
 

 

 

2013年 4月 30日 

報道関係者各位 

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 

 

「ガンホーフェスティバル 2013」にて「パズドラファン感謝祭 2013」を 

2013年 4月 29日（月・祝）に開催!! 

「第 1回パズドラジャパンカップ」をはじめ、最新情報を公開！ 

 

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO 森下一喜、以下ガ

ンホー)は、2013年4月29日(月・祝)に東京ドームシティで開催のオフラインイベント「ガンホーフェスティバル2013」、『パズ

ドラファン感謝祭2013』内カンファレンスにて、「iOS」、「Android™」および「Kindle Fire」端末向けにサービス中のパズル

RPG『パズル＆ドラゴンズ』（http://www.gungho.jp/pad/）に関連する以下の情報を発表いたしました。 

 

 「パズドラジャパンカップ」は 4月 15日（月）よりApp StoreおよびGoogle Play™にて配信中のアプリ『パズドラチャレンジ』

を使用して行われる、タイムアタック日本一決定戦です。『パズドラチャレンジ』はチーム構成およびダンジョン内に出現す

るモンスターが固定となっており、どれだけ早くパズルのスキルでダンジョンを攻略できるかを競う、『パズル＆ドラゴンズ』

初となる公式スピンアウトアプリです。優勝された方には『パズル＆ドラゴンズ』のクレジットへお名前を掲載させていただく

などの賞品をご用意いたしました。 

 

 日頃から『パズル＆ドラゴンズ』をご支持くださっているユーザーの皆様へ心からの感謝を申し上げるとともに、ガンホー

は、『パズル＆ドラゴンズ』をはじめとした各タイトルが集結する本イベントを通じて、多くの皆様に「感動と楽しい経験」の提

供に尽力してまいります。 

 

【発表内容】 

 

1.『パズル＆ドラゴンズ』最新情報発表！ 

・『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』とのコラボが決定！ 

  2013 年 5 月 27 日（月）より 2013 年 6 月 9 日（日）まで 

『ヱヴァ』と『パズドラ』がシンクロします！ 

http://mobile.gungho.jp/news/pad/130429_eva.html 

・『カピバラさん』コラボスタート！ 

2013 年 4 月 29 日（月・祝）より 2013 年 5 月 12 日（日）まで 

『カピバラさん』とのコラボ企画をキュルッと開催中です！ 

・『パズドラ』史上最強のドラゴンが襲来！ 

敵の HPを減らす強力スキル「グラビティブレス」を持つ 

「ヘビーメタルドラゴン」が登場します。 

ドラゴンタイプの攻撃力を 3.5 倍にするリーダースキル 

「龍の逆鱗」を持つ強力なドラゴンに！ 

・新キャラクター降臨！ 

大人気の「降臨ダンジョン」に新キャラクターが登場！ 

「ゼウス・ディオス」や「ヘラ・ウルズ」を始め 

 新たに複数のモンスターが登場予定です。 

・TV ドラマ「でたらめヒーロー」へ「ドロップ」提供！ 

 主演の佐藤隆太様よりビデオメッセージが届きました 

 

  

 

 

 

『パズル＆ドラゴンズ』ロゴ 

 

「パズドラファン感謝祭 2013」ロゴバナー 

 

http://www.gungho.jp/pad/
http://mobile.gungho.jp/news/pad/event/2013/challenge.html
http://mobile.gungho.jp/news/pad/event/2013/challenge.html
http://mobile.gungho.jp/news/pad/130429_eva.html


2. 2013 年 4 月 28 日（日）に累計 1,300 万ダウンロードを突破！ 

  記念キャンペーンを実施！ 

 ※「App Store」、「Google Play™」および 

「Kindle ストア」の累計ダウンロード数です。 

・「魔法石」毎日プレゼント！ 

期間中にログインすると、 

「魔法石」を1日1個、最大7個プレゼントいたします。 

期間：2013年4月30日（火）4:00 ～ 2013年5月7日（火）3:59 

※5 月 7 日(火)3:59 は、5 月 6日(月)プレゼント分の 

 配布期限となります。予めご了承ください。 

 ・レアガチャゴッドフェス(13 MILLION ANNIVERSARY)」開催!!  

[24時間限定イベント] 

恒例となりました記念の24時間限定レアガチャイベントです。 

ゴッドフェス限定の「オーディン」および「神秘・オーディン」と 

「西洋の神」シリーズ（☆5）全10種類の出現確率がアップします。 

期間：2013年4月30日（火）15:00 ～ 2013年5月1日（水）14:59 

・「ゲリラダンジョン」"超"大発生！ 

記念イベント期間中、メタドラ、ゴルドラ、ルビドラ、 

サファドラ、エメドラのダンジョンが出現します。 

しかもキングとの遭遇率はすべてのダンジョンで通常の2倍！ 

「超キングメタルドラゴン」のダンジョンも出現します！ 

期間：2013年4月30日（火） ～ 2013年5月6日（月） 

・「スペシャル＆降臨」ダンジョンを特別配信！ 

 人気の高いスペシャルダンジョンと「降臨」ダンジョンを 

それぞれ 24 時間ずつ配信します。 

 4 月 30 日（火） サタン降臨！ 

5 月 1 日（水） アンケートダンジョン 3 「龍の守護者」 

5 月 2 日（木） 大泥棒参上！ 

5 月 3 日（金） アンケートダンジョン 4 「紅の蛇姫」 

5 月 4 日（土） ゼウス降臨！ 

5 月 5 日（日） 伝説龍ラッシュ！ 

5 月 6 日（月） ヘラ・イース降臨！ 

・スペシャルダンジョン「火～土日ダンジョン」ボーナス発生！ 

   期間中の火～土日ダンジョンにて特別ボーナスが発生します。 

期間：2013年4月30日（火）0：00 ～ 2013年5月6日（月）23:59 

・スキルレベルアップ発生確率2倍！ 

期間中、パワーアップ合成時に「スキルレベルアップ」の 

発生確率が2倍になります。 

期間：2013年4月30日（火）0：00 ～ 2013年5月6日（月）23:59 

・友情ガチャで「キングゴールドドラゴン」たちが出現！ 

「超キングゴールドドラゴン（☆5)」などの 

4種の「ゴルドラ」シリーズと、「虹の番人（☆6)」を含む 

進化用モンスターが友情ガチャで出現します。 

期間：2013 年 4 月 30 日（火）0：00 ～ 2013 年 5 月 6 日（月）23:59 

・キャンペーン特設サイト 

 http://mobile.gungho.jp/news/pad/1300m.html 

 

【基本情報】 

タイトル：パズル＆ドラゴンズ 

ジャンル：パズルRPG 

提供カテゴリ：App Store 「ゲーム」 > 「パズル」または「ロールプレイング」 

Google Play 「ゲーム」 > 「パズル」 

Amazonアプリストア 「ゲーム」 > 「パズル・クイズ」 

対応機種：iPhone/iPod touch/iPad  iOS4.1以降の対応機種（iOS4.3以降推奨） 

       Android OS 2.3～4.2の推奨機種   詳細は公式サイトをご覧ください。 

       Kindle Fire、Kindle Fire HD "7、Kindle Fire HD "8.9 

公式サイト：http://www.gungho.jp/pad/ 

特徴：お気に入りのモンスターと一緒に、パズルで冒険する新感覚パズルRPG！ 

登場するモンスターは600種類以上！自分だけの最強チームを作り、 

強敵が待ち受けるダンジョンに挑むのは君だけじゃない！ 

他のプレイヤーとフレンドになって一緒に冒険しよう！ 

「1300 万ダウンロード達成」ロゴバナー 

 

「ゲリラダンジョン”超”大発生！」ロゴバナー 

 

「友情ガチャでゴルドラ出現」ロゴバナー 

 

「魔法石毎日 1 コプレゼント」ロゴバナー 

 

http://mobile.gungho.jp/news/pad/1300m.html
http://www.gungho.jp/pad/


App Store : http://itunes.apple.com/jp/app/id493470467 

Google Play ：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.gungho.pad 

Amazonアプリストア ：amzn://apps/android?asin=B00ANI9PIW 

コピーライト表記  ：(C)GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved. 

提供開始日 iOS版：2012年2月20日（月） 

           Android™版：2012年9月18日（火） 

         Kindle版：2013年1月11日（金） 

 

タイトル：パズドラチャレンジ 

ジャンル：パズル 

提供カテゴリ：App Store 「ゲーム」 > 「パズル」 

       Google Play 「ゲーム」 > 「パズル」 

対応機種：iPhone/iPod touch/iPad  iOS4.1以降の対応機種（iOS4.3以上推奨） 

       Android OS 2.3～4.2の推奨端末 詳細は公式サイトをご覧ください。  

 

特徴：『パズル＆ドラゴンズ』初の公式スピンアウトアプリ。 

『パズドラ』のプレイ感をそのままに、『パズドラ』本編とは一味違う 

ミニゲームにチャレンジできるアプリです。 

ミニゲームは今後、徐々に増えていく予定です。 

App Store : https://itunes.apple.com/jp/app/pazudoracharenji/id627888054 

Google Play ： https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.gungho.padChallenge 

コピーライト表記  ：(C)GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved. 

提供期間 iOS版：2013年4月15日（月）～2013年5月2日（木） 

           Android™版：2013年4月15日（月）～2013年5月2日（木） 

 

※Android™および Google Play™ は、Google Inc.の商標、または登録商標です。 

 

【参考画像】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『パズル＆ドラゴンズ』 

タイトル画面 

『パズドラチャレンジ』 

「タイムアタック」 

『パズドラチャレンジ』 

ゲームプレイ画面 

『パズドラチャレンジ』 

ゲームプレイ画面 

新モンスター 

「ヘビーメタルドラゴン」 

新モンスター 

「ヘラ・ウルズ」 

新モンスター 

「ゼウス・ディオス」 



 

【会社概要】 

会社名             ： ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 

英文社名           ： GungHo Online Entertainment, Inc. 

本社所在地     ： 東京都千代田区丸の内3丁目8番1号 

代表取締役社長 CEO ： 森下一喜 

資本金             ： 5,332,504,000円（2012年12月末日現在） 

設立             ： 1998年7月1日 

URL                ： http://www.gungho.co.jp/ 

 

※社名、ロゴマーク、商品名およびサービス名は商標または登録商標です。 

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。 

 

【本リリースに関する報道関係の皆様からのお問い合わせ先（記事内での掲載はご遠慮ください）】 

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 

開発統括本部 

森 TEL:03-6895-1672 

http://www.gungho.co.jp/

