
 

 

 

2015 年 8 月 20 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 
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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、一般社団法人 e-sports 促進機構（予定）が主催（※1）するＮｏ．1 ゲームプレイヤーを決めるゲーム大会 

「闘会議ＧＰ（グランプリ）」および「闘会議ＧＰ ＦＩＮＡＬ ｉｎ 闘会議 2016」にて、『パズル＆ドラゴンズ』の世界Ｎｏ．１ 

プレイヤーを決定する 「パズドラ インターナショナル チャンピオンシップ」を開催することを本日正式発表いたしました。 

 

『パズル＆ドラゴンズ』シリーズを通じて初の国際大会となる本大会では、ニンテンドー3DS

TM

用ソフト『PUZZLE & 

DRAGONS SUPER MARIO BROS. EDITION』（パズル＆ドラゴンズ スーパーマリオブラザーズ エディション）を使用し、

日本国内各地で開催される「闘会議ＧＰ」会場にて地区予選大会を実施いたします。地区予選大会優勝＆準優勝者は、

2016 年 1 月 31 日（日）に幕張メッセ（千葉県）で開催する「闘会議ＧＰ ＦＩＮＡＬ ｉｎ 闘会議 2016」での「世界Ｎｏ．１ 

決定戦」へ、さらに 3 位＆4 位入賞者も同日同会場で行われる敗者復活戦「ワイルドカード決定戦」にご招待いたします。 

なお、海外予選大会は北米、欧州、韓国にて開催いたします。各予選大会を勝ち抜いたプレイヤーが競う世界 No.1

決定戦では、大会オリジナル金メダルや、大会オリジナル New ニンテンドー3DS をはじめとした素敵な賞品をご用意 

しております。 

 

『PUZZLE & DRAGONS SUPER MARIO BROS. EDITION』（以下、本作）の元となるスマートフォンゲーム『パズル＆  

ドラゴンズ』（以下パズドラ）は、モンスターを育ててパズルでバトルするパズル RPG として日本国内累計 3,700 万ダウン 

ロード(※2)を突破しております。本作では、世界中で多くの人に愛されているスーパーヒーローである“マリオ”と 

「パズドラ」がタッグを組み、キノコ王国を舞台にマリオがパズルバトルの冒険に出発するパズル RPG となっております。

「ドロップ」を自由に動かし同じ色をそろえてバトルする「パズドラ」の爽快感はそのままに、お馴染みの「スーパーマリオ 

ブラザーズ」のキャラクターたちが多数登場いたします。バトルを進めていくとたくさんの敵キャラクターを仲間にでき、 

仲間の変身・強化などでキャラクターを育成することができます。新たなシステムやキャラクターの追加等のバージョン 

アップ配信も予定しており、定番タイトルとして長くお楽しみいただける作品(※3)となっております。 

 

ユーザーのみなさまに“Priceless な喜び”を感じていただける大会とするべく取り組んでまいります。本大会に関する 

新情報は随時発表して参りますので、今後も「パズドラ インターナショナル チャンピオンシップ」に是非ご期待ください。 

 

 

 

 

 

 

 

※1「闘会議 GP」「闘会議ＧＰ ＦＩＮＡＬ ｉｎ 闘会議 2016」および「パズドラ インターナショナル 

チャンピオンシップ」の国内地区予選大会、ワイルドカード決定戦、世界Ｎｏ．１決定戦の 

主催は一般社団法人 e-sports 促進機構（予定）となります。 

※2 ダウンロード数は日本国内のみの集計となります（同一 ID の重複ダウンロードは除く）。 

※3 本作品は、ゲーム中にアイテム課金等の要素はございません。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【パズドラ インターナショナル チャンピオンシップ（PUZZLE & DRAGONS International Championship）概要】 

■開催エリア：日本、北米、欧州、韓国 ※海外予選大会の開催国は後日発表いたします。 

■海外開催日程：2015 年秋～冬随時開催 

■国内開催日程・場所 

2015 年 9 月 13 日 （日） 【九州地区予選大会】 闘会議 GP 九州地区大会 in 中央ふ頭イベントヤード 

2015 年 9 月 19 日 （土） 【関東地区予選大会】 闘会議 GP 関東地区大会 in 東京ゲームショウ 2015 

2015 年 9 月 26 日 （土） 【北海道地区予選大会】 闘会議 GP 北海道地区大会 in つどーむ イベント広場 

2015 年 10 月 11 日（日） 【東海地区予選大会】 闘会議 GP 東海地区大会 in 久屋大通公園 

2015 年 11 月 3 日（火・祝） 【近畿地区予選大会】 闘会議 GP 近畿地区大会 in グランフロント大阪 うめきた広場 

2015 年 11 月 15 日（日） 【東北地区予選大会】 闘会議 GP 東北地区大会 in イオンモール名取 

2015 年 11 月 22 日（日） 【中国地区予選大会】 闘会議 GP 中国地区大会 in イオンモール広島府中 

2015 年 12 月 13 日（日） 【四国地区予選大会】 闘会議 GP 四国地区大会 in イオンモール高松 

2016 年 1 月 30 日（土） 【最終予選大会】 闘会議 GP FINAL in 闘会議 2016 

2016 年 1 月 31 日（日） 【ワイルドカード決定戦＆世界№1 決定戦】 闘会議 GP FINAL in 闘会議 2016 

※上記スケジュールは予定のため、変更となる場合がございます。ご了承ください。 

■参加資格：予選大会参加時点で、小学生以上の方 

■参加方法：各イベント開場後に予選大会会場で当日配布する「予選大会参加券」を受け取り、ご参加ください。 

■大会参加費：無料 

■各賞および賞品 

【世界Ｎｏ．１決定戦賞品】 

優勝：大会オリジナル金メダル 

準優勝：大会オリジナル銀メダル 

第 3 位：大会オリジナル銅メダル 

世界Ｎｏ．１決定戦出場賞品（出場者全員）：大会オリジナル New ニンテンドー3DS 

【国内予選賞品】 

優勝：世界Ｎｏ．１決定戦出場権(※)/優勝トロフィー/闘会議勲章（優勝） 

準優勝：世界Ｎｏ．１決定戦出場権(※)/準優勝トロフィー 

3 位：ワイルドカード決定戦出場権(※)/3 位トロフィー 

4 位：ワイルドカード決定戦出場権(※) 

参加賞：大会記念ハンドタオル/闘会議勲章（参加） 

■予選大会で使用するゲームモード 

ニンテンドー3DS 用ソフト『PUZZLE & DRAGONS SUPER MARIO BROS. EDITION』の「スコアアタック」の「ハード」コース 

■主催：一般社団法人 e-sports 促進機構（予定） 

■協賛：ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 

■協力：任天堂株式会社 

・会場で用意されたニンテンドー3DS LL を使用いたします。 

・未成年の方が大会に参加する場合、必ず保護者の同意が必要です。保護者の同意がない場合、大会に参加することはできません。 

・未成年の方が大会に参加した時点で、保護者の同意を得た上で参加しているものと判断させていただきます。 

・未成年の方が大会に参加する場合は、保護者同伴で参加するか、保護者と必ず連絡がとれる状態で参加してください。 

・事前募集は行いません。「予選大会参加券」の数には限りがあります。先着順で配布し、なくなり次第配布を終了させていただきます。 

・「予選大会参加券」の配布は 1 回の受付につきお 1 人様 1 枚限りです。参加されるご本人様にのみ配布し、代理での受け取りはできません。 

・大会参加費は全会場とも無料ですが、2015 年 9 月 19 日（土）開催の関東地区予選大会（東京ゲームショウ 2015「闘会議ブース」）および、 

2016 年 1 月 30 日（土）開催の最終予選大会（闘会議ＧＰ ＦＩＮＡＬ ｉｎ 闘会議 2016）では、大会参加にあたりイベント入場料が別途必要となります。

ご了承ください。 

・各会場までの交通費・宿泊費等の費用については、参加される方の負担とさせていただきます。 

 ※最終予選大会を含む、世界Ｎｏ．１決定戦およびワイルドカード決定戦の出場者と同伴者 1 名は、大会会場までの交通費（幹線交通機関）および 

宿泊費を負担させていただきます。なお、出場者が中学生以下の場合、同伴者は保護者と限定させていただきます。 

・その他、詳細につきましては「闘会議」公式サイト、または「パズドラ インターナショナル チャンピオンシップ」特設サイトをご確認ください。 

【「闘会議」公式サイト】【「闘会議」公式サイト】【「闘会議」公式サイト】【「闘会議」公式サイト】    http://tokaigi.jp/http://tokaigi.jp/http://tokaigi.jp/http://tokaigi.jp/    

【「【「【「【「パズドラパズドラパズドラパズドラ    インターナショナルインターナショナルインターナショナルインターナショナル    チャンピオンシップチャンピオンシップチャンピオンシップチャンピオンシップ」」」」特設特設特設特設サイト】サイト】サイト】サイト】    http://padhttp://padhttp://padhttp://pad----m.gungho.jp/m.gungho.jp/m.gungho.jp/m.gungho.jp/pic/pic/pic/pic/        

    

 

※世界Ｎｏ．１決定戦およびワイルドカード決定戦出場者は、大会前日の 2016 年 1 月

30 日(土)に会場周辺に宿泊のうえ、1 月 31 日(日)の各決定戦にご出場いただきます。 

なお、出場者が中学生以下の場合は保護者の同伴、未成年の場合は保護者の同意

および個人情報の提供が必要となります。 

※「闘会議GP」「闘会議ＧＰ ＦＩＮＡＬ ｉｎ 闘会議2016」および「パズドラ インターナショナル チャンピオン

シップ」の国内地区予選大会、ワイルドカード決定戦、世界Ｎｏ．１決定戦の主催となります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ニンテンドー3DS は任天堂の商標です。 

※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場合があります。 

    

    

【【【【会社概要】会社概要】会社概要】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  ： 5,338百万円 (2015年6月末日現在） 

設立   ： 1998年7月1日 

URL   ： http://www.gungho.co.jp/ 

 

 

【【【【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    （メディア（メディア（メディア（メディアでの掲載での掲載での掲載での掲載・露出・露出・露出・露出はご遠慮ください）はご遠慮ください）はご遠慮ください）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 

セールス＆マーケティング本部 マーケティング部 越塚、奥野 

TEL: 03-6895-1672 

 

[パッケージ画像] 

【タイトル基本情報】 

タイトル      『PUZZLE & DRAGONS SUPER MARIO BROS. EDITION』 

            （パズル&ドラゴンズ スーパーマリオブラザーズ エディション） 

対応機種     New ニンテンドー3DS/New ニンテンドー3DS LL 

ニンテンドー3DS/ニンテンドー3DS LL 

ジャンル      パズル RPG 

プレイ人数    1 人（ローカル通信、すれちがい通信） 

発売日       2015 年 4 月 29 日（水・祝） ※好評発売中 

発売元      ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 

希望小売価格 パッケージ版：4,000 円（税別）/ダウンロード版：4,000 円（税別） 

CERO       A（全年齢対象） 

権利表記    ©GungHo Online Entertainment, Inc. ©Nintendo 

公式サイト    http://pad-m.gungho.jp/ 


