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Amazon でもサクッと爽快、ナイスショット！ 

国民的ゴルフゲーム『みんゴル』、 

Amazon Android アプリストアにて配信開始！ 
 

 

株式会社フォワードワークス（本社：東京都港区、代表取締役社長：盛田 厚）が配信・提供し、株式会社ドリ

コム（本社:東京都目黒区、代表取締役社長:内藤 裕紀）が開発協力を行うスマホ向けゴルフゲーム『みんゴ

ル』は、本日 2017 年 11 月 8 日（水）より、Amazon Android アプリストアにて配信開始しましたことをお知らせ

いたします。「Amazon コイン」※1 での決済に対応しており、Fire OS および Android OS 搭載のスマートフォンや

タブレットなど対応端末にてお楽しみいただけます。 

 

Amazon Android アプリストアでは、『みんゴル』の配信開始を記念して、同日より 2017 年 11 月 13 日（月）23

時 59 分まで、Amazon 版のアプリ内の購入に対して購入額の 20%を Amazon コインでバックする『コインバック

キャンペーン』（https://www.amazon.co.jp/coinsback）が行われます。 

 

また、同日よりゲーム内では本配信に合わせて複数のキャンペーンを実施いたします。 

  

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼ダウンロードはこちら▼ 

https://www.amazon.co.jp/dp/B076Z8P8YQ  

 

 

 

 

https://www.amazon.co.jp/coinsback
https://www.amazon.co.jp/dp/B076Z8P8YQ


 
■全員に「ダンボー Amazon ボックス ver.」&ログインプレゼントを贈るキャンペーン開催!! 

Amazon 版では 15,000 コインプレゼントやコインセールも!! 

 

 

 

 

 

Amazon Android アプリストアでの配信に合わせて、『みんゴル』を楽しんでいる全てのプレイヤーのみなさ

まに Amazon ロゴの入った「ダンボー Amazon ボックス ver.」のウェア（ヘッド）と、期間中ログインすると最大

でウェアチケット 5 枚、アバターチケット 5 枚、ギアチケット 3 枚が手に入るログインプレゼントを贈るキャンペ

ーンを実施します。 

また、上記プレゼントに加え、Amazon 版を楽しんでいただく方向けのゲームスタート応援施策として、

15,000 コインのプレゼントとお得なコインセールを Amazon 版限定で開催します。 

 

【「ダンボー Amazon ボックス ver.」プレゼント】 

期間：2017 年 11 月 8 日(水)メンテナンス後～11 月 21 日(火)12:59 

対象：対象期間中に『みんゴル』にログインした全プレイヤー（全プラットフォーム） 

※プレゼントボックスの受け取り期限は 30 日です。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ログインプレゼント】 

期間：2017 年 11 月 8 日(水)メンテナンス後～11 月 20 日(月)23:59 

対象：対象期間中に『みんゴル』にログインした全プレイヤー（全プラットフォーム）※プレゼントボックスの受

け取り期限は 30 日です。 

※対象期間中に『みんゴル』にログインした方がプレゼント対象です。 

※お一人 1 日 1 回までお受け取りいただけます。 

 

【コインプレゼント&コインセール】 

実施期間：2017 年 11 月 8 日(水)メンテナンス後～11 月 21 日(火) 12:59 

対象：Amazon 版の『みんゴル』プレイヤー 

※アプリ内お知らせも併せてご覧ください。 

※コインプレゼントとコインセールは Amazon 版の『みんゴル』のみが対象のキャンペーンです。 



 
■期間限定!! +2、+3 の能力ボールが出現する「ひとりでゴルフ」応援キャンペーン開催!! 

  

 

 

 

 

【内容】 

期間中、「ひとりでゴルフ」を遊ぶと+2、+3 の能力ボールが出現する「ひとりでゴルフ」応援キャンペーンを

開催します。 

【開催期間】2017 年 11 月 8 日(水)メンテナンス後～11 月 16 日(木) 12:59 

※能力ボールは「ひとりでゴルフ」を PAR 以下でホールアウトすることで獲得できます。 

※+2、+3 の能力ボールの出現確率はコースや難易度によって異なります。 

 

■プラチナランクのギアはすべて新作!! 

スキル付き新作ギアが期間限定で登場する「秋の森ギアプライズ！」を開催!! 

  

 

 

 

 

【内容】 

期間限定のギアが登場する「秋の森プライズ」を期間限定で開催します。今回新登場するギアはすべてプ

ラチナランクで、スピンのパラメータが高く「集中力」のスキルを持つギアや「晴れ（得意）」と「フライヤーセー

ブ」のスキルを持つギアが登場します。 

【開催期間】 

2017 年 11 月 8 日（水）メンテナンス後～11 月 14 日（火）12:59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
■『みんゴル』とは 

『みんゴル』は、「プレイステーション」を代表する作品の 1 つであり、世界シリーズ累計実売本数が 1,400 万

本※2 を超える国民的ゴルフゲーム「みんなの GOLF」（以下、「みん GOL」）シリーズのスマホ向けゴルフゲーム

です。 

 

『みんゴル』は、「みん GOL」シリーズの“誰でも簡単にゴルフゲームが楽しめる”というコンセプトを、スマ

ホの特性や、プレイスタイルに合わせて最適化。「ひっぱる」ショット操作を採用したことで、誰もが、簡単に、

いつでもどこでも爽快ショットを手軽にプレイしていただけるようになりました。1 ホールずつプレイが可能で、

ちょっとしたスキマ時間に楽しめるのはもちろん、ゴルフアクションの奥深さ、攻略しがいがあるコース設定な

ど、やりこみ要素も盛り込んでいます。また、自分の好みにプレイヤーをカスタマイズして育成したり、シング

ルプレイだけでなく、多人数でのオンライン対戦もお楽しみいただけます。 

 

引き続き、『みんゴル』に関する情報は、公式サイトや SNS などでお届けしてまいります。 

 

■『みんゴル』概要 

タイトル みんゴル 

ジャンル ゴルフゲーム 

公式サイト https://www.mingol.com 

公式 Twitter @mingol_app 

公式 LINE @mingol 

対応機種 iOS、Android、Fire OS 

価格 無料（アプリ内課金あり） 

URL 

iOS 向け 

https://itunes.apple.com/jp/app/みんゴル/id1222470333?mt=8  

Android 向け 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.forwardworks.mingol 

Amazon Android アプリストア Fire OS 向け 

https://www.amazon.co.jp/dp/B076Z8P8YQ 

配信日 
AppStore/GooglePlay 2017 年 7 月 4 日（火） 

Amazon Android アプリストア 2017 年 11 月 8 日（水） 

配信・提供 株式会社フォワードワークス 

開発 株式会社ドリコム 

著作権表示 
©Sony Interactive Entertainment Inc. ©2017 ForwardWorks Corporation 

Developed by Drecom Co., Ltd. 

※1  「Amazon コイン」はアイテム購入やガチャ利用ができるゲーム内通貨です。 

※2  2017 年 3 月末時点。株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント調べ。 

 

※名称、イベント内容やスケジュールは予告なく変更になる場合がございます。 

※「プレイステーション」は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。 

※ Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標または登録商標

です。 

※その他記載されている各社の会社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。 

ダンボー ©KIYOHIKO AZUMA/YOTUBA SUTAZIO 

https://www.mingol.com/
https://itunes.apple.com/jp/app/みんゴル/id1222470333?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.forwardworks.mingol
https://www.amazon.co.jp/dp/B076Z8P8YQ


 
 

 

 

 

 

 

 

 

本件に関するお問い合わせ先 

株式会社ドリコム 広報（担当：下村） 

TEL/03-6682-5701   FAX/03-6682-5711   MAIL/pr@drecom.co.jp  

【会社名】         株式会社ドリコム    http://www.drecom.co.jp/  

【設立日】        2001 年 11 月 13 日 

【所在地】         〒153-0064 東京都目黒区下目黒１丁目 8-1 アルコタワー17F 

【代表取締役社長】  内藤 裕紀 

【資本金】         1,694 百万円 

【主な事業内容】    ゲーム事業 広告・メディア事業 

  

 

株式会社ドリコム会社概要 

mailto:pr@drecom.co.jp
http://www.drecom.co.jp/

