
2016年 5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 2016 in 幕張メッセ」を開催！ 

大人気パズル RPG『パズル＆ドラゴンズ』シリーズに関する 
様々な新情報を大発表!! 

「第 4回パズドラジャパンカップ」＆「パズドラ 1DAYマルチトーナメントも開催！ 

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、2016年5月29日（日）に開催した「ガンホーフェスティバル2016 in 幕張メッセ」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（通称パズドラ）』（http://pad.gungho.jp/）とニンテ
ンドー3DSTM用冒険パズルRPG 『パズドラクロス 神の章／龍の章』をはじめとした『パズドラ』シリーズに関連する以下の
情報を発表いたしました。

同会場では、『パズル＆ドラゴンズ』のスコアアタック日本No.1を決める「第4回パズドラジャパンカップ」と、初の2人1組

で協力プレイでのスコアアタックNo.1を競う「パズドラ1DAYマルチトーナメント」を開催いたしました。「第4回パズドラジャパ

ンカップ」には、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いる『パズル＆ドラゴンズ』公式スピ

ンアウトアプリ『パズドラチャレンジ』を使用して行い、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（ニック

ネーム）を掲載させていただくなどの賞品を、また、「パズドラ1DAYマルチトーナメント」で上位に入賞された方々には「た

まドラクリスタルメダル」などの賞品を、それぞれ贈呈いたしました。

その他にも、「ようこそ！ガンホーの天幕（サーカス）へ」を会場のテーマとし、ガンホーの人気ゲームタイトルによる豪華

ゲストを多数招いて開催した「ゴッドステージ」でのステージイベントの開催、エアバルーン「たまドラふわふわ」やピエロや

大道芸人によるゆかいなパフォーマンス、記念グッズを取りそろえたグッズ販売エリア、さらにゲームのキャラクターなどを

イメージした多彩なコラボメニューの展開など、様々な催しを行いました。

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、今後もよ

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。 

【発表内容】 

1. ガンホー超最新情報

・「Pepper」と夢のコラボ！

ソフトバンクロボティクスの人型ロボット「Pepper」と

『パズドラ』の夢のコラボが決定いたしました。 

期間中、ソフトバンクショップへ「Pepper」に会いに行くと、 

『パズドラレーダー』を使ってダンジョンをゲットすることができます。 

さらに、「Pepper」が『パズドラ』に関する会話をしたり、最新ニュースも告知してくれます。 

http://padr.gungho.jp/collabo/160530_pepper.html 

・【パズドラレーダー】新たなドロップ交換ダンジョンが登場！

新たに2つのドロップ交換ダンジョンが登場します。 

どちらも「+297」のモンスターがドロップする一度きりダンジョンとなっています。 

①「ゼウス（+297） 降臨！」（虹ドロップ×1、光ドロップ×99）

②「ヘラ（+297） 降臨！」（虹ドロップ×1、闇ドロップ×99）

・【パズドラレーダー】新降臨ダンジョン登場！

「ドラクリスト 降臨！」「ウェルドール 降臨！」「ラグウェル 降臨！」の3つの 

降臨ダンジョンが登場します。「ドラクリスト」「ウェルドール」「ラグウェル」の3体には、 

ニンテンドー3DS™用冒険パズルRPG『パズドラクロス 神の章／龍の章』でも挑戦できます。

http://pad.gungho.jp/
http://padr.gungho.jp/collabo/160530_pepper.html


 

・【パズドラレーダー】新モード登場！ 

『パズドラレーダー』対戦モードが実装されます。 

集めたドロップをモンスターと交換し、交換したモンスターでチームを組んで 

対戦バトルがお楽しみいただけます。 

・【パズドラレーダー】「アーマードロップ」と連動！ 

玩具の「アーマードロップ」を『パズドラレーダー』に読み込んで 

対戦モードのモンスターに登録することが可能です。 

 

 

2. 『パズドラクロス』最新情報 

・アニメ『パズドラクロス』オープニング＆エンディングテーマを担当するアーティストを発表!！ 

電気グルーヴの石野卓球さんプロデュースのエンディングテーマをトミタ栞さんに、 

オープニングテーマをUVERworldさんにご担当いただくことが決定いたしました。 

・アニメ『パズドラクロス』キャストを発表！ 

アニメ『パズドラクロス』の主人公エースをはじめとしたキャラクターの 

ボイスキャストと監督が発表されました。 

 ・エース  ：吉永拓斗さん 

 ・ランス ：柿原徹也さん 

 ・タマゾー ：金田朋子さん 

 ・デビ ：坂本千夏さん 

 ・ソニア ：雨宮天さん 

 ・監督 ：亀垣一さん 

・玩具「D-ギア」、「アーマードロップ」を紹介！ 

アニメ『パズドラクロス』で、主人公エースをはじめとした龍喚士たちの必須アイテム「D-ギア」が 

“エースバージョン”と“ランスバージョン”の2種類で玩具としてタカラトミー社より 

2016年7月28日（木）発売予定です。 

あわせて「D-ギア」と一緒に遊ぶことができる「アーマードロップ」も商品化されます。 

・『パズドラクロス 神の章／龍の章』コラボレーション情報を発表！① 

バンダイナムコゲームス社より2016年6月16日発売予定のニンテンドー3DS™用ソフト 

「太鼓の達人 ドコドン！ミステリーアドベンシャー」とのコラボが決定いたしました。 

・『パズドラクロス 神の章／龍の章』コラボレーション情報を発表！② 

カプコン社より発売予定のニンテンドー3DS™用ソフト『モンスターハンター ストーリーズ』との 

コラボが決定いたしました。 

・『パズドラクロス 神の章／龍の章』対戦モードを初公開！ 

『パズドラクロス 神の章／龍の章』の対戦モードを公開いたしました。 

他のプレイヤーとバトルができる家庭用『パズドラ』シリーズ初のゲームモードです。 

 

 

3. 『パズドラ』最新情報 

・ジューンブライドガチャ＆ダンジョン登場！ 

「絶海の才女・ルカ」や「紅蓮華の女傑・エキドナ」などのモンスターが 

花嫁姿で、「深慮の謀略神・明智光秀」や「忘我の赤龍契士・ガディウス」などが 

花婿姿で登場するジューンブライドにちなんだガチャ＆ダンジョンが登場します。 

http://pad.gungho.jp/member/seasonal/junebride/160529_junebride.html 

・5大リセット実施！ 

以下の5つの項目をリセットし、すでに実施済みの方でも、 

新たに実施することが可能になります。 

 ・親友選択 

 ・プレゼントガチャ 

 ・ランク150ガチャ 

 ・ランク250ガチャ 

 ・一度きり！超お得セットガチャ 

http://pad.gungho.jp/member/reset/160529_reset.html 

 

 

 

http://pad.gungho.jp/member/seasonal/junebride/160529_junebride.html
http://pad.gungho.jp/member/reset/160529_reset.html


 

・パワーアップ情報発表！ 

「光槍の魔術神・オーディン」などが持つスキル「グングニール」や 

「夜刻武神・ツクヨミ」などが持つスキル「チェンジ・ザ・ワールド」、 

「神書の管理者・メタトロン」や「神罰の審理者・メタトロン」のリーダースキルなど、 

一部モンスターのスキルやリーダースキルをパワーアップいたします。 

さらに、「炎戒の大精霊・シャイターン」や「黄昏の魔術師・チェスター」など 

一部モンスターに覚醒スキルを追加いたします。 

http://pad.gungho.jp/member/reset/160529_reset.html 

・究極・転生進化情報発表！ 

2月より4か月連続で、ダンジョンモンスターが4種ずつ究極進化または転生進化をしているなかで、 

5月は「覚醒ゼウス・ディオス」「屍霊龍・ドラゴンゾンビ」「覚醒ヘラ・ソエル」の3体と、 

「フラッドフェンリルナイト・カムイ」の転生進化が可能になります。 

その他にも、「秘勇の将軍神・孫権」や「黄昏の緋龍喚士・ツバキ」などが究極進化いたします。 

 

 

【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」 

 ・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、パズルで冒険する定番パズル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 

Amazonアプリストア ： 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。 

※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。 
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【参考画像】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ウェルドール」「ラグウェル」 

「ドラクリスト」 

「D-ギア」 

“エースバージョン”と“ランスバージョン” 
「アーマードロップ」 

『パズドラクロス 神の章／龍の章』 

「デビ」 
『パズドラクロス 神の章／龍の章』 

「エース」 

『パズドラクロス 神の章』 

パッケージデザイン 

「ジューンブライド」モンスター① 「ジューンブライド」モンスター② 

「ジューンブライド」モンスター③ 
「夜行の屍霊龍・ドラゴンゾンビ」 

「超覚醒ゼウス・ディオス」 

『パズドラクロス 神の章／龍の章』 

「ランス」 

『パズドラクロス 神の章／龍の章』 

「タマゾー」 

『パズドラクロス 龍の章』 

パッケージデザイン 

 

『太鼓の達人』 

「どんちゃん」 

「タマゾー×どんちゃん」 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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1丁目11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 

「転生フラッドフェンリルナイト・カムイ」 
「煌王妃・ヘラ・ソエル」 「覚醒孫権」 

「覚醒劉備」 「緋空の焔龍喚士・ツバキ」 

「碧地の風龍喚士・ツバキ」 

「藍海の水龍喚士・スミレ」 

「ガンホーフェスティバル 2016」 

キービジュアル 

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

