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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

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』

7 周年記念放送にて最新情報を大発表！
「パズドラチャレンジカップ 2019」開催も決定！
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（通称：パズ
ドラ）』（https://pad.gungho.jp/）が、2019年2月20日（水）にサービス開始より7周年を迎えたことを記念して実施した「パズ
ドラ公式放送～7周年記念～」において、様々な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、
2019年2月20日（水）に7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。2019年1月17日には、国内累計5100万(※)ダウンロードを突破。さらに多くの皆様にプレイいただいてお
ります。本作のみならず、対戦バトルも楽しめる『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、2018年4月よりテレビ東京系6局ネットで放送中のTV
アニメ、さらには現在9名のプロゲーマーが活躍しているeスポーツ『パズドラ』など、すべてのコンテンツを含め『パズドラ』と
して幅広く展開しております。
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。

■発表内容
1. 「パズドラチャレンジカップ2019」＆「ガンホーフェスティバル2019」開催決定！
https://pad-esports.gungho.jp/tournament/2019gunfes/
『パズドラ』の腕前を競い、上位入賞者にはプロライセンス認定権利が
与えられるアマチュア選手のみの大会「パズドラチャレンジカップ2019」の
開催が決定いたしました。2019年3月24日（日）に開催される
富山エリア（イオンモール高岡）大会を皮切りに、全国で
「パズドラチャレンジカップ2019」予選大会を開催いたします。
各エリアの上位入賞者は2019年5月26日（日）に開催する決勝大会へ
ご招待いたします。我こそは次世代プロ選手という皆様の参加を
お待ちしております。
「パズドラチャレンジカップ2019」予選大会は
「ガンホーフェスティバル2019」全国ツアー内で実施いたします。
内容は後日お知らせいたします。
なお、3月2日（土）からは、株式会社よしもとクリエイティブ・エイジェンシーが
主催する『パズドラ』プロゲーマーによる全9ラウンド総当たり戦
「パズドラプロリーグ」が開催されます
。初代キングの座を目指し『パズドラ』プロゲーマーたちが
熱い火花を散らします。「パズドラプロリーグ」は全9ラウンド
無料でご観覧いただけます。
こちらもぜひご期待ください。
各イベントの詳細は特設サイトをご確認ください。
【ガンホーフェスティバル2019】https://event.gungho.jp/fes/2019/tour/
【パズドラプロリーグ】http://proleague.pad-yoshimoto.com/index.html
2.

「ガンホーフェスティバル 2019」ロゴ

「パズドラプロリーグ」ロゴ

TVアニメ『パズドラ』最新情報！
TVアニメ『パズドラ』第2期放送決定！
https://anime-pad.com/
テレビ東京系6局ネットで好評放送中のTVアニメ『パズドラ』の
第2期がスタートいたします。『パズドラ』プロゲーマーになった主人公
「明石タイガ」と相棒「トラゴン」の物語はまだまだ続きます。ご期待ください。
第2弾は動く！しゃべる！『パズドラ』LINEスタンプ配信決定！
https://pad.gungho.jp/member/linestamp/190221.html
ご好評いただいております第1弾に続き『パズドラ』LINEスタンプ第2弾の
配信が決定いたしました。第2弾では『パズドラ』初のアニメーション＆ボイス付きが
登場いたします。TVアニメ『パズドラ』にも登場する「トラゴン」が
TVアニメさながらにしゃべって動きます。
声優はもちろん「トラゴン」を担当する柿原徹也さんです。
『パズドラ』のゲーム内でもお馴染みのシーンも、
アニメーション＆サウンド付きで再現。毎日のコミュニケーションを
『パズドラ』が楽しく彩ります。ぜひご活用ください。
さらに、3月には絵文字も登場予定です。どうぞお楽しみに。

3.

「パズドラチャレンジカップ 2019」ロゴ

『パズドラ』ロゴ

パズドラ LINE スタンプ第 2 弾

【パズドラレーダー】アップデート情報
バトルに「1人プレイ」を追加！
「1人プレイ」は、ダンジョンに挑戦しクリアを目指す新しいモードです。
多種多様なダンジョン、モンスターが待ち受け、スペシャルダンジョンには
「曜日ダンジョン」や「降臨ダンジョン」も登場いたします。
ダンジョンに現れるモンスターを自分のHPがなくなる前に倒すことができればクリアとなります。
マップでサーチするとまれに特別なダンジョンが出現！
マップ上に出現した特別なダンジョンをタップするとダンジョンを手に入れて挑戦することができます。
クリアできると、「モンスターメモリー」がゲットできることも。
アップデートの日程等の詳細は後日お知らせいたします。

4.

【パズル＆ドラゴンズ】最新情報
7周年記イベント開催中！
https://pad.gungho.jp/member/aniv/190218_7th.html
7周年を記念したイベントを開催中です。
⚫ ログインで魔法石100個
⚫ 魔法石10個！スーパーゴッドフェス開催
⚫ モンスター交換所で新たなフェス限定モンスター1体が手に入る！
⚫ 6大リセット＆「ランク700メモリアルガチャ」追加
⚫ 7周年記念アンケート結果発表
⚫ 他

7 周年記念イベント開催中

モンスターデザインコンテスト結果発表！
皆様から寄せられた多数のモンスターデザインから「パズドライラストチーム賞」や
「パズドラ運営チーム賞」、「公式広報ムラコ賞」など、入賞作品を発表。
今後、入賞作品をもとにオリジナルモンスターを作成し、ゲーム内に実装予定です。
「ガチャドラフィーバー」登場！
https://pad.gungho.jp/member/ranking/gachadora_fever/190220.html
スコアや順位に関わらず、クリアするだけで、様々な報酬が手に入る
新たなルールのランキングダンジョン
「ガチャドラフィーバー」が登場します。
ダンジョンに参加した全ユーザーの累計スコアの
合計によって達成報酬がゲットできます。
また、各ユーザーの累計スコアをランキング。ダンジョン配信終了後の
最終順位によって、後日報酬がゲットできます。

モンスター交換所に「冥黒神・ラー＝ドラゴン」登場！
https://pad.gungho.jp/member/newcomer/190220_monster.html
モンスター交換所のラインナップに「冥黒神・ラー＝ドラゴン」が
ラインナップされます。「冥黒神・ラー＝ドラゴン」は
「イベントメダル【黒】」と交換することが可能です。

「ガチャドラフィーバー」登場

モンスター交換所に
「冥黒神・ラー＝ドラゴン」登場

7周年！データ公開！
リーダーモンスターに選ばれているモンスターランキングやアシストモンスターランキング、
総コンボ数など、『パズドラ』の最新の様々なデータを大公開いたしました。
コラボ情報
コラボの実施が予定されているタイトルを発表いたしました。
⚫ 幽☆遊☆白書
⚫ モンスターハンター
⚫ シャーマンキング
⚫ デビル メイ クライ 5
各コラボの詳細は追ってお知らせいたします。
続報をお待ちください。
一部モンスターがパワーアップ！
https://pad.gungho.jp/member/sinka/powerup/190220_2.html
「煌雷神・ヘラ＝ドラゴン」や「火の精霊王・ボーマ」など
7周年を記念して、総勢77体のモンスターのパワーアップが決定。
パワーアップは2019年2月20日（水）22時より対応しています。
新たな進化情報！
https://pad.gungho.jp/member/sinka/powerup/190220.html
「転生ハク」が超転生進化し、「クロノス」や「創書の白幻魔・イルム」など
一部モンスターが究極進化可能になります。
さらに「白鳥の戦姫神・ヴァルキリー -CIEL-」などがアシスト進化します。

一部モンスターがパワーアップ！

新たな進化情報

■「Google Play ギフトカード」5,000円以上ご購入で「7周年記念たまドラ」プレゼント！
2019年2月20日（水）より、「Google Play ギフトカード」5,000円以上ご購入で
「7周年記念たまドラ」プレゼントするキャンペーンを開催いたしております。
キャンペーン期間中に、ローソン、ナチュラルローソン、ローソンストア100の
各店舗にて、Google Play ギフトカード 5,000円券／10,000円券／
15,000円券／20,000円券／バリアブル5,000円－50,000円）をご購入の上、
対象期間中にご登録フォームよりご登録いただくと、Android™端末向け
『パズル＆ドラゴンズ』で使用できる「7周年記念たまドラ」をプレゼントいたします。
「Google Play ギフトカード」5,000 円以上
この機会に対象の Google Play ギフトカードを購入し、
ご購入で「7 周年記念たまドラ」プレゼント
貴重な「7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・
【概要】
⚫ 対象店舗
全国のローソン、ナチュラルローソン、ローソンストア100
※ 一部お取り扱いのない店舗があります。
⚫ 対象商品
Google Play ギフトカード 5000円券／10,000円券／15,000円券／20,000円券／バリアブル（5,000円―50,000円）
※ Google Play ギフトカード 1,500円券／3,000円券／バリアブル（1,500円―4,999円）は対象になりません。
※ Google Play ギフトカード金額を合算してのご登録はできません。
⚫ 特典内容
対象の Google Play ギフトカード1枚につき「7周年記念たまドラ」1体
（Android 専用特典です）
⚫ キャンペーン対象期間
ご購入対象期間 ：2019年2月20日（水）0:00 ～ 2019年3月4日（月）23:59
登録〆切日
：2019年3月5日（火）23:59
※ 2019年3月5日（火）のご購入の商品は対象外です。
⚫ 登録方法
登録〆切日までに、特設サイト内の登録フォームより、必要事項を記入のうえ、ご登録ください。
⚫ 特設サイト
https://vdpro.jp/googleplay48.game1/
※ 詳細は特設サイトをご確認ください。

【基本情報】
タイトル

： パズル＆ドラゴンズ

ジャンル

： パズルRPG

対応機種

：

・iPhone/iPod touch/iPad

iOS10.0以降の対応端末

・Android OS 4.4以降の対応端末

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 ： https://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4000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

： https://itunes.apple.com/jp/app/id493470467

Google Play

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

Kindleストア

： https://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）

※

Google Play、Google Play ロゴおよび Android は、Google LLC の商標です。

※

App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

※

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ことがあります。

※

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】

『パズル＆ドラゴンズ』ロゴ

TV アニメ『パズドラ』第 2 期イメージ

「パズドラ LINE スタンプ」イメージ

『パズル＆ドラゴンズ』7 周年記念
アプリアイコン

「ガチャドラフィーバー」イメージ

©ガンホー・オンライン・エンターテイメント／パズドラプロジェクト・テレビ東京

「冥黒神・ラー＝ドラゴン」

「イベントメダル【黒】」

【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 (2018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（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

