日(水)

より、事前登録 38万人を超えるジャンピングアクション RPG「ホップステップジャンパーズ」

iOS/Android版アプリの配信を開始したことをお知らせいたします。 

 

■「ホップステップジャンパーズ」とは 

「ホップステップジャンパーズ」は、指一本の簡単操作で爽快バトルが楽しめるジャンピングアクシ

ョン RPG です。スライドとタップだけの簡単操作で画面を跳び回りながら戦う爽快アクションが楽し

めます。 

スマホゲーム初(当社調べ)となる「イラチェン」機能により、簡単操作で自身または他のユーザー

が描いたイラストにキャラクターの外見を変更することができます。また、ゲーム内アイテムを介し

てユーザー同士でイラストを販売/購入が可能で、キャラクターを通じた新たな繋がりや体験をお

楽しみいただけます。 

事前登録 38 万人突破！ 

ジャンピングアクション RPG「ホップステップジャンパーズ」 

iOS/Android 版アプリを配信開始！  



「イラチェン」機能の応援団長として、代表作に『RAVE』、『FAIRY TAIL』がある人気漫画家の真島

ヒロ氏を迎えております。すでに第 1 回イラストコンテストの審査員を務めており、今後も当機能を

全面的にバックアップします。 

さらに、豪華イラストレーターによる個性豊かなキャラクターや、多数の人気アニメ作品のキャラク

ターの声を演じる内田真礼さん(ソラ役)をはじめとした 50名以上の人気声優陣のキャラクターボイ

スが、近未来の日本をモチーフにした世界を盛り上げます。 

 

■参加クリエイター陣(敬称略) 

イラチェン応援団長 / 真島ヒロ 代表作： 『RAVE』、『FAIRY TAIL』、『EDENS ZERO』など 

メインテーマ作曲・編曲 / 八木沼悟志【fripSide】 

メインテーマボーカル / ノイル(CV：喜多村英梨) 

バトル BGM / Oji（海賊王）【HoneyWorks】 

 

■声優紹介（一部抜粋、順不同、敬称略） 

▼スカイジャンパーズ所属キャラクター  

飛翔のソラ役  ： 内田真礼 

翔拳のカケル役  ： 田丸篤志 

水砲のルイカ役  ： 八島さらら 

薔薇のロージア役  ： 立花理香 

疾風のシオン役  ： 緑川光 

陽光のリズ役  ： 洲崎綾 

紫槍のロウセン役  ： 赤羽根健治 

早撃ちのガンマ役  ： 菅沼久義 

科学エンジニア ソフィ役 ： 井澤詩織 

 

▼アイアンバレット所属キャラクター 

司令官 レグルス役 ： 上坂すみれ 

大地のアイミ役  ： 小松未可子 

大空のレベッカ役  ： 伊藤かな恵 

包囲射撃のエルメス役 ： 尾崎由香 

ガーディアン コルト役 ： 八城まゆ 

兵器開発者 ソニヤ役 ： ひぽー 

迎撃のフィアット役 ： 野田真理愛 

強撃のレミントン役 ： 鈴木南名子 

空爆のジェリコ役  ： 津久井彩文 

▼ゴードンコーポレーション所属キャラクター 

虹の宝石 アルマ役 ： 釘宮理恵 

野心のロア役  ： 日野聡 

痛撃のマフユ役  ： 友永朱音 

超人 ハルタ役  ： 神奈延年 

水斬のイズミ役  ： 仙崎あすか 

 

▼ヴェノム所属キャラクター 

深淵のノイル役  ： 喜多村英梨 

偽天使 クララ役  ： 加藤英美里 

炎帝 グレン役  ： 谷山紀章 

氷皇子 ヒョウガ役 ： 寺島拓篤 

妖精王 パピヨン役 ： 代永翼  

 

▼ギガンテック所属キャラクター 

粛清のドラクル役  ： 三浦祥朗 

猫だましのフェレス役 ： 阿澄佳奈 

毒蝶のリン役  ： 今野宏美 

イーグルクロウ ピナ役 ： 川部有紀 

 

 

 



▼天山神境所属キャラクター 

狐火のウズメ役  ： 三森すずこ 

狂信者 ビリー役  ： 高塚正也 

シスター ミーシャ役 ： 桜木つぐみ 

 

▼その他無所属キャラクター  

ただのゴードン役  ： 大塚芳忠 

凄腕のアソジロウ役 ： 銀河万丈 

冒険家 フィン役  ： 田中真弓 

 

 

■ゲームの特長 

▼指一本の簡単操作で差が出るジャンピングアクションがオモシロイ！ 

ジャンプして敵を踏んでダメージを与えていくシンプルな操作がオモシロイ。一度プレイすれ

ば誰でも楽しめるのが魅力。どんどんコツをつかんで世界一のジャンパーを目指そう！



 

 

▼マルチの競争バトルがオモシロイ！ 

シングルで楽しむ「ストーリークエスト」に加え、マルチでプレイできるゲームモードはなんと 3

種類。味方は一緒に戦う仲間であると同時に競い合うライバル！敵を倒すために時には『共

闘』、時には報酬目当てに『競争』といった状況次第での駆け引きがオモシロイ。 

 

 

▼スマホゲーム初！描いて戦え「イラチェン」がオモシロイ！ 

自分や他のユーザーが描いたイラストに着替えられるスマホゲーム初の機能がオモシロイ！ 

イラチェンショップでは、ゲーム内アイテムを介して簡単にユーザー同士でイラストを販売/購

入が可能なので、楽しみ方はあなた次第！ 



 

 

■スタートダッシュ特典 

記念すべき正式配信開始に際しまして、お得なキャンペーンを開催しております。スタートダッ

シュを決めるチャンスとなりますので、お見逃しなく！ 

 

▼事前登録報酬 

事前登録数が 38万人を突破しました。多くの方々に応援いただいた感謝の気持ちを込めて、

特別に 40万人突破報酬も配布することを決定いたしました。 

これにより 5 万人突破～40 万人突破までのすべての報酬を得る権利が「ホップステップジャ

ンパーズ」を開始されたすべてのお客様にプレゼントされます。 

 

＜事前登録報酬内容＞ 

・事前登録ガチャチケット：20枚 

・★5深淵のノイル 

・★5キャラクター5体のうち 1体が 7日目にもらえるスペシャルログインボーナス 

∟★5虹の宝石 アルマ 

∟★5薔薇のロージア 

∟★5紫槍のロウセン 

∟★5闇医者ジャック 

∟★5係長 タダノタイラ 

※キャラクターを受け取らなかった場合には翌日に引き直し可能です 

 



 

＜配布終了期間＞ 

2019年 3月 31日(日)23:59まで 

※報酬の受け取り方法はアプリ内のお知らせ等をご参照ください 

 

 

▼ストーリークエスト【初級】クリアでレアガチャチケット最大 70枚をプレゼント 

ストーリークエスト初級の各章ボスステージの初回クリアで「レアガチャチケット」を 10 枚獲得

することができます。７章までクリアすることで合計 70枚獲得することができます！ 

 

＜ボス撃破報酬内容＞ 

ストーリークエスト初級 1章～7章のボス初回撃破ごと： レアガチャチケット 10枚(最大 70枚) 

 

＜終了時期＞ 

未定 



 

 

▼友達招待キャンペーン 

1 名でも友達招待を成功させると、キャンペーン終了後も「毎日ゲーム内アイテムが必ずもら

える特典」を獲得できます。早く招待した方がお得！もちろん招待成功人数が増えると特典も

グレードアップします。 

 

＜キャンペーン開催期間＞ 

2019年 3月 31日(日)23:59まで 

※特典内容および受け取り方法はアプリ内のお知らせ等をご参照ください 

※「毎日ゲーム内アイテムが必ずもらえる特典」はキャンペーン終了後も継続します 



 

 

▼Twitterネームに『@祝ジャンパーズリリース』をつけようキャンペーン 

Twitterネームを変更するだけで、抽選で Amazonギフトコード 1,000円分が当たります。みん

なで「ホップステップジャンパーズ」のリリースを応援しましょう！ 

 

＜プレゼント賞品＞ 

12/12（水）抽選分： Amazonギフトコード 1,000円分×20名様 

12/19（水）抽選分： Amazonギフトコード 1,000円分×20名様 

12/26（水）抽選分： Amazonギフトコード 1,000円分×20名様 

 

＜キャンペーン開催期間＞ 

2018年 12月 26日(水)23:59まで 

 

＜キャンペーン参加方法＞ 

1. ホップステップジャンパーズ公式 Twitter（@jumpers_pr）をフォローします 

2. Twitterネーム(「ユーザーネーム」)の末尾を『@祝ジャンパーズリリース』と変更します 

※アカウントを非公開設定にしている場合は応募対象外となります 

※抽選の上、当選者の方へは Twitterで DMをお送りいたします 

※DM中に指定のある期間内に返答がない場合には当選は無効となります 

※本キャンペーンは Amazon.com, Inc. やその関連会社の提供、協賛によるものではありま

せん 

※キャンペーン全般、報酬や賞品は、予告なく変更になる場合があります 



 

 

 

▼イラチェン初投稿でレアガチャチケットがもらえる特別ミッションを開催 

イラチェン専用サイトでイラストを投稿し、審査が通過するとレアガチャチケットが 5 枚もらえる

キャンペーンミッションが開催されます。お気に入りのキャラクターのイラストを投稿して、レア

ガチャチケットを GET しましょう！ 

 

＜初回投稿特典＞ 

レアガチャチケット： 5枚 

 

＜キャンペーン開催期間＞ 

2018年 12月 31日(月)23:59まで 

 

＜キャンペーン参加方法＞ 

1. PCでイラチェン専用サイトβを開きます 

▸イラチェン専用サイトβ： https://hopstepjumpers.jp/upload/Index 

2. 右側のメニュー内「イラスト投稿」を押下し Twitter連携を行います 

3. STEP1から順に沿ってイラストの投稿まで進めます 

4. 審査の通過状況は左側のメニュー「投稿イラスト一覧」から確認できます 

5. 審査が通過しましたらアプリ内ミッションより報酬を受け取ります 

※審査に通過するまでイラストを変えて複数回、投稿することが可能です 

※レアガチャチケットは初回審査通過時 1回のみもらえます 

https://hopstepjumpers.jp/upload/Index


※Twitter連携が必要です 

 

 

■アプリ概要 

 

 

アプリ名： ホップステップジャンパーズ 

対応 OS： Android4.4以降 / iOS9.0かつ iPhone5s以降 

利用料金： 基本プレイ無料(一部アプリ内課金あり) 

 

▸Ａｐｐ Store： https://itunes.apple.com/jp/app/hopstepjumpers/id1390354661?l=ja&ls=1&mt=8 

https://itunes.apple.com/jp/app/hopstepjumpers/id1390354661?l=ja&ls=1&mt=8


▸Google Play： https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.studioz.hopstepjumpers 

▸ホップステップジャンパーズ公式サイト： https://hopstepjumpers.jp/regist/ 

▸ホップステップジャンパーズ公式 Twitter： https://twitter.com/jumpers_pr 

▸ホップステップジャンパーズ公式 LINE@： https://line.me/R/ti/p/%40yty0098u 

▸ホップステップジャンパーズ公式 YouTube： https://goo.gl/dYKZV4 

 

■Studio Zについて 

Studio Z は、クルーズ株式会社にて数々のヒット作を世に送り出してきたゲームクリエイターを集

結し、少数精鋭でスマートフォン向けゲームの企画・開発・運営を行うエンターテインメント企業で

す。 「メチャクチャオモシロイをツクル」をビジョンに掲げ、2016 年 11 月にクルーズ株式会社の

100％子会社として誕生しました。 

 

≪会社概要≫               

 
社  名 ： Studio Z株式会社 

所  在  地 ： 東京都港区六本木 6-8-10 

設  立 ： 2016 年 11 月 1 日 

資 本 金 ： 1 億 2,000 万円 

事 業 内 容 ： スマートフォン向けゲームの企画、開発、運営 

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.studioz.hopstepjumpers
https://hopstepjumpers.jp/regist/
https://twitter.com/jumpers_pr
https://line.me/R/ti/p/%40yty0098u
https://goo.gl/dYKZV4

