
報道関係者各位

 

ガンホー、

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社（

CEO 森

サービス中のパズル

お知らせいたします。

 

『パズル＆ドラゴンズ』は

ご愛顧いただいております。日本国内において

App Store

1 位をキープし続けております。

世界市場におきましても、

て上位を獲得しており、

また、本年

香港・台湾市場において

ダウンロード

さらに、

  

『パズル＆ドラゴンズ』

堅調に推移し続け、この度

累計 2600

なお、本発表におけるダウンロード数は、日本国内のみの集計となります。

 

ガンホーでは、「挑戦・創造する経営」の理念のもと、世界中のゲームユーザーに

ような良質なゲームコンテンツの制作に注力し、今後も

取り組みを進めてまいります。

 
【商品概要】
タイトル名
ジャンル
配信国数
対応機種

公式サイト
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【本リリースに関する報道関係の皆様からのお問合せ先】

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

IR・企業広報課

報道関係者各位  

ガンホー、

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社（

森 下 一 喜

サービス中のパズル

お知らせいたします。

『パズル＆ドラゴンズ』は

ご愛顧いただいております。日本国内において

App Store の「トップセールス」ランキング

をキープし続けております。

市場におきましても、

て上位を獲得しており、

本年 3 月 7 日には米国とカナダを合わせた北米市場において

香港・台湾市場において

ダウンロードを達成するなど

さらに、昨年 10 月

『パズル＆ドラゴンズ』

堅調に推移し続け、この度

00 万ダウンロードを達成いたしました。

なお、本発表におけるダウンロード数は、日本国内のみの集計となります。

ガンホーでは、「挑戦・創造する経営」の理念のもと、世界中のゲームユーザーに

良質なゲームコンテンツの制作に注力し、今後も

取り組みを進めてまいります。

【商品概要】 
タイトル名 パズル＆ドラゴンズ
ジャンル パズル

数 13 カ国 
対応機種 iOS5.1 以降の対応機種

Android OS2.3
※日本は他に
※欧州は

公式サイト http://ww
©GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

【本リリースに関する報道関係の皆様からのお問合せ先】

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

・企業広報課 一松

ガンホー、大人気

累計 2

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社（

喜 、 以 下 

サービス中のパズル RPG『パズル＆ドラゴンズ』

お知らせいたします。 

『パズル＆ドラゴンズ』は 2012

ご愛顧いただいております。日本国内において

「トップセールス」ランキング

をキープし続けております。 

市場におきましても、配信

て上位を獲得しており、日本国内のみならず海外のユーザーの皆様にも

日には米国とカナダを合わせた北米市場において

香港・台湾市場において 100 万ダウンロード、また、

するなど、着実に

月以降、英国やフランスをはじめとする欧州

『パズル＆ドラゴンズ』が世界へ広がる中、日本国内におい

堅調に推移し続け、この度 2014

万ダウンロードを達成いたしました。

なお、本発表におけるダウンロード数は、日本国内のみの集計となります。

ガンホーでは、「挑戦・創造する経営」の理念のもと、世界中のゲームユーザーに

良質なゲームコンテンツの制作に注力し、今後も

取り組みを進めてまいります。 

パズル＆ドラゴンズ 
パズル RPG 

 
以降の対応機種

Android OS2.3～4.4
※日本は他に Kindle Fire

は iOS 端末のみの配信
ttp://www.gungho.jp/pad/
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【本リリースに関する報道関係の皆様からのお問合せ先】

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

一松 TEL：03-6895

大人気パズル

2600 万ダウンロードを突破！

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

『パズル＆ドラゴンズ』

2012 年 2 月

ご愛顧いただいております。日本国内において

「トップセールス」ランキングや

 

配信している各国の

日本国内のみならず海外のユーザーの皆様にも

日には米国とカナダを合わせた北米市場において

万ダウンロード、また、

着実にユーザー数

英国やフランスをはじめとする欧州

世界へ広がる中、日本国内におい

4 年 3 月 23 日を

万ダウンロードを達成いたしました。

なお、本発表におけるダウンロード数は、日本国内のみの集計となります。

ガンホーでは、「挑戦・創造する経営」の理念のもと、世界中のゲームユーザーに

良質なゲームコンテンツの制作に注力し、今後も

 

以降の対応機種 
の推奨端末 

Kindle Fire、Kindle Fire HD
端末のみの配信 

w.gungho.jp/pad/ 

©GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

【本リリースに関する報道関係の皆様からのお問合せ先】

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

6895-1662                               

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

パズル RPG『パズル＆ドラゴンズ』

万ダウンロードを突破！
 

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社（本社所在地：東京都千代田区、代表取締役社長

ホ ー 」）は、

『パズル＆ドラゴンズ』が累計

月 20 日のサービス開始より多くのユーザーの皆様に

ご愛顧いただいております。日本国内においては、

や Google P

各国の App Store

日本国内のみならず海外のユーザーの皆様にも

日には米国とカナダを合わせた北米市場において

万ダウンロード、また、3

ユーザー数を伸ばしています

英国やフランスをはじめとする欧州

世界へ広がる中、日本国内におい

日をもちまして

万ダウンロードを達成いたしました。 

なお、本発表におけるダウンロード数は、日本国内のみの集計となります。

ガンホーでは、「挑戦・創造する経営」の理念のもと、世界中のゲームユーザーに

良質なゲームコンテンツの制作に注力し、今後も

 
Kindle Fire HD、Kindle Fire HD 8.9
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【本リリースに関する報道関係の皆様からのお問合せ先】 

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・オンライン・エンターテイメント株式会社

『パズル＆ドラゴンズ』

万ダウンロードを突破！

本社所在地：東京都千代田区、代表取締役社長

）は、現在 iOS/Android

が累計 2600 万ダウンロードを突破

日のサービス開始より多くのユーザーの皆様に

は、サービス開始から

Google Play の「売上トップのアプリ」ランキングにて

App Store や Google Play

日本国内のみならず海外のユーザーの皆様にも

日には米国とカナダを合わせた北米市場において 300

3 月 15 日には

を伸ばしています。 

英国やフランスをはじめとする欧州 7 カ国でのサービスも開始しております。

世界へ広がる中、日本国内においても

もちまして iOS 版、Android

なお、本発表におけるダウンロード数は、日本国内のみの集計となります。

ガンホーでは、「挑戦・創造する経営」の理念のもと、世界中のゲームユーザーに

良質なゲームコンテンツの制作に注力し、今後もスマートフォン向けアプリに関する様々な

Kindle Fire HD 8.9

  

                               

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

『パズル＆ドラゴンズ』

万ダウンロードを突破！ 

本社所在地：東京都千代田区、代表取締役社長

Android™/Kindle Fire

万ダウンロードを突破

日のサービス開始より多くのユーザーの皆様に

サービス開始から 2

「売上トップのアプリ」ランキングにて

Google Play の売上ベースのランキングに

日本国内のみならず海外のユーザーの皆様にも大変ご好評を頂いております。

00 万ダウンロード

日には韓国市場

でのサービスも開始しております。

てもユーザー数

AndroidTM 版、

なお、本発表におけるダウンロード数は、日本国内のみの集計となります。 

ガンホーでは、「挑戦・創造する経営」の理念のもと、世界中のゲームユーザーに

スマートフォン向けアプリに関する様々な

Kindle Fire HD 8.9 に対応 

                               

2014 年 3

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

『パズル＆ドラゴンズ』が

万ダウンロードを突破！ 

本社所在地：東京都千代田区、代表取締役社長

/Kindle Fire 端末向けに

万ダウンロードを突破したことを

日のサービス開始より多くのユーザーの皆様に

2 年経過した今なお

「売上トップのアプリ」ランキングにて

の売上ベースのランキングに

ご好評を頂いております。

万ダウンロード、3 月 11

市場において

でのサービスも開始しております。

ユーザー数はこれまでと同様に

、Kindle Fire 版

ガンホーでは、「挑戦・創造する経営」の理念のもと、世界中のゲームユーザーにお楽しみ

スマートフォン向けアプリに関する様々な

                                  

3 月 26 日 

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 

が 

本社所在地：東京都千代田区、代表取締役社長 

端末向けに   

したことを      

日のサービス開始より多くのユーザーの皆様に          

経過した今なお       

「売上トップのアプリ」ランキングにて      

の売上ベースのランキングに

ご好評を頂いております。

11 日には

において 200 万       

でのサービスも開始しております。 

はこれまでと同様に   

版合わせ  

お楽しみ頂ける  

スマートフォン向けアプリに関する様々な   

   以 上  

   

      

          

       

        

       

   

   

 

      

          


