
プリキュアつながるぱずるん年表 2018/10/06版

※赤文字は追記分

2017/01/中旬 概要とタイトル発表、同時に事前登録開始
　・2017年春のリリースを予定
　・事前登録人数で★３なぎさとほのかを配布

2017/03/中旬 Twitterにて推しキュアを呟くキャンペーン
　・一定数達成で★３ひかりを配布

2017/03/16 アプリリリース
　・android用βテスト何処いった
　・事前登録者にリリースのお報せ来ず、特に特典も無し
　・最大レベルが40なのに40以上のレベルを推奨される
　・１度のパズルでレベルが２以上上がると
　　ステータス上昇値にマイナス補正がかかる
　・攻撃力上昇が持続し続ける俗称筋トレバグ
　　（現在は修正、2017/08/14追記）

2017/03/22 イベント『キラキラ！みんなでもう一度お花見！』開始
　・『キラキラ☆プリキュアアラモード』先行登場（2017/08/23追記）
　・報酬は『プリアラ』の★３及び★４カード（各１枚ずつ）
　　（2017/08/23追記）
　・BGMが『桜MISSION～プリキュアリレーション～』（2017/08/28追記）
　・通称イデバーンが猛威を振るい、
　　多くのプレイヤーにトラウマを植えつける

2017/03/下旬 プレイヤーの多くが理不尽な難易度に気付き始める
　・とあるプレイヤーの記したゲーム紹介記事により
　　『キュアぱず』はメキシコという認識が爆発的な勢いで拡散
　・モフルンの言動がおかしいと話題に

2017/03/30 推奨レベルが最大40に引き下げ（2017/08/16追記）
　・それで難易度が変わったかというと……

2017/04/11 一部の機種でステージセレクト時にフリーズ現象発生
　・キャッシュをクリアすることで解決
　・問い合わせに対し、現象を確認出来ないと運営からの回答

2017/04/06 難易度緩和調整（2017/08/16追記）
　・一部のステージの難易度が下方修正

2017/04/12 イベント『キラキラ！みんなでもう一度お花見！』終了

2017/04/14頃 フリーズ現象に対するお報せ（2017/08/14追記）
　・アプリを再起動してみてください
　・それでも直らないから騒ぎになったんですが？
　・後日修正

2017/04/中旬 ヘルプ項目修正（2017/08/16追記）
　・必殺技レベルアップに同種カードが
　　何枚必要かこっそり書き足す
　・マックスまで32枚必要と判明し、
　　一部ユーザーがゼツボーグと化す

一部テキスト修正（2017/08/24追記）
　・プリキュアは諦めないとプレイヤーが騒いだところ



　　ゲームオーバー時のメッセージが
　　「諦める」から「マップにもどる」に変更される

2017/04/18 イベント『お花がいっぱい！フラワーカーニバル！』開始
　・報酬は『ゴープリ』及び『まほプリ』の星３カード
　・周回して必殺技レベルを上げる形式が確立される
　・ほぼ毎日限界まで周回しないとカンスト出来ない仕様

ガシャるんにカード追加（2017/08/23追記）
　・『キラキラ☆プリキュアアラモード』正式参戦
　・タイトル画面が『キラキラ☆プリキュアアラモード』仕様に
　・キャンペーン配布とお花見イベントのカードが
　　ガシャるんから排出するようになる
　・『プリアラ』のお花見シリーズ追加
　・『プリアラ』放送と連動して必殺技を解禁するが
　　解禁された技はこの時点では本編未登場
　・『ゴープリ』及び『まほプリ』のフラワーガールシリーズ追加
　・魔法つかいプリキュアサファイアスタイル実装
　・ルビースタイルのカットインをお漏らし
　・新規星４カードの可愛さが話題に

難易度緩和調整
　・一部のステージの難易度が下方修正

2017/04/28 イベント報酬カンスト後の報酬が判明（2017/08/19追記）
　・必殺技レベルマックスになっているカードを新たに入手すると
　　100コインに変換される
　・コインになることだけはイベント開始時に説明されていたため
　　期待していたプレイヤーの心をへし折る
　・次のイベントからは最初の説明文に100コインと明記されるように

2017/05/01 イベント『お花がいっぱい！フラワーカーニバル！』終了

2017/05/02 イベント『ジューシー！フルーツ王国！』開始
　・初めてシナリオ内でプリキュアが喋る
　・げきむずステージ初登場
　・初めてイベント報酬で宝石が配布される

ガシャるんにカード追加（2017/08/23追記）
　・『MaxHeart』及び『まほプリ』のフルーツドレスシリーズ追加
　・魔法つかいプリキュアルビースタイル実装

『ふたりはプリキュアMaxHeart』チャレンジミッション実装

2017/05/10頃 テンポ改悪アプデ（2017/08/19追記）
　・敵の行動中にアイテム使用可能という不具合を
　　修正した結果、プレイヤーの行動可能タイミングが
　　著しく減少
　・相当数のクレームがあったのか後日修正

2017/05/23 新エリアステンドグラスの島開放

『Ｇｏ！プリンセスプリキュア』チャレンジミッション実装
　・ツナガラーズの幹部300体撃破＋ボム起爆3000個に
　　心を折られるプレイヤーが続出

2017/05/26 新しいプリキュア参戦決定告知
　・シルエットから『ハートキャッチプリキュア！』と確定



2017/05/28 TVCM放送
　・前日にTwitterで告知するも実際に流れたのは
　　『題名のない音楽会』のジャンクションの後
　　一部の地域限定（後に公式サイトで視聴可能に）
　　しれっと未実装の星４が映る
　・8/13時点でTVCMが流れたのは１度だけ

Twitterにて「キラッとひらめいた！」キャンペーン開始
　・特定のハッシュタグを付けて呟く企画

2017/05/30 『ハートキャッチプリキュア！』参戦発表
　・シルエットが開放され参戦シリーズが確定

2017/05/31 「キラッとひらめいた！」キャンペーン終了
　・目標数には達成するも配布された宝石は60個（ガシャるん１回分）

2017/06/07 イベント『わっくわく！みんなで遠足！』開始
 　・『ハートキャッチプリキュア！』参戦

　・既存参戦組より圧倒的に豊富なボイス
　・原作崩壊レベルのシナリオとげきむずステージの
　　ランダムドロップによりプレイヤーの心の花が枯れ、
　　辺り一面砂漠と化す
　・スターミッションシステム導入
　・ステージ構成がフルーツ王国のコピペ
　・みんなのハートをキャッチし損ねる

難易度緩和調整
　・全体的に通常エリアの推奨レベルが下方修正され、
　　難易度が大幅緩和

『映画 ドリームスターズ！』のCMがようやく終了

2017/06/14 『スマイルプリキュア！』スタッフ及びキャストのボイス収録報告
　・公式からの告知は一切無し（キャストの呟きをリツイートするのみ）
　・不安と期待をレッツ・ラ・まぜまぜ

2017/06/21 『ハートキャッチプリキュア！』チャレンジミッション実装
　・後日実装と言っておきながら唐突に実装（2017/08/18追記）
　・5000万ダメージ欲しい！

2017/06/28 イベント『わっくわく！みんなで遠足！』終了

東映アニメーション株主総会（2017/08/17修正）
　・本ゲームに対する辛辣な質問が出る
　・バンナムと調整していきたいという回答

2017/06/29 イベント『うっとり・パーティアイランド！』開始
　・『Ｇｏ！プリンセスプリキュア』専用イベント
　・報酬は『ゴープリ』の星３カード（2017/08/23追記）
　・シリーズ専用期間限定ガシャるん初登場
　・シナリオ上のボスとステージ内のボスが一致しない
　・スターミッションに必要なギミックがステージ中に登場しない
　・イベント開始直後に上記内容を急遽修正
　・げきむずステージの攻略順が自由に

ガシャるんにカード追加（2017/08/23追記）
　・『ゴープリ』のパーティアイランドシリーズが追加

50万ダウンロード突破



　・記念にアイテム配布

2017/07/04 『ドキドキ！プリキュア』スタッフ及びキャストのボイス収録報告
　・参戦順が大友人気順であることがほぼ確定
　・勿論公式は沈黙

2017/07/10 春日野うらら／キュアレモネード役の伊瀬茉莉也さんが
意味深な呟き
　・プリキュア５のボイス収録かと期待される

2017/07/12 イベント『うっとり・パーティアイランド！』終了

2017/07/15 玩具関係のＣＭが追加
　・２月から販売している商品のＣＭを今更投入
　・翌日にキュアパルフェが登場するも
　　レインボーリボンのＣＭは無し

2017/07/16 タイトル画面にキュアパルフェ追加
　・『キラキラ☆プリキュアアラモード』にパルフェ登場直後に追加
　・ゲームにもパルフェ実装間近かと期待されるが
　　8/11時点で未登場

2017/07/19 キュアホイップのエピソードステージ実装
　・『キラキラ☆プリキュアアラモード』の初変身回を追体験
　・パルフェ実装を期待していたプレイヤーが
　　盛大な肩透かしを喰らう
　・『ハトプリ』イベントの負の実績があるところに
　　エピソードに力入れました感を出したので
　　ユーザーに負のキラキラルを生み出させる
　・実装予定の枠はショコラまでしかない
　・不具合修正対応の遅れを初めて謝罪
　・毎週エピソードステージが開放されるかと
　　思いきや、そんなことはない
　・公式Twitterが初めてキャラの台詞を
　　模した告知を行う（2017/08/14追記）

2017/07/27 『Yes！プリキュア５GoGo！』キャストのボイス収録報告
　・監督や脚本家等の報告は無し？

2017/07/28 『スマイルプリキュア！』もうすぐ参戦告知

お報せ欄にフィギュアーツの広告追加

2017/07/29 毎日ログインボーナス開始
　・『スマプリ』参戦記念
　・お報せ画面等は特に無く、
　　ひっそりとメールボックスに放り込まれている

2017/08/02 イベント『絵本のせかいでウルトラハッピー！』開始
　・『スマイルプリキュア！』参戦
　・みんな笑顔でウルトラハッピー！
　・毎日ログインボーナス終了を待たずして実装
　・初めてイベント枠が２つ以上埋まる
　・同レアリティでもカードによってボイスが異なる
　・周回報酬に宝石が登場する等豪華仕様
　・ステージ構成がコピペではない
　・「ものごとにはバランスっちゅーのがあんねん！」
　・お前が言うな
　・メンテ終了時間前に更新してログインすると



　　一時的に初期化されるという不具合で
　　プレイヤーをヒヤヒヤさせる（2017/08/15追記）
　・報酬カードのドロップ率が異様に渋い（2017/08/17追記）
　　（毎日限界まで周回してもカンスト出来るか微妙）

2017/08/07頃 レインボーリボンＣＭ追加

2017/08/09 毎日ログインボーナス終了

2017/08/10 新イベント準備のためのメンテ
　・ガシャるんと氷破壊のＳＥ変更
　・もやもや消去のＳＥ追加
　・ガシャるんの新ＳＥの音量がおかしい（2017/08/15追記）

2017/08/11 イベント『海辺へGO！ドキドキ夏休み！』開始
　・『ドキドキ！プリキュア』参戦
　・胸のキュンキュンが止まらない
　・イベント枠が埋まり過ぎてスライドするようになる
　・水着と浴衣のカードが登場し、子供向けか疑わしくなる
　・マナさんの腋
　・他キャラに向けたボイス有
　・『スマプリ』イベントより難易度は高いが
　　周回報酬の宝石はこちらの方が少ない
　・『スマプリ』イベントとの同時進行で
　　プレイヤーの愛が試される
　・『スマプリ』と合わせて10人増えたため
　　カード種類が爆増
　・相変わらず必殺技名とカットインの
　　不一致をやらかす（2017/08/14追記）

2017/08/18 キュアハートの必殺技を修正
　・ハートシュート→マイスイートハートに修正
　　（ルビースタイルカットインお漏らしはサイレント修正だったため
　　　運営の成長を感じさせる）

2017/08/19 キラ星シエルもうすぐ登場記念ログインボーナス開始
　・8/19以降ログインで星２シエルを１枚配布
　・シエルのカラーは緑

2017/08/22 イベント『絵本のせかいでウルトラハッピー！』終了
　・毎日限界まで周回しても必殺技レベルが
　　カンストしなかった人が続出

2017/08/23 『夏だ！海だ！キラキラ☆プリキュアアラモード』開始
　・キュアパルフェ正式参戦
　・『プリアラ』夏衣装星４カードが追加
　・新規カードが２枚ずつ繋がって１枚のイラストに
　・イベントは無く、専用ガシャるんのみ
　・まさかのゆかあお
　・実装直後、一部カードの名前が「N/A」に
　　なっている不具合（すぐに修正される）
　・公式Twitterで新カードを１枚ずつ各キャラに
　　なりきって紹介（2017/09/02追記）

トレーニングモードの経験値増加（2017/09/02追記）

2017/08/25 キュアカスタードのエピソードステージ実装
 　・実装記念として星３のいちかとひまりを配布

　・パルフェの枠が追加



ガシャるん時にカードのボイスが流れるように

ガシャるん時のSEの音量引き下げ
　・やはりうるさかった模様

各種SE追加
　・いきなり増やし過ぎてユーザーを困惑させる
　・シチュエーションに合っているのか？
　・ＳＥをオフにしても一部消えないものがある（2017/08/29追記）

2017/08/28 androidを更新によるデータ消失の危険発表
　・IDと引継用パスをメモしておけという注意喚起
　・怖過ぎ

2017/08/29 SEオフ無効が不具合と発表
　・後日修正の予定

2017/08/31 イベント『海辺へGO！ドキドキ夏休み！』終了
　・毎日限界まで周回しても運が悪いと
　　必殺技がカンストしないドロップ率

2017/08/31 『キラキラ☆プリキュアアラモード』変身カードに
専用ボイス実装
　・設定し忘れていたのを修正？

キュアカスタードのエピソードステージの
背景がキラパティに変更

桃園ラブ／キュアピーチ役の沖佳苗さんが意味深な呟き
　・『フレッシュプリキュア！』参戦濃厚か

2017/09/01 キラ星シエルもうすぐ登場記念ログインボーナス終了

『夏だ！海だ！キラキラ☆プリキュアアラモード』終了

『フレッシュプリキュア！』キャストのボイス収録報告
　・沖佳苗さんがリリース当時、難易度の高さに
　　心折れていたことが判明（2017/09/09追記）
　・監督や脚本家等の報告は無し？
　・やはり公式は沈黙

2017/09/08 ステンドグラスの島エリア２開放
　・推奨レベルはエリア１から据え置きでありながら
　　大幅な難易度低下
　・リプレイ報酬は相変わらず500コイン

『ふたりはプリキュアMaxHeart』ピックアップガシャるん開始
　・通常のガシャるんで『MaxHeart』カードの排出率アップ
　・数回回した程度では実感出来ない確率

トレーニングモードの経験値が元に戻る
　・ただの設定ミスだった模様

2017/09/15 『スマイルプリキュア！』チャレンジミッション実装
　・何故か直前に実装されたステンドグラスの島エリア２が
　　舞台ではない
　・一部ミッションがこれまでのミッションと同じ
　・全体的に緩和傾向



キュアジェラートのエピソードステージ実装
　・ステージが２段構えの構成
　・ペコリンの名前すら出なくなる
　・告知画像がジェラート専用バージョンに
　・２種のステージどちらでもカードがドロップ
　・理論上、１日でカンスト可能に

『ふたりはプリキュアMaxHeart』ピックアップガシャるん終了

『スマイルプリキュア！』ピックアップガシャるん開始

シナリオリプレイ機能実装
　・これに伴い、メインステージのシナリオが
　　大幅修正
　・タフモフが無かったことに
　・ツナガラーズのボスの名前が
　　ツナガラーズらしいと判明

敵のスキルカウントアイコンがピコピコするようになる
　・パズル画面右上

ＳＥボリューム修正？

残りHP一定以下でクリア時のボイスが変化するように
　・実装し忘れ？
　・『ハトプリ』以降実装組のみ？

美翔舞／キュアイーグレット役の榎本温子さんが
『Ｓｐｌａｓｈ☆Ｓｔａｒ』参戦を待ち望むツイートを投下
　・直後、自分が収録に行ってないのに出る筈ないと
　　悟る

2017/09/22 『スマイルプリキュア！』ピックアップガシャるん終了

『ハートキャッチプリキュア！』専用ガシャるん開始

EXP２倍キャンペーン開始
　・対象は『ハトプリ』のみ

2017/09/25 『Yes！プリキュア５GoGo！』のイベントバナーをまさかのお漏らし
　・近日中のイベント開催けってーい！
　・難易度３段階構成であることが確定する
　・発生から４時間程でお詫び文が投下される（詫びアイテム無し）

2017/09/26 『ハートキャッチプリキュア！』専用ガシャるん終了

EXP２倍キャンペーン終了

2017/09/29 カラーピックアップガシャるん開始
　・第１弾はピンク
　・併せて超レベルアップキャンペーンも
　・リザルト画面で経験値２倍と判るように

キュアジェラートエピソードステージ１で
カードがドロップしなくなる
　・ただのバグだった模様

2017/10/02 カラーピックアップガシャるん終了



　・超レベルアップキャンペーンも併せて終了

2017/10/06頃 SimejiのCMにショートバージョンが登場

2017/10/07 秋のログインボーナス開始
　・累積で12日分
　・一向に始まらない『５』イベントに
　　プレイヤーのフラストレーションが溜まる
　・公式Twitterは沈黙

2017/10/10 タイムアタックステージ実装
　・プレイヤー間でスコアを競う
　・週１回ランキングがリセットされ、
　　順位に応じてアイテムが貰える
　・実装早々軽微の不具合が見付かる
　・既に終了したイベント報酬カードに
　　圧倒的優位性があり物議を醸す
　・公式Twitterは沈黙
　・いつまでも始まらない『５』イベントに
　　戸惑いの声

2017/10/16 タイムアタック報酬初配布
　・受け取りは一括となるため
　　ハートのスタックが難しい
　・ダブルボムと間違って
　　チャージジュースを配布
　・即座に謝罪及びアイテムの補填

謎のデータ更新

キラキラルクリーマーのＣＭが追加
　・データ更新で追加？

2017/10/19 UI改善
　・メンテ明け直後に不具合のお報せ有
　・新着を示す赤丸がNEWのアイコンに
　・ステージクリア報酬が事前に
　　判るようになったが、初回報酬と
　　ランダムドロップの区別がつかない

パートナー機能追加
　・メイン画面でカード絵柄を
　　表示した際に拡大縮小機能が追加
　・パートナー機能という初出のワードに
　　心を躍らせていたプレイヤー達が
　　大激怒
　・普段温厚なプレイヤーも怒りを露に
　・パートナー機能とはメイン画面に
　　選んだカードを表示させるという
　　最初から実装されていたものだった模様

2017/10/20 キュアマカロンのエピソードステージ実装
　・告知無しで唐突に実装
　・今回もステージが２段構えの構成
　・ステージ１が有利色で挑めるように
　・やはりペコリンは名前すら出ない
　・ゆかりさんのモノローグは無し

イベント『ドキドキ！GoGo！ハッピーハロウィン！』予告



　・『５』と『ドキプリ』の合同イベント
　・まもなくスタート!!
　・画像有で事前にイベント告知が出るのは初
　・画像からうらら、こまちさん、かれんさん、マナ、
　　六花の登場が確定
　・幻だったと思われていたパートナー機能が
　　このイベント用のシステムとして実装されることが
　　判明
　・プレイヤーのてのひらくるくるくるくるくるりんぱ

2017/10/25 2017/10/26メンテのお報せ
　・イベントに対する「メンテナンス後開催予定」という文言と
　「10月27日開始予定のイベント」という文言が混在し、
　プレイヤーを困惑させる
　・お報せバナーでハロウィンイベントに
　　つぼみとみらいが登場確定

2017/10/26 イベント『ドキドキ！GoGo！ハッピーハロウィン！』開始
　・このゲームの「まもなく」は６日
　・公式Twitterが息を吹き返す
　・『プリキュア５』からうらら、こまち、かれんが初登場
　・本来は『５』参戦イベントが先の予定だった？
　・『ドキプリ』よりマナと六花が登場
　・ニンジン汁ﾌﾞｼｬ━━━━!!
　・シナリオには２チームのメンバー全員が登場
　・キュアミントの腕が４本になる
　・ボーナスステージ登場により
　　『ハトプリ』チャレンジが大幅緩和
　・ボスステージはハートの消費量が２若しくは３

ガシャるんにハロウィンシリーズ追加
　・つぼみ、えりか、『まほプリ』３人の☆４が追加
　・同時にピックアップガシャるん開始
　・あまりの可愛さにいたずら（意味深）されたい
　　プレイヤーが続出
　・みらいさんがえっち過ぎると話題に
　・『まほプリ』３人は今回用にボイス追加収録
　・時間限定ボイスは無し
　・魔法つかいプリキュアトパーズスタイル実装ならず

キュアミラクル／朝日奈みらい役の高橋李依さんが
Twitterでボイスをたくさん新録した報告
　・ハロウィンカード以外にも何かある？

2017/10/27 イベント『パリの都はスイーツパニック!?』開始
　・まさかのダブルイベント体制
　・『プリアラ』映画連動イベント
　・あきらさんとシエルの変身前グラフィックが
　　先行登場
　・報酬が経験値アップアイテム
　・報酬にカードは無し

ガシャるんに期間限定スイーツパーティシリーズ追加
　・イベント終了までの期間限定排出
　・映画で着用するドレスのカード

2017/10/28 『映画 キラキラ☆プリキュアアラモード』のパンフレットに
本ゲームの広告が掲載（2017/11/17追記）
　・この時点で未実装だったのぞみの★４画像が公開



2017/10/31 秋のログインボーナス終了

ハッピーハロウィン！ピックアップガシャるん！終了

2017/11/01 キラキラ☆プリキュアアラモードピックアップガシャるん！開始
　・30分のメンテ後に実装
　・いつから限定カードのみのピックアップと錯覚していた？
　・シエルの新規星４が不意打ちで登場
　・『プリアラ』のカード排出率アップの中でも
　　特に限定カードとシエルの新規星４の排出率が高い

2017/11/02 キュアショコラのエピソードステージ実装
　・またしても告知無しで唐突に実装
　・サイレント修正のためのデータダウンロードと
　　思わせるという周到な手口
　・マカロン実装から僅か２週間
　・ペコリン……
　・今回もいちかのナレーション
　・イベントが２つあるからといって
　　置いておけると思うかい？

2017/11/09 キラキラ☆プリキュアアラモードピックアップガシャるん！終了
　
謎のダウンロード
　・ピックアップガシャるん終了のため？

パズル時にＨＰが危険域に入ると画面周囲に
赤い靄がかかるように
　・謎ダウンロードで実装？

2017/11/10 ステンドグラスの島エリア３開放
　・エリア２開放から僅か２ヶ月での開放
　・復刻イベントのお報せにかき消されて
　　ひっそりと実装される
　・ボスはコッパ
　・初めてイベント初出のボスが
　　メインステージのボスとして登場

おもいで『お花がいっぱい！フラワーカーニバル！』開始
　・１年経過を待たずして復刻イベント
　・短期間とはいえイベント３本同時進行
　・システムの変更点が反映され、ほぼ別物に
　・関連する『まほプリ』カードのボイスが専用のものに変更
　・当時のBGMは使用されず（2018/06/30追記）

フラワーガールピックアップガシャるん開始

怒濤のアプデ攻勢に生き急いでいる感を
憶えるプレイヤーが出始める

2017/11/11 タイムアタックステージのバランス調整のお報せ

2017/11/12 イベント『ドキドキ！GoGo！ハッピーハロウィン！』終了
　・今回も毎日限界まで周回してもカンストしないドロップ率

2017/11/13 タイムアタックステージバランス調整実施
　・選択したプリキュアに応じて敵の行動が変化？
　・お邪魔ブロックが追加され、ただピースが



　　消し難くなっただけの模様

フラワーガールピックアップガシャるん終了

秋映画のＣＭが追加
　・相変わらずズレたタイミング

2017/11/14 『Yes！プリキュア５GoGo！』もうすぐ参戦告知

2017/11/16 イベント『パリの都はスイーツパニック!?』終了

機能エラーにより一時プレイ不能に
　・イベント終了処理でトラブル？（30分程度に復帰）

2017/11/17 イベント『みんなでお泊まり！Yes！GoGo！』開始
　・メンテ予告では何も言わずにしれっとスタート
　・9/25のお漏らししたバナーのアレ
　・一気に６人全員が登場し、周回が厳しい
　・パートナー機能は健在
　・新経験値アップアイテム、ケーキシリーズが登場
　・バラバラーンが遂に復活
　・うららさんにはいてない疑惑浮上

『Yes！プリキュア５GoGo！』ピックアップガシャるん！
第１弾開始
　・ガシャるんにのぞみ、りん、うららのカードが追加
　・上記３名は期間中経験値が２倍に
　・のんきにレベルを上げている場合ではない
　・イベント報酬のカードが対象リストに含まれていないが
　　経験値２倍の効果有
　・ガシャるんではなくイベントの方を分割しろ

イベント欄の並び順が新着順に変更

必殺技チャージスピード調整
　・多くのカードに調整が入る
　・対象カードのリストを正式に公開

2017/11/20 SimejiのCMに新バージョンが登場

2017/11/21 『Yes！プリキュア５GoGo！』ピックアップガシャるん！
第１弾終了

2017/11/24 『Yes！プリキュア５GoGo！』ピックアップガシャるん！
第２弾開始
　・ガシャるんにこまち、かれん、くるみのカードが追加
　・上記３名は期間中経験値が２倍に
　・今回はイベント報酬カードも対象リストに含まれている

タイムアタックランキング集計時間変更
及び報酬変更のお報せ
　・枚週月曜01:00～11:59に変更

タイムアタックランキングに「トップへ」ボタンが設定

2017/11/27 おもいで『お花がいっぱい！フラワーカーニバル！』終了

タイムアタック調整
　・報酬のコインが激減



　･ダブルボムと経験値アップアイテムが入れ替え
　・イベントバナーにブラックが登場
　・BGMが専用のものに変更？（2018/01/04追記）

2017/11/28 『Yes！プリキュア５GoGo！』ピックアップガシャるん！
第2弾終了

2017/11/30 『魔法つかいプリキュア！』専用ガシャるん開始

『魔法つかいプリキュア！』ボイス大幅追加
　・『スマプリ』以降参戦組と同等のボイス量に

2017/12/04 『魔法つかいプリキュア！』専用ガシャるん終了

『ふたりはプリキュアSplash☆Star』キャストのボイス収録報告
　・鷲尾Ｐと小村監督が立ち会い

2017/12/05 『スイートプリキュア♪』境監督のボイス収録報告
　・『Splash☆Star』とどちらが先か微妙な状況に

2017/12/07 イベント『みんなでお泊まり！Yes！GoGo！』終了
　・★４がカンストしたという報告が見当たらない

2017/12/12 『フレッシュプリキュア！』もうすぐ参戦告知
・同時にメンテのお報せで翌日からイベント開始が確定

2017/12/13 イベント『しあわせゲット！ダンスコンテスト♪』開始
　・『フレッシュプリキュア！』参戦
　・「もうすぐ」がまさかの翌日
　・カードイラストの背景に妖精以外の脇役が登場
　・『ドキプリ』チャレンジミッション待機勢から不満の声が
　　出始める

『フレッシュプリキュア！』ピックアップガシャるん開始
　・同時に経験値２倍キャンペーンも
　・イベント報酬カードは対象外

チュートリアル変更
　・貰えるカードがみらいからいちかに変更
　・経験値アップアイテムを配布

ボス出現アラート中のパズル操作が不能に

一部の機種での画面表示不具合を修正
　・その代償としてメイン画面のカードサイズが小さくなる

2017/12/18 公式Twitterにてイベント『キラキラハッピークリスマス！』予告
　・まさかの深夜０時付近でのお報せ
　・公式Twitterでイベントの先行告知は初めて
　・ほのか、なお、トワ、あきらの参戦が確定
　・こんな不自然な時間帯の告知、
　　まさかの18日夕方開始では……

ゲーム内でイベント『キラキラハッピークリスマス！』予告
　・ドロップアイテムであるリースを集めて
　　交換所で欲しい景品と交換するシステムと判明

『フレッシュプリキュア！』ピックアップガシャるん終了



2017/12/19 イベント『キラキラハッピークリスマス！』開始
　・ドロップするリースを集めて交換所で景品と
　　交換する方式
　・報酬カードは２日おきに追加
　・パズルBGMがクリスマスアレンジに
　・シナリオはプリキュア達が１人ずつ喋るだけという
　　あってないようなもの
　・ほのかとトワはシナリオ内で初台詞
　・ボスはクリスマス衣装のキルンヌ
　・報酬カードは新規ボイス無し
　・まさかのなおれい

クリスマスピックアップガシャるん！第１弾開始
　・くるみとシエルのクリスマスカードが対象
　・経験値２倍キャンペーンも
　・シエルのカードの必殺技がパルフェエトワールにも
　　関わらずカットインがキラクルレインボー
　　（12/22に修正、報告有）

2017/12/21 ステージクリア時に残っていたボムが
スコアに換算されるように

ポーズ画面でスターミッションの進捗が確認可能に

キャラ表示画面のラストページから
トップページへ跳べるように

一部チャレンジミッションのテキスト変更

ステージの挑戦回数回復機能追加
　・宝石20個で回復

2017/12/22 クリスマスピックアップガシャるん！第１弾終了

クリスマスピックアップガシャるん！第２弾開始
　・亜久里とはるかのクリスマスカードが対象

2017/12/23 Twitterにてリツイートキャンペーン
　・1225リツイートでゲーム内にて特別な
　　経験値アップアイテムをプレゼント
　・終了期限が（予定）となっており、
　　達成出来なかったときの保険を窺わせる
　・キャンペーン開始記念としてハート10個を配布
　・僅か数時間程度で達成
　・経験値アイテムはクリスマスカードに
　　対してボーナスが付く仕様（2018/01/04追記）

2017/12/25 タイムアタックに週変わりボーナスが登場
　・初週はピンクプリキュアで敵浄化時にボーナス
　・報酬に再調整

クリスマスピックアップガシャるん！第２弾終了

2017/12/27 イベント『2018★トキメキカウントダウン！』予告
　・いつき、ゆり、はるか、きららの参戦が確定

2017/12/28 Twitterにてリツイートキャンペーン
　・2018リツイートでゲーム内にて特別な
　　経験値アップアイテムと宝石をプレゼント



　・１日程度で達成
　・告知画像で新規★４ゆかりのイラストを
　　先行公開

2017/12/29 イベント『しあわせゲット！ダンスコンテスト♪』終了

イベント『2018★トキメキカウントダウン！』開始
　・『フレプリ』イベント終了直後から開始
　・基本的にはクリスマスイベントと同じ形式
　・相変わらずいつきのキャラがブレブレ（2018/01/01追記）

2018★トキメキカウントダウン！ピックアップガシャるん開始
　・対象はラブ、みゆき、やよい、ゆかりの４人
　・経験値２倍キャンペーンも
　・ラブの必殺技ボイス設定ミス有

2017/12/31 Twitterにてリツイートキャンペーン達成のお報せ
　・クリスマス時に達成のお報せをしなかったことで
　　文句があった模様
　・配布される宝石は50個（ガシャるんは１回60個必要）

2018/01/01 ログインボーナスのコインの一部が経験値アイテムに変更
　・経験値アイテムよりコインをくれ
　・ハートが11個追加

タイトル画面で『プリアラ』６人の謹賀新年ボイスが流れる
　・ランダム再生の模様
　・追加で新録？

お正月福袋キャンペーン開始
　・特定個数の宝石を購入するとアイテムが付属するように
　・付属するアイテムがショボく購入の必要性を感じない
　・売る気があるのかと話題に（2018/01/04追記）

イベント『キラキラハッピークリスマス！』終了
　・交換所は継続

2018/01/05 イベント『キラキラハッピークリスマス！』交換所終了

2018★トキメキカウントダウン！ピックアップガシャるん終了

2018/01/07 お正月福袋キャンペーン終了

謹賀新年ボイス終了
　・このアプデの時にお正月ラブの必殺技ボイス間違いが
　　修正された模様

2018/01/09 ボムのスコア換算の仕様変更により
一部チャレンジミッション達成が困難になっているというお報せ
　・ボムを使わずにステージをクリアするという条件が該当
　・1/12のメンテで修正

2018/01/10 『ハピネスチャージプリキュア！』キャストのボイス収録報告
　・これで『プリアラ』までの全作品の実装がほぼ確定に

2018/01/11 おもいで『うっとり・パーティアイランド！』予告

2018/01/12 メンテナンス
　・ステータス画面におけるパーセント表示が



　　「すこし」「たくさん」といったふわっとした記述に変更
　・弊害としてメールボックスの表示がバグる、
　　正月イベントでボーナス分の門松が貰えない等の
　　不具合が確認される（数時間後に修正）

おもいで『うっとり・パーティアイランド！』開始
　・『ゴープリ』のボイス追加を期待させるも特に何も無し

『Ｇｏ！プリンセスプリキュア』ピックアップガシャるん開始
　・経験値２倍キャンペーンも
　・全てのカードが対象と記述しながらも
　　イベント報酬カードは対象外

2018/01/16 イベント『2018★トキメキカウントダウン！』終了
　・交換所は継続

『Ｇｏ！プリンセスプリキュア』ピックアップガシャるん終了

2018/01/17 『ゴープリ』ピックアップで経験値２倍対象カード誤記のお報せ
　・全てのカードと言っておきながらイベント報酬は対象外
　・補填としてホールケーキ１個を配布

2018/01/18 サーバー障害による緊急メンテナンス
　・補填として宝石24個を配布

2018/01/19 イベント『2018★トキメキカウントダウン！』交換所終了

キュアパルフェのエピソードステージ実装
　・まさかの３ステージ構成
　・大量の新規キャラグラ
　・パルフェの変身カードの必殺技が
　　キラクルレインボーに

エピソードステージドロップ率２倍キャンペーン開始
　・パルフェのエピソードステージ実装記念

『キラキラ☆プリキュアアラモード』専用ガシャるん開始
　・スイーツパーティは対象外

2018/01/23 『キラキラ☆プリキュアアラモード』専用ガシャるん終了

2018/01/25 『ドキドキ！プリキュア』チャレンジミッション予告
　・チャレンジの画像付き予告は初？

2018/01/26 メンテナンス
　・『バーティアイランド』とエピソードステージドロップ率２倍
　　キャンペーン終了時刻が17時にも関わらず
　　14：30からメンテ開始
　・メンテ後に両イベントを1/29にまで延長告知

『ドキドキ！プリキュア』チャレンジミッション実装
　・『ドキプリ』参戦から実に５ヵ月半後の実装
　・これまでのチャレンジと比べて圧倒的に低い難易度

『ドキドキ！プリキュア』ピックアップガシャるん開始

メインステージの難易度調整
　・およそ半年振りの調整
　・推奨レベルが大幅低下



　・ボスステージのハート消費量が２若しくは３に
　・リプレイ報酬コイン削減
　・既存のチャレンジミッションの難易度下方修正

2018/01/28 『キラキラ☆プリキュアアラモード』最終回放送記念
　・放送終了後に『プリアラ』６人のボイス大幅追加
　・６人の★３を１枚ずつ配布

SimejiのＣＭと新しいプリキュアグミのＣＭのBGMが
同じと話題に

2018/01/28頃 『HUGっと！プリキュア』デビューガイド（玩具カタログ）にて
『はぐプリ』の参戦が決定
　・ゲーム内でのお報せは無し

2018/01/29 おもいで『うっとり・パーティアイランド！』終了

エピソードステージドロップ率２倍キャンペーン終了

『ドキドキ！プリキュア』ピックアップガシャるん終了

2018/01/31 メインステージ難易度調整に関する謝罪
　・調整内容をちゃんと伝えていなかった事を謝罪
　・内容より意図を説明してほしいという声多数

2018/02/01 詫び石を誤って２回送付してしまうトラブル
　・難易度調整に関する謝罪の詫び石
　・一部ユーザーにて発生
　・結果的に全ユーザーが48個詫び石を獲得

バンダイナムコのプレスリリースより
なぎさとほのかの★５が2/2から登場と確定
　・プリキュアの日に合わせて発行されたもの

イベント『チョコっと大変!?バレンタイン！』予告

2018/02/02 プリキュア15周年記念ログインボーナス開始

イベント『チョコっと大変!?バレンタイン！』開始
　・プリキュア15周年と兼用イベント
　・『ふたりはプリキュアMaxHeart』専用イベント
　・ひかりはシナリオに登場するがカードは無し

『チョコっと大変!?バレンタイン！』
ピックアップガシャるん！開始
　・対象はなぎさとほのかの全てのカード
　・経験値２倍キャンペーンも

新レアリティ★５登場
　・なぎさとほのかの２種
　・必殺技発動によりレインボーピース生成
　・レベル上限50
　・必殺技レベル上限５

Twitterにてリツイートキャンペーン
　・2140リツイート達成でゲーム内にて特別なアイテムを
　　プレゼント

2018/02/04 Twitterにて『HUGっと！プリキュア』参戦告知



　・画像は無し

2018/02/05 タイムアタック制限時間変更
　・100秒から60秒に
　・獲得コイン量を減らすため？
　・『MaxHeart』チャレンジ必殺技７回発動の易化抑制？

2018/02/06 『チョコっと大変!?バレンタイン！』
ピックアップガシャるん！終了

2018/02/07 Twitterキャンペーン報酬配布
　・バレンタインイベントでアイテムとの交換に
　　使えるチョコ100個を配布

2018/02/08 『Yes！プリキュア５GoGo！』チャレンジミッション予告

2018/02/09 『Yes！プリキュア５GoGo！』チャレンジミッション実装

『Yes！プリキュア５GoGo！』ピックアップガシャるん開始

2018/02/11 イベント『星空キラリ★天体観測！』予告
　・まさかの日曜にお報せ
　・新規参戦イベント内容の事前告知は初

2018/02/12 『Yes！プリキュア５GoGo！』ピックアップガシャるん終了

イベント『星空キラリ★天体観測！』開始
　・『ふたりはプリキュアSplash☆Star』参戦
　・まさかの祝日メンテ＋イベントスタート
　・遂に２人目の白のプリキュア登場
　・報酬カードのドロップ率が大幅改善
　・カードイラストに満と薫が後姿のみ登場
　・美翔舞／キュアイーグレット役の榎本温子さんが
　　メンテ明け早々乗り込み、ガシャるんで
　　★４咲を獲得

『ふたりはプリキュアSplash☆Star』ピックアップガシャるん開始

2018/02/16 『HUGっと！プリキュア』ＣＭ追加

イベント『チョコっと大変!?バレンタイン！』終了

『ふたりはプリキュアSplash☆Star』ピックアップガシャるん終了

2018/02/19 タイムアタックの週変わりボーナスが２週連続で同じ内容
　・データ更新自体が無かったので更新し忘れ？

イベント『チョコっと大変!?バレンタイン！』交換所終了

2018/02/24 謎のデータ更新
　・誕生日お祝いボイスが削除されたとの噂
　・課金時の誕生日認証と紐付いているのが問題？
　・ちびっこがスマホに個人情報を入力するのがマズい？

2018/02/26 イベント『星空キラリ★天体観測！』終了

2018/02/27 『スイートプリキュア♪』もうすぐ参戦告知

公式Twitterにてイベント『ひびけメロディ♪スイート音楽祭』予告



2018/02/28 イベント『ひびけメロディ♪スイート音楽祭』開始
　・『スイートプリキュア♪』参戦
　・エレンはブルー
　・登場キャラが４人いるが普通ステージ数が12しかない
　・カードのドロップ率が過去最低というほどに低く、
　　プレイヤー達が不幸のメロディを奏で始める
　・もうすぐスキルマのカードが完成するニャ
　・ログインボーナス音声実装し忘れ？（2018/03/10追記）

『スイートプリキュア♪』ピックアップガシャるん開始

2018/03/04 『スイートプリキュア♪』ピックアップガシャるん終了

2018/03/05 タイムアタックの週変わりボーナスがまたしても更新されず
　・毎週更新が面倒になった模様

2018/03/08 『フレッシュプリキュア！』チャレンジミッション予告

2018/03/09 プリキュア新聞に広告が掲載
　・新しいタイトル画面が数時間先行して公開

タイトル画面が『HUGっと！プリキュア』仕様に
　・謎の13時更新
　・従来の雰囲気とは異なり笑顔に

『フレッシュプリキュア！』チャレンジミッション実装

『フレッシュプリキュア！』ピックアップガシャるん開始

リリース１周年記念ログインボーナス開始
　・15周年記念ログインボーナスと近い豪華さ

2018/03/10 天ノ川きらら／キュアトゥインクル役の山村響さんが
ボイス収録報告
　・『ゴープリ』のボイス追加がほぼ確実に

2018/03/11 『ゴープリ』ＳＤの田中裕太氏がボイス収録報告
　・通称タナカリオン
　・自身も『キュアぱず』の古参ユーザー
　・いちユーザーとしての声を担当者にさりげなく伝える
　・思っていたよりもボリュームたっぷりとのこと

2018/03/12 『フレッシュプリキュア！』ピックアップガシャるん終了

2018/03/13 １周年目前Twitterキャンペーン
　・お気に入りのカードを呟く
　・1000ツイート達成でゲーム内でアイテムプレゼント

2018/03/15 イベント『ひびけメロディ♪スイート音楽祭』終了

2018/03/16 メンテナンスのお報せ
　・12時頃にお報せして、14時半からメンテスタート

イベント『プリキュアスーパースターズ！守れお花畑！』予告
　・まさかの当日予告

イベント『プリキュアスーパースターズ！守れお花畑！』開始
　・『HUGっと！プリキュア』参戦



　・『はぐプリ』のカードボイスは少なめ
　・映画連動イベント
　・『まほプリ』と『プリアラ』も登場
　・ゲーム内で始めて世代を跨いだシナリオが展開
　・はなのみ変身前のグラフィック有
　　エピソードステージ用のグラフィック？

新アイテム、こころクリスタル登場
　・一定数集めることで★４カードのレベル上限を
　　45に引き上げることが可能
　・この時点ではピンク、ブルー、イエローのみ

１周年記念プレミアムガシャるん第１弾開始
　・『まほプリ』『プリアラ』『はぐプリ』のカードのみ排出
　・『まほプリ』の★５カードが期間限定で登場
　・11連のおまけで『まほプリ』★４確定チケット
　・確定チケットは好きなカードを選択可能
　・１日１回半額でガシャるんを回せる

ログインボーナス取得状況が確認可能に

2018/03/17 『映画 プリキュアスーパースターズ！』のパンフレットに
本ゲームの広告が掲載
　・映画公開記念イベント開催中の旨も記載

2018/03/18 野乃はな おそろいアーガイルピンク配布
　・『はぐプリ』登場記念
　・配布開始は10時
　・昨年の『プリアラ』は９時配布
　・スーパーヒーロータイム終了時間を意識？

2018/03/20 Twitterキャンペーン報酬配布
　・★３と★４の確定チケットが１枚ずつ
　・Twitterが推しの発表会の様相に
　・このゲームとしては奇跡的なことに
　　神ゲーという言葉が飛び交う

2018/03/22 レベル上限開放に伴う不具合お報せ
　・ステータス表記に不具合

2018/03/23 １周年記念プレミアムガシャるん第１弾終了

2018/03/25 薬師寺さあや おそろいアーガイルブルー配布
　・『はぐプリ』登場記念
　・配布時間が予定の10時から20時半頃にまで遅れる
　・公式Twitterは10時過ぎに配布中と告知
　・翌日、謝罪及び詫び宝石配布
　・めちょっく！

2018/03/29 キラキラ☆プリキュアアラモードアラモードスタイル登場予告

2018/03/30 イベント『プリキュアスーパースターズ！守れお花畑！』終了

プレミアムガシャるん第２弾開始
　・『まほプリ』『プリアラ』『はぐプリ』のカードのみ排出
　・ホイップ、カスタード、ジェラートの
　　アラモードスタイルが期間限定で登場
　・11連のおまけで『プリアラ』★４確定チケット
　・１日１回半額でガシャるんを回せる



　・プレミアムガシャるんは今後定期的に開催
　・プレミアム限定カードは再登場する

エピソードステージドロップ率２倍キャンペーン開始
　・アラモードスタイル登場記念
　・ホイップ、カスタード、ジェラートが対象
　・バナーがパルフェ登場バージョンから
　　６人バージョンに戻る

2018/04/01 輝木ほまれ おそろいアーガイルイエロー配布
　・『はぐプリ』登場記念

2018/04/03 イベント『コーディネートはこーでなくっちゃ！』予告
　・公式Twitterの予告では初めてイベント開始日が
　　明言される

2018/04/04 イベント『コーディネートはこーでなくっちゃ！』開始
　・『ハピネスチャージプリキュア！』参戦
　・こころクリスタルパープル実装
　・『スマプリ』参戦イベント以来の特定色ピース消し以外の
　　スターミッション

『ハピネスチャージプリキュア！』ピックアップガシャるん開始

2018/04/05 プレミアムガシャるん第２弾終了

エピソードステージドロップ率２倍キャンペーン終了

2018/04/06 イベント『プリキュアスーパースターズ！守れお花畑！』交換所終了

2018/04/06頃 タイムアタック上位が不正プレイヤーで埋まる
　・以前からあった傾向がより顕著に
　・通常プレイで１位になるのが実質不可能に
　・ツールを使用している？

2018/04/09 タイムアタックのチーターに注意喚起のお報せ
　・BANも有り得るとのこと

2018/04/11 『ふたりはプリキュアSplash☆Star』チャレンジミッション予告
　・このタイミングで変身カードイラスト初公開

2018/04/12 『ハピネスチャージプリキュア！』ピックアップガシャるん終了
　・メンテにより予定より数時間早く終了。お報せ及び補填は無し

『ふたりはプリキュアSplash☆Star』チャレンジミッション実装
　・史上最易のミッションと話題に

『ふたりはプリキュアSplash☆Star』ピックアップガシャるん開始

タイムアタックランキングからチーター一掃

2018/04/18 『ふたりはプリキュアSplash☆Star』ピックアップガシャるん終了

2018/04/19 イベント『コーディネートはこーでなくっちゃ！』終了
　・無課金でも★４がスキルマに出来るかどうかの
　　ラインまでいける良調整

イベント『消えた新入生!?桜のミステリー！』予告
　・この時点で咲と響の参戦が確定



　・公式Twitterでは奏が予告を担当

2018/04/20 イベント『消えた新入生!?桜のミステリー！』開始
　・遅れてやって来た入学式シーズン
　・イベント報酬に咲、響、奏、エレンが登場
　・オールスターズシナリオが展開
　・シナリオのボリュームが多め
　・シナリオにはエールも登場
　・キルンヌの過去に言及
　・こころクリスタルホワイト実装

桜のミステリーピックアップガシャるん開始
　・対象はマナ、ありす、ひめ、いちかの４人

2018/04/23 タイムアタックが『プリアラ』限定に
　・エピソードステージの敵が登場

2018/04/27 桜のミステリーピックアップガシャるん終了

18時終了予定のメンテナンスが19時まで終わらない
　・メンテ明け後謝罪及び侘び宝石配布

ステンドグラスの島エリア４開放
　・新幹部パリン登場。ボイスは無し
　・シナリオは完結しない

プレミアムガシャるん第３弾開始
　・『MaxHeart』『スマプリ』『まほプリ』『プリアラ』の
　　カードのみ排出
　・マカロン、ショコラ、パルフェの
　　アラモードスタイルが期間限定で登場
　・これまでの★５やパワーアップフォームカードも
　　排出
　・11連を回す度におまけが豪華になっていく
　　ステップアップ方式を採用
　・おまけとしてこころクリスタルレッドとグリーン実装
　・『MaxHeart』の★５が2018/6/4以降、
　　オリジナルガシャるんでの排出終了の告知

エピソードステージドロップ率２倍キャンペーン開始
　・アラモードスタイル登場記念
　・マカロン、ショコラ、パルフェが対象

キュアエールのエピソードステージ実装
　・はなのグラフィックは私服と制服の
　　２バージョン存在
　・シナリオにプリキュアのボイス付
　・推奨レベルが『プリアラ』の20から35へ引き上げ
　・記念にはなの★３アーガイルピンクを配布と
　　言っておきながらもう１種の★３も配布

Twitterにてリツイートキャンペーン
　・エールのエピソードステージ開始記念
　・1000リツイート達成でゲーム内にてアイテムプレゼント

2018/04/27頃 動画ＣＭにGlossomが追加

2018/04/30 おもいで『絵本のせかいでウルトラハッピー！』予告
　・シナリオが散々だった『ハトプリ』イベントはスキップ



2018/05/01 おもいで『絵本のせかいでウルトラハッピー！』開始
　・チャレンジステージ廃止
　・ドロップ率、難易度、有利色に変化無し

スマイルプリキュアピックアップガシャるん開始

配布カードミス謝罪
　・エールのエピソードステージ実装記念の
　　配布カードミス
　・★３の２種をプレイヤー全員に配布

2018/05/02 リツイートキャンペーン報酬配布
　・ガシャるんチケット×１と宝石×30を配布

2018/05/04 イベント『消えた新入生!?桜のミステリー！』終了

プレミアムガシャるん第３弾終了

エピソードステージドロップ率２倍キャンペーン終了

2018/05/06 スマイルプリキュアピックアップガシャるん終了

2018/05/07 ホーム画面更新
　・お報せバナーが拡大
　・新たにミッション専用ボタンが設置

利用規約改定のお報せ
　・2018/05/28に改定
　・特にゲーム内で変化があるわけではない？

2018/05/08 『フォトカツ』サービス終了のお報せ
　・『アイカツ！』のソシャゲ
　・よく本作の比較対象とされていた
　・サービス期間約２年半

2018/05/09 『スイートプリキュア♪』チャレンジミッション予告

2018/05/10 イベント『消えた新入生!?桜のミステリー！』交換所終了

『スイートプリキュア♪』チャレンジミッション実装

スイートプリキュアピックアップガシャるん開始

桃園ラブ／キュアピーチ役の沖佳苗さんが
キュアピーチのチャレンジミッションを達成

2018/05/15 スイートプリキュアピックアップガシャるん終了

2018/05/16 おもいで『絵本のせかいでウルトラハッピー！』終了

2018/05/17 エピソードステージドロップ率２倍キャンペーン予告

2018/05/17 エピソードステージドロップ率２倍キャンペーン開始
　・『はぐプリ』ステージが対象になるのは初

エピソードステージドロップ率２倍キャンペーン終了

2018/05/24 イベント『はくねつ！プリキュア大運動会』予告



　・この時点でのぞみ、なお、ことは、あおいの参戦が確定
　・公式Twitterではりんが予告を担当

2018/05/25 イベント『はくねつ！プリキュア大運動会』開始
　・オールスターズ登場のシナリオが評価される
　・イベント報酬にのぞみ、なお、ことは、あおいが登場
　・イベント報酬に★３確定チケットが登場
　・こころクリスタルレッドが初めてドロップアイテムに

大運動会ピックアップガシャるん開始
　・新規カード及び新規カードと同じ世代のカードが
　　確率アップ
　・新規★４はりん、ゆり、あかね、ゆうこの４人
　・カードイラストの背景に世代を越えて
　　キャラが登場

2018/05/26 黄瀬やよい／キュアピース役の金元寿子さんが
海外留学のため休業
　・2019年３月帰国予定
　・ボイス収録に影響する可能性？

2018/05/28 利用規約改定

パズルクリア時に起爆されるボムが
チャレンジミッションに影響しないように
　・フラグ管理に失敗し、スターミッション等で
　　ボム起爆によるピース消去がカウントされなくなる
　・ボム起爆時にちいさいボムの効果も重ねて
　　発動するように

ドレスアップコレクション予告

2018/05/29 大運動会ピックアップガシャるん終了

ドレスアップコレクション開始
　・『MaxHeart』『フレプリ』『ハトプリ』『スマプリ』の
　　カードのみ排出
　・ひかり、せつな、れいかの★５が登場
　・新ガシャるんと銘打っているが、システムは
　　プレミアムガシャるんと同じ

2018/05/30 ボム設定ミス謝罪
　・早急な対応を約束
　・ボム効果重複もバグ？

2018/06/04 オリジナルガシャるんからなぎさとほのか★５排出終了
　・以降は期間限定ガシャるんでの排出

ドレスアップコレクション終了

ボム設定ミス修正
　・ボム効果重複も修正

キュアアンジュのエピソードステージ実装
　・はなでも挑戦可能

エピソードステージドロップ率２倍キャンペーン開始
　・対象はアンジュのみ



Twitterにてリツイートキャンペーン
　・アンジュのエピソードステージ開始記念
　・1000リツイート達成でゲーム内にてアイテムプレゼント

2018/06/06 美墨なぎさ／キュアブラック役の本名陽子さんが
ボイス追加収録を報告
　・ほのかとひかりも一緒だった模様

2018/06/08 イベント『はくねつ！プリキュア大運動会』終了

エピソードステージドロップ率２倍キャンペーン終了

イベント『アジサイとチグハグなお天気!?』予告
　・この時点でつぼみ、やよい、れいか、めぐみの参戦が確定

アジサイピックアップガシャるん開始
　・イベントより先行して登場
　・今回は新規カードのみ確率アップ
　・新規★４は六花、ひまり、ゆかり、さあやの４人

とっくんガンバるん♪キャンペーン開始
　・期間内にピックアップ対象カードのレベルを
　　35まであげると１枚につき宝石10個を配布

2018/06/11 リツイートキャンペーン報酬配布
　・ガシャるんチケット×１と宝石×30を配布

2018/06/12 とっくんガンバるん♪キャンペーン終了
　・報酬は13日以降配布と明記しておきながら
　　12日から配布するシステム

イベント『アジサイとチグハグなお天気!?』開始
　・難しいステージがまさかの８面構成

2018/06/13 イベント『はくねつ！プリキュア大運動会』交換所終了

2018/06/14 アジサイピックアップガシャるん終了

プレミアムガシャるん予告

2018/06/15 プレミアムガシャるん開始
　・『ハトプリ』『スイプリ』『プリアラ』『はぐプリ』の
　　カードのみ排出
　・キュアサンシャインとキュアムーンライトの
　　スーパーシルエットが登場
　・スーパーシルエットのカードは
　　チャレンジミッション対象外

2018/06/17 タイトル画面にキュアマシェリと
キュアアムールが追加
　・『HUGっと！プリキュア』に登場直後に追加
　・ゲーム内にはまだ未実装

2018/06/18 2018/06/21メンテのお報せ
　・新しいチャレンジ追加が確定
　・『ハピプリ』かどうかは不明

2018/06/20 『ハピネスチャージプリキュア！』チャレンジミッション予告



2018/06/21 プレミアムガシャるん終了

『ハピネスチャージプリキュア！』チャレンジミッション実装
　・最後のチャレンジミッションと思われる

2018/06/22 ドレスアップコレクション予告

2018/06/23 おもいで『ジューシー！フルーツ王国！』予告

2018/06/23頃 夏のスペシャルガイドにて
キュアマシェリ／アムールの参戦が確定
　・玩具店店頭で配布
　・ＳＤキャラモデルが先行公開

2018/06/25 ドレスアップコレクション開始
　・『プリキュア５』『フレプリ』『ドキプリ』『まほプリ』の
　　カードのみ排出
　・こまち、美希、真琴の★５が登場

おもいで『ジューシー！フルーツ王国！』開始
　・報酬カードが２枚ドロップする場合がある
　・当時のBGMは使用されず
　・スターミッション報酬にガシャるんチケットが
　　登場
　・こころクリスタルグリーンが初めて
　　ドロップ報酬に登場

フルーツ王国ピックアップガシャるん開始
　・フルーツ王国と銘打っておきながら
　　『MaxHeart』と『まほプリ』の全カードが対象

2018/06/26 イベント『アジサイとチグハグなお天気!?』終了

2018/06/28 赤城トワ／キュアスカーレット役の沢城みゆきさんが
夏から産休及び育休に入ることを発表
　・本ゲームへの影響は特に無し？

2018/06/29 違反者アカウント一時停止
　・ゲーム内で告知

メンテナンス
　・AppleStore側の問題により
　　6/30の12時までログイン不可能に
　・メンテ延長を公式Twitterがお報せ
　・事前にお詫びをすることを明言
　・ゲーム側の問題でない時のみ
　　情報発信？
　・6/30の12時過ぎに終了

こころクリスタルのデザインが
パズルのピースとお揃いに

2018/06/30 フルーツ王国ピックアップガシャるん終了

2018/07/02 6/28メンテ延長のお詫び発表
　・宝石120個配布
　・ドレスアップコレクションと
　　フルーツ王国の期間を１日延長
　・アジサイイベント交換所は延長無し



2018/07/02頃 CM動画を再生すると音量が
ゼロになるバグが修正される
　・リリース初期からあったバグ

2018/07/04 ドレスアップコレクション終了

2018/07/05 イベント『七夕のねがい☆みんなの笹飾り』予告
　・この時点で舞、みゆき、亜久里、シエルの
　　参戦が確定

タイムアタック条件誤記謝罪
　・対象カードの記載や制限時間の誤り

2018/07/06 『アジサイとチグハグなお天気!?』交換所終了

イベント『七夕のねがい☆みんなの笹飾り』開始
　・特訓キャンペーンは無し
　・簡単、普通、難しい、げきむずの４エリア構成
　・げきむずが本当にげきむず

七夕ピックアップガシャるん開始
　・新規★４は祈里、いおな、きらら、ほまれの４人

2018/07/07 おもいで『ジューシー！フルーツ王国！』終了

2018/07/11 プレミアムガシャるん予告

2018/07/12 七夕ピックアップガシャるん終了
　・ピックアップ終了時に対象カードが
　　ガシャるんから排出されなくなる不具合発生
　・7/13に修正、お詫びは後日発表

2018/07/13 プレミアムガシャるん開始
　・キュアブロッサムとキュアマリンの
　　スーパーシルエットが登場
　・排出対象はオリジナルガシャるんの
　　全カード
　・新規カードと特定世代の★３／★４が
　　ピックアップ

キュアエトワールのエピソードステージ実装

エピソードステージドロップ率２倍キャンペーン開始
　・対象はエトワールのみ

Twitterにてリツイートキャンペーン
　・エトワールのエピソードステージ開始記念

2018/07/17 エピソードステージドロップ率２倍キャンペーン終了

ガシャるん排出カード不具合の補填発表
　・対象期間に消費したアイテムを補填
　・全員にガシャるんチケットを１枚配布
　・七夕イベントを１日延長

2018/07/19 プレミアムガシャるん終了

2018/07/20 早朝メンテ



　・前日の22時過ぎに告知
　・突発的？

おもいで『みんなでお泊まり！Yes！GoGo！』予告
　・まさかの『ドキプリ』復刻飛ばし

2018/07/23 七夕イベントが１日延長されたにも関わらず
特効カードのステータス画面から特効の
記述が消える
　・記述が消えただけで効果は発揮されていた

2018/07/24 イベント『七夕のねがい☆みんなの笹飾り』終了

おもいで『みんなでお泊まり！Yes！GoGo！』開始

『Yes！プリキュア５GoGo！』ピックアップガシャるん開始

ドレスアップコレクション予告

リツイートキャンペーン報酬配布
　・ガシャるんチケット×１と宝石×30を配布

2018/07/27 ドレスアップコレクション開始
　・うらら、かれん、アコの★５が登場

2018/07/31 データ更新のためのメンテ
　・デフォルト順のカード配列の最後に枠が２つ追加

2018/08/01 キュアマシェリ キュアアムール登場記念キャンペーン！開始
　・期間中にログインするとえみるとルールーの★３を配布
　・エピソードステージは近日登場予定

2018/08/03 『七夕のねがい☆みんなの笹飾り』交換所終了

おもいで『みんなでお泊まり！Yes！GoGo！』終了

『Yes！プリキュア５GoGo！』ピックアップガシャるん終了

ドレスアップコレクション終了

イベント『夏だ！花火だ！ハチャメチャ夏まつり！』予告
　・この時点でほのか、りん、ラブ、みなみの参戦が確定

夏まつりピックアップガシャるん開始
　・えりか、いつき、響、はなの★４が登場

とっくんガンバるん♪キャンペーン開始

2018/08/06 タイムアタック不具合
　・月曜日になってもランキングがリセットされず、
　　報酬も配布されない

2018/08/07 とっくんガンバるん♪キャンペーン終了

イベント『夏だ！花火だ！ハチャメチャ夏まつり！』開始
　・普通ステージのハート消費が２に戻る
　・報酬交換画面が理解り易くなる

2018/08/10 タイムアタック不具合報告



　・原因不明
　・補填を後日配布
　・ハイスコアは１週目のものが
　　２週目へ引き継ぎ

2018/08/13 サマーフェスガシャるん予告

2018/08/16 夏まつりピックアップガシャるん終了

サマーフェスガシャるん開始
　・夏にちなんだカードがピックアップ
　・えみるとルールーの
　　水着★４（専用ボイス有）が登場
　・へそと生脚
　・上記２種はフェスが終わるまでは
　　確定チケット対象外
　・パワーアップカードも排出
　・11連は11枠目が★４確定

『HUGっと！プリキュア』ピックアップガシャるん開始
　・えみるとルールーのカードが追加
　・★１は存在しない（えみるの衣装設定が無いため？）
　・水着★４とは別に★４が登場

キュアマシェリ＆キュアアムールのエピソードステージ実装
　・ステージは１種で挑戦するキャラによって
　　ドロップする変身カードが形式に
　・有利色は赤だが、紫ピースもある程度落ちてくる
　・難易度高め
　・変身カードを使っても有利に戦えない

エピソードステージドロップ率２倍キャンペーン開始
　・対象はマシェリ＆アムールのみ

Twitterにてリツイートキャンペーン
　・マシェリ＆アムールのエピソードステージ開始記念

料理レシピ動画mogunaのＣＭが登場
　・玩具ＣＭは入れ替わりで終了？
　　→数日後復活
　・ツインラブギターのＣＭが追加される気配無し

各種インターフェースのボタンの感度調整
　・気持ちしっかり押さないと反応しなくなる
　・誤タップ防止のため？
　・パズルの感度は変更無し
　・問い合わせするユーザーが現れるも
　　現象を確認出来ていないというテンプレ回答

2018/08/17 マシェリ＆アムールのエピソードステージ難易度緩和

2018/08/20 タイムアタック不具合補填
　・未配布だったランキング報酬＋宝石60個を配布

2018/08/21 イベント『夏だ！花火だ！ハチャメチャ夏まつり！』終了

サマーフェスガシャるん終了

『HUGっと！プリキュア』ピックアップガシャるん終了



イベント『ぴちぴち！ビーチパニック!?』予告

ビーチパニックピックアップガシャるん開始
　・なぎさ、かれん、くるみ、トワの★４が登場
　・トワの声に違和感があると話題に

とっくんガンバるんキャンペーン開始

2018/08/24 エピソードステージドロップ率２倍キャンペーン終了

とっくんガンバるんキャンペーン終了

イベント『ぴちぴち！ビーチパニック!?』開始
　・報酬カードにせつな、あかね、みらい、リコが登場
　・報酬カードは全て水着

2018/08/27 『夏だ！花火だ！ハチャメチャ夏まつり！』交換所終了

ドレスアップコレクション予告

2018/08/29 ドレスアップコレクション開始
　・のぞみ、エレン、はるかの★５が登場
　・サマーフェスがあったためかプレミアムガシャるんは
　　スキップ

2018/08/31 キュアマシェリ キュアアムール登場記念キャンペーン！終了

2018/09/04 おもいで『海辺へＧＯ！ドキドキ夏休み！』予告

2018/09/06 秋映画ＣＭが追加

イベント『ぴちぴち！ビーチパニック!?』終了

ビーチパニックピックアップガシャるん終了

ドレスアップコレクション終了

データダウンロード画面が『はぐプリ』に変更
　・ダウンロード終了直後にランダムで
　　他の世代も登場

各種インターフェースのボタンの感度が元に戻る
　・特にお報せは無し

おもいで『海辺へＧＯ！ドキドキ夏休み！』開始
　・まさかの９月開催
　・史上最短の開催期間
　・普通ステージでのハートのドロップが無しに
　・コインのドロップ量が絞られる

『ドキドキ！プリキュア』ピックアップガシャるん開始

リボン王国エリア１開放
　・３番目のメインステージ
　・モフルンだけが登場する従来のシナリオから
　　『はぐプリ』と『プリアラ』が共演するシナリオに
　・新幹部ミセスカットが登場するも戦闘は無し



2018/09/10 イベント『十五夜のソワレ まもれ月の光！』予告
　・この時点でひかり、こまち、真琴、いちかの参戦が確定

プレミアムガシャるん予告

2018/09/13 おもいで『海辺へＧＯ！ドキドキ夏休み！』終了

『ドキドキ！プリキュア』ピックアップガシャるん終了

イベント『十五夜のソワレ まもれ月の光！』開始
　・えっ、羊羹を入れるんですか？

プレミアムガシャるん開始
　・キュアマーメイド／トゥインクルの
　　プレミアムドレスが登場
　・何故か最終フォームである
　　ロイヤルドレスではない
　・初めて１つの世代で★５と
　　パワーアップフォームカードが混在
　・お月見イベントの特効カードは排出しない

お月見ピックアップガシャるん開始
　・ゆかりの★４が多過ぎる（６種）と話題に

お月見経験値２倍キャンペーン開始
　・期間中ハートの回復速度が２倍に

アプリリリース前のキャンペーンで配布された
『MaxHeart』★３の３種がガシャるんから排出開始
　・告知無し

『MaxHeart』『ゴープリ』ボイス大幅追加
　・何の告知も無く唐突に追加
　・トワの声が沢城さんではない疑惑が解消される
　・クリスマス及び正月イベントの★３カードには
　　専用ボイス無し
　・キャンペーンカードにも専用ボイス無し

2018/09/16 『ぴちぴち！ビーチパニック!?』交換所終了

2018/09/20 プレミアムガシャるん終了

お月見経験値２倍キャンペーン終了
　・ハート回復速度は元に戻ったが
　　経験値２倍は継続

2018/09/21 KOMBUCHAのＣＭが開始

2018/09/26 おもいで『ドキドキ！GoGo！ハッピーハロウィン！』予告

ドレスアップコレクション予告

2018/09/27 イベント『十五夜のソワレ まもれ月の光！』終了

お月見ピックアップガシャるん終了

おもいで『ドキドキ！GoGo！ハッピーハロウィン！』開始
　・交換所形式にはならず
　・ボーナスステージのボスのＨＰが大幅減



ハロウィンピックアップガシャるん開始

ドレスアップコレクション開始
　・つぼみ、奏、やよいの★５が登場
　・つぼみが初の★５とパワーアップフォームカードが
　　共存するキャラに

2018/10/04 ドレスアップコレクション終了

2018/10/04頃 Nintendo Switch用ソフト
『なりキッズパーク HUGっと！プリキュア』のＣＭ開始

2018/10/09 『十五夜のソワレ まもれ月の光！』交換所終了

2018/10/10 おもいで『ドキドキ！GoGo！ハッピーハロウィン！』終了
　・まさかのハロウィン前に終了

ハロウィンピックアップガシャるん終了

2018/10/14 『グランブルーファンタジー』にて
『ふたりはプリキュア』コラボイベントが開始
　・公式サイトのイベントページに
　　本ゲームのサイトへのリンクが掲載


