
 

 

 

2018 年 5 月 28 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 

 

新たに 4名の『パズドラ』プロゲーマーが誕生！ 

「ガンホーフェスティバル 2018」を幕張メッセで開催！ 
激闘を制して、『パズドラ』No.1プレイヤーが決定！ 

『パズドラ』の最新情報も大発表！ 

 

 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、2018年5月27日（日）に幕張メッセ（千葉県）にて開催した「ガンホーフェスティバル2018」にて、以下の情報を
発表いたしました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 「ガンホーフェスティバル2018」は、ご好評いただいております定番パズルRPG『パズル＆ドラゴンズ（通称：パズドラ）』を
メインに、様々なお楽しみコンテンツをご用意して行ったガンホー最強のファン感謝祭です。今年のステージでは、eスポ
ーツ認定タイトルとなった『パズドラ』のプロ認定をかけた「auゲーム presents パズドラチャレンジカップ2018決勝大会」を
開催し、「スコアアタック部門」の優勝者と「対戦部門」の優勝者、準優勝者、3位入賞者の合計4名に『パズドラ』プロゲー
マーのライセンスが認定されました。 
 
 また、『パズドラ』のプロゲーマーと「パズドラチャレンジカップ2018」地区大会および最終予選大会の上位入賞者が一同
に集い、No.1プレイヤーの座をかけた「カップヌードル presents パズドラオープンカップ2018」では、大観衆を前に手に
汗握る激しいバトルが繰り広げられました。決勝戦に進んだのは『パズドラ』プロゲーマー2名。緊張の熱戦を制したのは、
リフレッシュ氏でした。優勝したリフレッシュ氏には、賞金100万円と優勝カップトロフィー、そして副賞が贈呈されました。ま
た、リフレッシュ氏と激しい攻防戦を繰り広げ、惜しくも準優勝となったみゅあら☁氏には、賞金80万円と準優勝カップトロ
フィー、そして副賞が贈呈されました。 
 その他にも、『パズドラ』の新機能やコラボなどの最新情報の発表などを行い、ステージは大いに盛り上がりました。 

 
 ステージ以外でも、『パズドラ』最新グッズの販売コーナーや毎年ご好評いただいているフードパーク、集めたチケット

に応じて豪華景品がもらえるアトラクションコーナーなど、皆様でお楽しみいただけるコンテンツをご提供いたしました。 
 

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、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。 



 

■発表内容                                                                    

1. 新機能＆新システムが登場！ 

https://pad.gungho.jp/member/updates/180527_system.html 

2018年5月28日（月）のメンテナンス後より、『パズドラ』がさらに遊びやすくなる 

新機能や新システムを実装いたします。 

 「モンスター強化」システム登場！ 

特殊な強化を目的別に行える「モンスター強化」が登場します。 

目的別に対象となるモンスターのみが表示されるので、見やすく 

わかりやすくなります。 

 ＋値のポイント化を実装！ 

「＋」を「＋ポイント」として貯めることができるようになり、 

HP/攻撃/回復へお好みで割り当てることができるようになります。 

ダンジョンで「＋」付きモンスターがドロップすると自動的に「＋ポイント」として 

加算されます。また、「＋」のついているモンスターを売却することでも 

「＋ポイント」を獲得することが可能です。 

 究極進化用の新素材「希石」が登場！ 

一部モンスターを進化させる際に必要だった降臨モンスターなどが 

スタック可能な新たな進化用モンスター「希石」に変更されます。 

「希石」は「モンスター交換所」にて対象モンスターと交換することで 

手に入れることができます。 

 能力覚醒用モンスターがスタック化に対応！ 

「たまドラ」などの能力覚醒タイプのモンスターをまとめることが 

可能になります。 

 

2. コラボ情報！ 

 「マガジンオールスターズ」とのコラボ企画第2弾が本日より開始！ 

https://pad.gungho.jp/member/collabo/magazine/180521_magazine.html 

『週刊少年マガジン』や『月刊少年マガジン』、 

『週刊ヤングマガジン』から様々なキャラクター達が登場する 

「マガジンオールスターズ」コラボ第2弾が、新たなコラボキャラクターとして 

『金色のガッシュ!!』より「ガッシュ＆高嶺清麿」と「ブラゴ＆シェリー」を加えて、 

本日、2018年5月28日（月）より開催です。 

➢ 『パズドラ』でのコラボ 

雷句誠氏原作の『金色のガッシュ!!』からコラボキャラクター「ガッシュ＆高嶺清麿」と 

「ブラゴ＆シェリー」が新たにコラボガチャに加わります。 

「ガッシュ＆高嶺清麿」はさらに「やさしい王様・ガッシュ＆高嶺清麿」へと究極進化が可能です。 

コラボダンジョンでも『金色のガッシュ!!』から飛び出した 

「ゼオン＆デュフォー」が待ち受けます。あわせて、協力プレイダンジョンに 

「協力！マガジンオールスターズ！」が出現。 

さらに、「コラボマガジン」がアシスト進化し「ピモピモ」になります。 

また、モンスター交換所にコラボキャラクターが追加でラインナップされるなど、 

盛りだくさんの内容で開催です。 

➢ 『パズドラレーダー』でのコラボ 

期間限定のコラボリーダーとして「幕之内一歩」がレアガチャに追加されます。 

また、期間限定で「やさしい王様・ガッシュ＆高嶺清麿」や「鷹村守」などの 

コラボキャラクターのモンスターメモリーが出現いたします。 

 

コラボ参加タイトル       コピーライト 

川原正敏『修羅の門』      © 川原正敏／講談 

CLAMP『ツバサ -RESERVoir CHRoNiCLE-』  © CLAMP・ST／講談社 

鈴木央『七つの大罪』      © 鈴木央・講談社／「七つの大罪 戒めの復活」製作委員会・MBS 

高田裕三『3×3EYES』      © 高田裕三／講談社 

前川たけし『鉄拳チンミ』      © 前川たけし／講談社 

真島ヒロ『FAIRY TAIL』      © 真島ヒロ・講談社／フェアリーテイル製作委員会・テレビ東京 

森川ジョージ『はじめの一歩』     © 森川ジョージ／講談社 

https://pad.gungho.jp/member/updates/180527_system.html
https://pad.gungho.jp/member/collabo/magazine/180521_magazine.html


雷句誠『金色のガッシュ!!』     © 雷句誠／講談社 

 

 世界的大人気トレーディングカードゲーム『マジック：ザ・ギャザリング』とのコラボが決定！ 

https://pad.gungho.jp/member/collabo/mtg/180527_mtg.html 

世界最大級のプレイヤー人口を誇る、 

伝説的トレーディングカードゲーム『マジック：ザ・ギャザリング』との 

コラボが決定いたしました。 

ステージでは、「ニコル・ボーラス」や「チャンドラ・ナラ―」、 

「ウェザーライト」など、実装予定のイラストを先行公開。 

詳細は、後日お知らせいたします。どうぞご期待ください。 

 

コピーライト 

© 1995-2018 Wizards of the Coast LLC, a subsidiary of Hasbro, Inc. All Rights Reserved. 

 

 あの“パワプロ”でお馴染みの『実況パワフルプロ野球』とのコラボ決定！ 

『実況パワフルプロ野球』シリーズで人気を博す 

選手育成モード「サクセス」が手軽に楽しめる 

モバイルゲーム『実況パワフルプロ野球』とのコラボが決定いたしました。 

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。 

 

『実況パワフルプロ野球』公式サイト 

 http://www.konami.jp/pawa/app/ 

コピーライト 

阪神甲子園球場公認 ゲーム内に再現された球場内看板は、原則として２０１６年のデータを基に制作していま

す。 © Konami Digital Entertainment 

 

 

3. 一部モンスターがパワーアップ！ 

https://pad.gungho.jp/member/sinka/powerup/180527_2.html 

「ガンホーフェスティバル2018」の開催を記念して、「転生ラクシュミー」や 

「転生ホルス」など、選りすぐりのモンスターたちが、2018年5月28日（月）の 

メンテナンス後よりパワーアップします。 

 

 

4. 究極進化情報！ 

https://pad.gungho.jp/member/sinka/powerup/180527.html 

「星刻の時龍契士・ミル」や「帝都の守護神・アテナ」、 

「彼方なるもの・ヨグ＝ソトース」など 

人気の一部モンスターに、新たに究極進化・覚醒進化・転生進化が 

実装されます。また、「爆炎龍ティラノス」「氷塊龍プレシオス」 

「大花龍ブラキオス」の3体にも、2018年5月28日（月）のメンテナンス後より 

新たな究極進化が追加されます。 

 

 

【基本情報】 

パズル＆ドラゴンズ 

モンスターを育ててパズルでバトル！新感覚パズルRPG登場！ 

ジャンル ：  パズルRPG 

課金形態 ：  基本プレイ無料（アイテム課金方式） 

推奨環境 ：  iOS7.0以降／Android4.0～8.1／Kindle Fire 

公式サイト ：  https://pad.gungho.jp/ 

 

パズドラレーダー 

あの大ヒットパズルRPG『パズル＆ドラゴンズ』をテーマにした、GPSを使った探索アプリが登場！トレジ

ャーを探す新たな冒険をはじめよう！ 

ジャンル ：  パズドラ連動探索ゲーム 

課金形態 ：  基本プレイ無料（アイテム課金方式） 

推奨環境 ：  iOS7.0以降のGPS機能を搭載した端末／Android 5.0～8.1のGPS機能を搭載し

た端末 

https://pad.gungho.jp/member/collabo/mtg/180527_mtg.html
https://pad.gungho.jp/member/sinka/powerup/180527_2.html
https://pad.gungho.jp/member/sinka/powerup/180527.html


公式サイト ：  https://padr.gungho.jp/ 

パズドラチャレンジ 

あの『パズル＆ドラゴンズ』の公式スピンアウトアプリ。『パズドラ』のプレイ感はそのままに、『パズドラ』本

編とは一味違うタイムアタックにチャレンジできるアプリです。 

ジャンル ： パズル 

課金形態 ： 無料 

推奨環境 ： iOS7.0以降／Android4.4.0以上 

   

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

   

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

※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】 

▼大会ロゴ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼「マガジンオールスターズ」コラボ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼マジック：ザ・ギャザリング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼ゲームタイトルロゴ 

 

 

 

 

 

 

 

「カップヌードル presents 
 パズドラオープンカップ」ロゴ 

「ａｕ presents 
パズドラチャレンジカップ 2018」ロゴ 

「やさしい王様・ガッシュ＆高嶺清麿」 
（究極進化）  

「ブラゴ＆シェリー」 「ゼオン＆デュフォー」 

「ニコル・ボーラス」  「チャンドラ・ナラー」 「ウェザーライト」 

『パズドラ』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 

『パズル＆ドラゴンズ』ロゴ 『パズドラレーダー』ロゴ 『パズドラチャレンジ』ロゴ 

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

