
 

 

 

2016 年 2 月 19 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 

 

ガンホーのスマートフォン向けパズル RPG『パズル＆ドラゴンズ』 

シリーズ新展開に関する記者発表会にて様々な新情報を大発表!! 

「ガンホーフェスティバル 2016」も開催決定！ 
 

 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、「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://pad.gungho.jp/）が、2016年2月20日（土）にサービス開始より4周年を迎えることを記念して、ニコファーレにて開催
した『パズル＆ドラゴンズ』シリーズ新展開に関する記者発表会において、以下の情報を発表いたしました。 

 

『パズル＆ドラゴンズ』は、「モンスター」を育てて「パズル」でバトルする新感覚のパズルRPGです。2012年2月20日に

「iOS」端末向けとして「App Store」にてサービスを開始以降、大変多くのユーザー様にご愛顧いただき、2016年2月20日

（土）に4周年を迎えます。「iOS」端末向けのみならず、2012年9月18日に「Google Play™」にて、2013年1月11日には

「Amazonアプリストア」にてサービスを開始し、各マーケットで常に売上ランキング上位を競う、人気コンテンツとなっていま

す。2016年1月26日（火）には、国内累計4000万(※)ダウンロードを突破。海外でも欧米や韓国、香港・台湾などの各国で

ご好評をいただき、さらに多くのユーザー様にご愛顧いただいております。 

 

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、今後より

多くのユーザー様にお楽しみいただけるよう、ガンホーは良質なゲームの提供に尽力してまいります。 

 

※「App Store」「Google Play™」および 「Amazonアプリストア」の同一端末による重複ダウンロードを含まない、国内累計ダウンロード数です。 

 

【発表内容】 

1. ニンテンドー３ＤＳ用ソフト『パズドラクロス』最新情報 

・登場モンスターが異なる2つのバージョンで登場！ 

 『パズドラクロス』は、「神の章」と「龍の章」の2種類を発売いたします。 

 それぞれ登場するモンスターが一部異なり、お友達とモンスターを交換をしたり、 

 モンスターを収集・育成する楽しみがさらに広がります。 

・マンガ掲載決定！ 

小学生男子を中心に高い人気を誇る『月刊コロコロコミック（発行元：小学館）』にて、 

5月号（4月15日頃発売）よりマンガ『パズドラクロス』の連載開始が決定いたしました。 

井上桃太先生がマンガを手がけ、ゲームとはまた一味ちがった『パズドラクロス』の世界をお楽しみいただけます。 

・テレビアニメ化決定！ 

2016年7月4日（月）より、テレビ東京系全国6局ネットにて毎週月曜日夕方6時25分から 

テレビアニメ『パズドラクロス』の放送が決定いたしました。 

主人公がモンスターや仲間たちと繰り広げるアツい友情と成長の冒険物語にご期待ください。 

アニメ特設サイト（『あにてれ』サイト内）：http://ani.tv/pad-x/ 

・タカラトミーより玩具発売決定！ 

『パズドラクロス』で主人公がモンスターを呼び出したり、「ソウルアーマー」を装着する際に 

使用する「D-ギア」や、モンスターの魂（ソウル）を宿す「アーマードロップ」など、 

ゲームおよびテレビアニメ『パズドラクロス』に登場するアイテムの商品化が決定いたしました。 

なお、玩具シリーズ商品の発売は2016年夏を予定しております。 

・発売日決定！ 

『パズドラクロス』の発売予定日が、2016年7月28日（木）に決定いたしました。 

また、本作の予約キャンペーンは2016年3月16日（水）より開始いたします。 

各種特典情報をはじめとした詳細につきましては『パズドラクロス』公式サイトをご覧ください。 

公式サイト：http://pad-x.gungho.jp/ 

・早期購入特典発表！ 

早期購入特典として、「D-ギア」（発売元：タカラトミー）と連動する 

タカラトミー製非売品の「限定アーマードロップ」をプレゼントいたします。 

「限定アーマードロップ」には「神の章」にあわせた「限定アーマードロップ 神バージョン」と 

「龍の章」にあわせた「限定アーマードロップ 龍バージョン」の2種類があります。 

http://pad.gungho.jp/
http://ani.tv/pad-x/
http://pad-x.gungho.jp/


・予約購入特典発表！ 

予約購入特典として「オリジナルタッチペン」をプレゼントいたします。 

「オリジナルタッチペン」には「神の章」にあわせた「超激レア 限定タッチペン 神バージョン」と 

「龍の章」にあわせた「超激レア 限定タッチペン 龍バージョン」の2種類があります。 

【『パズドラクロス』基本情報】 

 タイトル：パズドラクロス 神の章／龍の章 

 ジャンル：冒険パズルRPG 

 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 

 発売日：2016年7月28日（木） 

 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：4,800円（税別） 

           ダウンロード版：4,074円（税別）  

※『神の章』、『龍の章』共通  

 CERO：審査予定 

 公式サイト： http://pad-x.gungho.jp/ 

 特徴：ドラゴーザ島を舞台に主人公と仲間たちの絆と成長の冒険が展開される本格パズルRPG！ 

 ドロップを3つ以上並べて戦う、というお馴染みのパズルバトルはそのままに、新たに主人公もバトルに参戦！ 

 協力プレイや対戦プレイも可能になり、バトルの戦略性も大幅アップ！ 

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

 

 ※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。 

 

2. 『パズル＆ドラゴンズ』連動“探索アプリ”『パズドラレーダー』登場！ 

・今度のパズドラは君の毎日とコラボする 

『パズドラレーダー』は、GPSを使った『パズル＆ドラゴンズ』と連動して遊べる 

新感覚の“探索アプリ”です。『パズドラレーダー』単体でもプレイできますが、 

『パズル＆ドラゴンズ』と連動させることで、さらにお楽しみいただけます。 

・トレジャー 

『パズドラレーダー』に表示されるモンスターアイコンを集めると、 

ダンジョンを集めることができます。集めたダンジョンは 

『パズル＆ドラゴンズ』と連動させることで、『パズル＆ドラゴンズ』のゲーム内で 

降臨ダンジョンやゲリラダンジョンをプレイできます。 

・ドロップ集め 

自分が現在いる場所周辺のドロップを集めることができます。 

集めたドロップは曜日ダンジョンやモンスターと交換することができ、 

『パズル＆ドラゴンズ』と連動させることで『パズル＆ドラゴンズ』のゲーム内で使用できます。 

・すれ違った『パズドラ』ユーザーが助っ人に！ 

設定したモンスターですれ違った『パズドラ』ユーザーを検索します。 

同じモンスターであれば、助っ人として『パズル＆ドラゴンズ』で 

ダンジョンに連れていくことができます。さらに、助っ人設定をすることで、 

一定時間、『パズル＆ドラゴンズ』内に助っ人として表示されます。 

・サービス開始予定日 

「iOS」および「Android™」端末向けに、2016年春サービス開始予定です。 

新しい遊びを提供する『パズドラレーダー』にご期待ください。 

公式サイト：http://pad.gungho.jp/member/padr/ 

 

3. 「ガンホーフェスティバル2016」開催決定！ 

・今年もやります！「ガンホーフェスティバル2016 in 幕張メッセ」開催決定！ 

 5月29日（日）、幕張メッセ（千葉・幕張）にて 

 「ガンホーフェスティバル2016 in 幕張メッセ」を開催いたします。 

 「ガンホーフェスティバル」は、『パズル＆ドラゴンズ』をはじめとした スマートフォン向け 

ゲームタイトルや、 『ラグナロクオンライン』などのPC向けオンラインゲーム、 

 ニンテンドー3DS用ソフト『パズドラクロス』を中心としたコンシューマーゲームタイトルなど、 

 ガンホーが提供する様々なゲームが一同に集結するガンホー最大のファン感謝祭です。 

 「ガンホーフェスティバル2016」の詳細については、下記特設サイトにて随時お知らせいたします。 

 特設サイト：https://www.gungho.jp/gunghofestival/2016/ 

 ・「第4回パズドラジャパンカップ」開催決定！ 

 『パズル＆ドラゴンズ』の公式スピンオフゲーム『パズドラチャレンジ』を使用して、 

 『パズル＆ドラゴンズ』日本No.1プレイヤーを決める大会「パズドラジャパンカップ」の 

 開催が決定いたしました。 

 3月20日（日）での東海地区予選（イオンモール浜松志都呂）を皮切りに、 

 日本全国9か所で地区予選大会が開催されます。 

 No.1を決める決勝戦は「ガンホーフェスティバル2016 in 幕張メッセ」で行われます。 

 なお、幕張メッセでは、2人で参加できる マルチプレイの 

 「１DAYトーナメント」も特別開催いたします。 

http://pad-x.gungho.jp/
http://pad.gungho.jp/member/padr/
https://www.gungho.jp/gunghofestival/2016/


・「ガンホーフェスティバルツアー2016 in イオンモール」開催決定！ 

 「第4回パズドラジャパンカップ」の地区予選大会や『パズドラクロス』が いち早く遊べる 

 お試しプレイコーナーなどで展開される 「ガンホーフェスティバルツアー2016 in イオンモール」が 

 3月20日（日）の イオンモール浜松志都呂（静岡）より5月15日（日）のイオンモール福岡（福岡）まで 

 日本全国9か所のイオンモールにて開催されます。 

・全会場で『パズドラレーダー』と連動！ 

 今春サービス開始予定の新アプリ『パズドラレーダー』をダウンロードしたスマートフォンを持って 

 「ガンホーフェスティバルツアー2016」と「ガンホーフェスティバル2016」の会場となる 

 イオンモールまたは幕張メッセへご来場いただくと、 

 超激レアモンスターに挑めるダンジョンが手に入ります。 

 「ガンホーフェスティバルツアー2016」の最初の会場となるイオンモール浜松志都呂では、 

 「ゼウスドラゴン」に挑める特別なダンジョンを手に入れることができます。 

 手に入れたダンジョンは 『パズル＆ドラゴンズ』でプレイすることができ、 

 クリアすれば「ゼウスドラゴン」を必ずドロップします。 

 

4. 最新テレビCM情報！ 

・4周年記念テレビCM放送開始！ 

 国民的人気アイドルグループ「嵐」のみなさんが出演する4周年記念テレビCMが 

 2月20日（土）より全国で順次オンエアされます。 

 『パズドラ』シリーズ4周年記念CM特設サイトでは、60秒の特別バージョンや 

 本CMのメイキング映像もご覧いただけます。 

 『パズドラ』シリーズ4周年記念CM特設サイト：http://pad.gungho.jp/member/unei/arashi_2016/ 

 

 

【『パズル＆ドラゴンズ』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」 

 ・Kindleストア 「ゲーム」 > 「パズル・クイズ」 

 ・auスマートパス 「アプリ取り放題」 > 「カテゴリ」 > 「ゲーム」 

 対応機種： 

 ・iPhone/iPod touch/iPad  iOS6.0以降の対応端末 

 ・Android OS 4.0～6.0の対応端末   詳細は公式サイトをご覧ください。 

 ・Kindle Fireの対応端末 

  ※『パズル＆ドラゴンズ』対応端末でも、以下の端末では 

   『パズドラＷ』は非対応のため、プレイいただけません。 

   ・iOS：iPhone 3GS 

 公式サイト： http://pad.gungho.jp/ 

 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2500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！ 

 

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

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

 ・Kindleストア   ： http://www.amazon.co.jp/gp/product/B00ANI9PIW/ref=mas_pm_puzzdra 

 ・auスマートパス ： https://pass.auone.jp/app/detail?app_id=9351610000001 

 

 コピーライト表記  ： © 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） 

 

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

 ※ニンテンドー3DSは任天堂の商標です。 

 ※本資料に記載されている会社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。 

 

 

 

 

 

http://pad.gungho.jp/member/unei/arashi_2016/


【参照画像】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『パズドラクロス』 
「炎隼神・ホルス」のソウルアーマー 

マンガ『パズドラクロス』 
イメージ図 

アニメ『パズドラクロス』 
イメージ図 

『パズドラクロス』玩具 
「D-ギア」 

『パズドラクロス』玩具 
「D-ギア」 

（アーマードロップセット時） 

『パズドラクロス』玩具 
アーマードロップ 

※アニメ『パズドラクロス』 

コピーライト表記 

国内：©ガンホー・オンライン・エンターテ
イメント／パズドラクロスプロジェクト・

テレビ東京 

『パズドラクロス』 
「協力プレイ① 

『パズドラクロス』 
協力プレイ② 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ゼウスドラゴン」 

「ガンホーフェスティバル 2016」 
キービジュアル 

『パズドラレーダー』 
ゲームイメージ① 

『パズドラレーダー』 
ゲームイメージ② 

『パズドラクロス』 
早期購入特典 

「限定アーマードロップ 龍バージョン」 

『パズドラクロス』 
早期購入特典 

「限定アーマードロップ 神バージョン」- 

※『パズドラクロス』玩具 

コピーライト表記 

国内：© ＴＯＭＹ 

『パズドラクロス』 
予約購入特典：オリジナルタッチペン（2 バージョン） 

 「超激レア 限定タッチペン 神 Ver.」／「超激レア 限定
タッチペン 龍 Ver.」- 

※画像はイメージです。実際の仕様と一部異なる場合があります。  

※特典は数に限りがございます。お早めにご予約ください。 

※一部店舗ではお取り扱いがない場合があります。」- 

『パズル＆ドラゴンズ』ロゴ 



【ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社概要】 

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 

セールス＆マーケティング本部 マーケティング部  

森 TEL:03-6895-1672 

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

