
 

 

 

2018年 2月 21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』 

6周年記念生放送にて最新情報を発表！ 

 

 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（通称：パズ
ドラ）』（https://pad.gungho.jp/）が、2018年2月20日（火）にサービス開始より6周年を迎えたことを記念して実施した生放
送において、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」でバトルするスマートフォン向け定番パズル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の皆様にご愛顧いただき、

2018年2月20日（火）に6周年を迎えました。「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。2017年11月8日には、国内累計4700万(※)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いております。また、2018年度より、本作のみならず、『パズドラ』をテーマにGPSを利用したスマー

トフォン向け探索ゲーム『パズドラレーダー』、現在コロコロコミック（小学館）にて掲載中のマンガや、2018年4月よりテレビ

東京系6局ネットで放送されるTVアニメ、今春タカラトミー社より発売される玩具にいたるすべてのコンテンツを含め『パズ

ドラ』として、幅広く展開予定です。 

 

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、今後もよ

り多くのユーザーの皆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。どうぞご期待

ください。 

 

※「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。 

 

https://pad.gungho.jp/


■発表内容                                                                   

1. 「パズドラチャレンジカップ2018」大会情報 

2018年4月8日（日）に開催される九州地区（イオンモール福岡）大会を皮切りに、 

全国6か所にて「パズドラチャレンジカップ2018」予選大会を開催いたします。 

2018年5月27日（日）には幕張メッセにて、最終予選大会および決勝大会を開催。 

また、当日は「パズドラオープンカップ」も開催予定です。 

パズドライベント公式Twitterアカウント：https://twitter.com/gungho_fes 

 

2. 『パズドラ』最新情報 

『パズドラ』6周年特別アイテム付き！ファミリーマート限定「Google Play ギフトカード」が登場！ 

『パズドラ』6周年を記念して、「6周年記念たまドラ」がデザインされた 

「キャラクターデザインスリーブ入りGoogle Play ギフトカード 5,000円券」が、 

全国のファミリーマート店舗で2018年2月20日（火）より発売中です。 

本パッケージには、ゲーム内で使用できる「6周年記念たまドラ」が 

もれなく1体手に入るシリアルコードがついています。 

「キャラクターデザインスリーブ入りGoogle Playギフトカード5,000円券」は 

数量限定です。この機会にファミリーマート店舗で「キャラクターデザインスリーブ入り 

Google Playギフトカード5,000円券」を購入し、オリジナルスリーブと 

「6周年記念たまドラ」を手に入れて、『パズドラ』をお楽しみください。 

 対象店舗 ：全国のファミリーマート店舗（※一部お取り扱いのない店舗があります。） 

 対象カード ：Google Play ギフトカード 5000円券 

 景品（数量） ：「6周年記念たまドラ（1体）」シリアルコード（※本シリアルコードはAndroid専用特典です。） 

 発売日  ：2018年2月20日（火）～（※無くなり次第終了） 

 特設サイト ：http://www.family.co.jp/ggs 

 

6周年記念6大リセット実施!! 

6周年を記念して、以下をリセットいたします。 

 「プレミアムガチャ」リセット 

 「親友選択」機能リセット 

 ランク150メモリアルガチャリセット 

 ランク250メモリアルガチャリセット 

 ランク500メモリアルガチャリセット 

  「一度きり！超お得セット」リセット 

https://pad.gungho.jp/member/reset/180221_reset.html 

 

「6周年記念アンケート企画」第2弾、結果発表！ 

モンスター購入のラインナップに期間限定で追加される 

フェス限定モンスターを 

決めるアンケートにて、「ヨグ＝ソトース」が1位を獲得いたしました。 

期間：2018年2月22日（木）12:00 ～ 2018年2月28日（水）23:59 

価格：1,000,000MP 

さらに、2018年2月22日（木）12時より、新モンスター「焦陽の炎柱神・アメン」「制空の水柱神・ムート」 

「進月の地柱神・コンス」の3体が、750,000MPでモンスター購入にて入手できるようになります。 

https://pad.gungho.jp/member/newcomer/180221_monster.html 

 

3. アップデート情報 

「＋ポイント」システム実装 

「＋」を「＋ポイント」として貯めることができるようになります。 

貯めた「＋ポイント」は、ユーザーご自身が自由に「HP」「攻撃」「回復」へ割り当てることが可能です。 

進化合成用モンスターをまとめて所持可能に！ 

進化合成用モンスターをモンスターBOX内でまとめて所持できるようになります。 

「モンスター交換所」登場！ 

「モンスター交換所」では、素材となるモンスターなどを交換で手に入れることができます。 

数種類のカテゴリから交換したいモンスターを選ぶことが可能です。 

ダンジョンプレイでもモンスターがレベルアップ！さらに、スキルレベルアップも！ 

ダンジョンをプレイするだけで、モンスターの経験値が貯まるようになります。また、チーム内のモンスターと同じスキ

ルを持つモンスターを倒すと、一定の確率でスキルレベルアップするようになります。 

Google Playギフトカード 

6大リセット実施！ 

モンスター購入で期間限定モンスター＆ 

新モンスター配信！ 

https://twitter.com/gungho_fes
http://www.family.co.jp/ggs
https://pad.gungho.jp/member/reset/180221_reset.html
https://pad.gungho.jp/member/newcomer/180221_monster.html


 

4. 新たなパワーアップ情報！ 

「超覚醒」に対応したモンスターをレベル限界突破＆＋297状態にし、 

さらに+297を合成すると「超覚醒」がランダムで1つ開放されます。 

2018年2月21日（水）18時頃より、60体のモンスターに超覚醒が 

追加されます。 

https://pad.gungho.jp/member/sinka/level_exlimit/180221.html 

 

5. 龍契士＆龍喚士イベント復活！ 

2018年2月26日（月）より、新たに「霊龍契士・ラジョア」や「伝龍喚士・プラリネ」などの 

龍契士、龍喚士が加わった、「龍契士＆龍喚士」イベントを開催予定です。 

詳細は後日お知らせいたします。 

 

6. 新たな進化情報！ 

「覚醒スピカ」や「覚醒ヴィシュヌ」など究極覚醒進化や、 

「双曲剣・ショーテル」や「曲刃剣・コピス」などのアシスト進化をはじめ、 

さらに多くのモンスターの究極進化が新たに登場いたします。 

https://pad.gungho.jp/member/sinka/powerup/180221.html 

 

7. コラボ情報 

『幽☆遊☆白書』とのコラボ決定！ 

冨樫義博氏の同名コミックスを原作とした大人気TVアニメ『幽☆遊☆白書』との 

コラボが決定いたしました。生放送では、主人公の「浦飯幽助」を 

はじめ「桑原和真」「飛影」「幻海」「雷禅」など、 

コラボキャラクターの一部を先行公開いたしました。 

https://pad.gungho.jp/member/collabo/yuhaku/180221_yuhaku.html 

▼コピーライト 

原作／冨樫義博「幽☆遊☆白書」（集英社「ジャンプコミックス」刊） 

(C)Yoshihiro Togashi １９９０年－１９９４年 (C)ぴえろ／集英社 

 

『ペルソナ』シリーズとのコラボ決定！ 

『ペルソナ３』『ペルソナ４』『ペルソナ５』とのコラボが決定いたしました。 

 

各コラボの詳細は追ってお知らせいたします。どうぞご期待ください。 

 

8. 「ウルトラゲームスPresents パズドラ6周年記念特番」放送決定！ 

2018年2月24日（土）20時より、AbemaTVゲーム専門チャンネル「ウルトラゲームス」にて『パズドラ』6周年を記念した

「ウルトラゲームスPresents パズドラ6周年記念特番」が放送されます。お笑い芸人「ハライチ」の岩井勇気さんとマッ

クスむらいさんを筆頭に、『パズドラ』好きな有名人を集めて6対6の『パズドラ』に関する6企画で対決いたします。 

番組URL：https://abema.tv/channels/ultra-games/slots/DQecZHYJ4xcnvb 

 

 
【『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  iOS7.0以降の対応端末 

 ・Android OS 4.0～8.1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 

 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3000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！ 

一部モンスターが 
レベル限界突破＆超覚醒に対応！ 

一部モンスターが 
究極進化＆パワーアップ！ 

 
 

『幽☆遊☆白書』とのコラボ決定！ 

https://pad.gungho.jp/member/sinka/level_exlimit/180221.html
https://pad.gungho.jp/member/sinka/powerup/180221.html
https://pad.gungho.jp/member/collabo/yuhaku/180221_yuhaku.html
https://abema.tv/channels/ultra-games/slots/DQecZHYJ4xcnvb


 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(TM)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。 

 

【参照画像】 

▼ロゴ&アイコン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼『幽☆遊☆白書』コラボ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「パズドラチャレンジカップ 2018」ロゴ 「パズドラオープンカップ」ロゴ 『パズドラ』ロゴ 

「雷禅」 

「飛影」 「浦飯幽助」 「桑原和真」 

「幻海」 

『パズル＆ドラゴンズ』ロゴ 『パズル＆ドラゴンズ』アプリアイコン 



【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 パシフィックセンチュリープレイス丸の内 

代表取締役社長 CEO ： 森下一喜 

資本金    ： 5,338百万円 (2017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 森 TEL:03-6895-1672 

 

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

