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■ファントム オブ キル　公式Twitterアカウント　 @Phantom_of_kill
■ファントム オブ キル　開発スタッフTwitterアカウント　 @Team_Phankill  
■今泉　潤　公式Twitterアカウント　 @imaizumijun



いつも『ファントム オブ キル』をプレイしていただいてありがとうございます。 

プロデューサーの今泉です。『ファントム オブ キル』の今後の計画を、さらに分かりやすく具体的にお伝えしていくことで、より皆様が安心してゲームをお楽しみい

ただけるよう「プロデューサーレター」を配信させていただきます。今回は直前生放送でお伝えした内容も含め、ご案内させていただきます。 

 

今月23日にファンキルは7周年を迎えることができました。これもひとえにマスターの皆様のおかげです。ありがとうございます。 

さて今月はハロウィンイベントにはじまり、「オルフェウス・神令・フォルセティ」「ミュルグレス・神令・トール」がハロウィンの仮装で登場、新規のイベントストーリー

にくわえ、既存ハロウィンユニットの覚醒素材を獲得できるWAVEクエストも実施しました。 

 

そして7周年記念企画としてアニバーサリーユニットは「ティルフィング feat. はじまりの花に囲まれて」、また無料のプレゼントユニットはアルマス２種類で「アルマ

ス（マスターver.）」はインテグラルノア編20章クリア後に登場するEXステージクリア後に獲得でき、「アルマス・誓約・ティターニア（アニバーサリーシスターズver.）」

は、7周年大感謝祭にて獲得可能なコインで交換チケットを入手可能とさせていただき、ファンキルを遊ぶことで入手できるよう企画させていただきました。コイン

イベントは11月末まで開催としております。 

 

また新コンテンツとして海上編のさらなる進化として、１ユニット決めて誓約締結を結べる「誓約（コール）システム」は上旬より、「カスタム編成」は周年のタイミング

よりリリースしました。「カスタム編成」は各コンテンツ出撃時に編成する際の手間を減らすことができますので、ぜひご活用いただければ幸いです。 

 

その他最後に11/7開催予定の「ファントム オブ キル」 7th Anniversary マスターミーティングの開催情報も記載させていただきました。 

それでは今月の予定をご案内させていただきます。 

 

はじめに 



ユニット情報 



ユグドラシル 
誓約・キラーズ  

CV：井上喜久子 
Illust：あやっぺ隊長（G-ROW） 



ユグドラシル コンセプト 

世界樹ユグドラシルとして「全武具および全てのギアハックスキルが装備可能」 

というファンキル史上初の特徴を持つユニット！ 

「奪う」効果で敵を弱体化しつつ自身を強化したり、付与スキルで自身が装備 

している武具種と同じ武具種のユニットに全パラメータ上昇を付与したりと、 

ユグドラシル自身のスキルは幅広い状況で活躍が期待できる！ 

CC1,2はそれぞれ移動力を強化して動き回り攻撃や支援をするタイプと防御面の強化や
敵の移動を阻害するタイプに分かれており、カスタマイズの方向性に 
応じてCCを選択できる性能！CC3は「奪う」効果が無差別かつ強力に！ 

汎用的かつ強力なスキルで相手や状況に大きく左右されずに戦える 
オールラウンダー！カスタマイズ次第で様々な役割に対応！ 



ユグドラシル スキル詳細 

※開発中の内容を含むため、変更になる場合があります。 

DSの「奪う」効果や敵を倒した際は再行動し1度だけ復活するスキル、 
ワープ攻撃と自身の全パラメータUP等自身に有利なスキルはもちろん 

周囲の味方に全パラメータ上昇を付与したり 
ダメージを軽減したりと、支援面での活躍も期待できるユニット！ 

デュエル：攻撃時に確率で発動。600%威力の突破攻撃を繰り出す。デュエル
後、2ターンの間、相手から全パラメータを奪う 
※1回目は30%、2回目は10%、3回目以降は5%奪う 

付与：行動後、再移動ができる。また、自身から攻撃して敵を倒した際、1ター
ンに1度だけ再行動ができる。 
さらに自身のHPが0になった時、1度だけHP30%の状態で復活する 
※マルチバトルおよびギルドバトルでの発動時、撤退によるゲージ変動が生じない 



ユグドラシル スキル詳細 

付与：自軍フェーズ開始時、1ターンの間、自身を除く周囲3マス以内の特定の
味方ユニットに全パラメータが5%上昇する効果を付与する 
※特定の味方ユニットはこのユグドラシルの装備武具によって変化する。 

剣・斧・槍装備時：剣・斧・槍ユニットに付与する 
弓・銃・杖装備時：弓・銃・杖ユニットに付与する 
それ以外の武具装備時：特殊ユニットに付与する 

付与：自身を含む周囲3マス以内の味方ユニットが受けるダメージを20%軽減す
る  

※開発中の内容を含むため、変更になる場合があります。 

解放：周囲4マス以内の指定マスに移動する。移動後、攻撃することができ、2
ターンの間、自身の全パラメータが30%上昇する 
※クエスト開始4ターン目に使用可能 



ユグドラシル スキル詳細 

VF2 コマンド：周囲7マス以内の敵1体の隣接マスに移動する。移動後、攻撃す
ることができ、1ターンの間、自身のデュエルスキル発動率が50%上昇する 

VF1 コマンド：周囲3マス以内の全ユニットから全パラメータを1ターンの間、10%
奪う。この発動直後に再行動することができる  

敵味方問わず周囲の全ユニットから全パラメータを奪う！ 
長距離ワープ攻撃に加えDS発動率上昇！ 

●CC3での強化ポイント  

※いずれもVFはCC3開放、レベル最大時の効果  ※開発中の内容を含むため、変更になる場合があります。 



セツナ 
（ダークファントムver.） 

CV：今井麻美 
Illust：だーくろ（G-ROW） 

11月上旬予定！ 



セツナ（ダークファントムver.）コンセプト 

付与スキルによりクリティカル発生時のダメージが数倍になり、 
さらに条件を問わず戦闘後に撤退可能な割合ダメージを与えられる 
攻撃に長けたユニット！ 
回避率下限を保証する付与スキルも所持するため、 
強敵相手にも果敢に立ち向かいダメージを与えるような戦い方が可能！ 

上記のほかにも必殺を出しやすいスキルなど、 
攻撃面の性能をより強力なものにするスキルを鋭意企画中！ 

『タガタメ』での特徴を受け継ぎ、高倍率のクリティカルやHPに応じた割合ダ
メージ、回避率アップを駆使して避けながらダメージを与える！ 

※開発中の内容を含むため、変更になる場合があります。 



順位  前月比  2021年10月1日〜10月28日

1位  ー  ティルフィング ブラックキラーズ執行官衣装ver.

2位  ↗  アルテミス ブラックキラーズ執行官衣装ver.

3位  ↘  ギャラルホルン

4位  ↗  ヘレナ・D. plug・ロキ（インテグラルノア）

5位  ↗  ブラフマーストラ・聖鎖・アリエル  

6位  ↘  エルキュール（海上編ver.）

7位  ↘  フライクーゲル・聖鎖・アズラエル（賀正ver.）

8位  ↘  プタハ（覚醒）

9位  ↗  フリズスキャールヴ

10位  ↗  ソロモン・聖鎖・アテナ（インテグラルノア）

マルチユニットランキング 



来月の新イベント/クエスト情報 



ファンキル予定表 2021年11月 

1週目前半 

1週目後半 

7th Anniversary マスターミーティング（11/7） 
 

ファンキルのアニバーサリーを記念した1年に1度のマスターミーティングを  
配信にて開催いたします。  
番組内では新キャラクターや、11月2週目以降のスケジュールを含む  
今後予定しているコンテンツの情報を発表予定！  
約1年ぶりとなる天帝杯も実施いたします。  
さらにゲーム内では記念クエスト等のコンテンツも同時に開催！  
詳細は配信内で発表させていただきます。  

ユグドラシル・誓約・キラーズ追加  

ユニット育成・武具強化キャンペーン開催  

『誰ガ為のアルケミスト』コラボ 復刻開催  

上記の予定は開発中のため、実際のスケジュールとは異なる場合がございます 

『誰ガ為のアルケミスト』コラボ 新ストーリー・ユニット追加  

7周年限定コンテンツ・マスターミーティング限定コンテンツ 開催予定  



ファンキル2021年11月トピックラインナップ 

『タガタメ』とのコラボ復刻！ 
11月以降の計画・施策は 

マスターミーティングにて発表！！ 

▼恒例の『タガタメ』コラボでは 
　新キャラと新ストーリーを追加予定！ 
 
▼7周年を記念したクエストやコンテンツは11月にも開催！ 
　詳細は11/7（日）放送の 
　7th Anniversaryマスターミーティングにて発表！ 



ファンキル2021年11月トピックラインナップ 

超極アニバーサリーコインミッション 
引き続き開催中！！ 

▼11月1日からの「ありがとう！おかげさまで７周年ログインボーナス
第２弾」で獲得可能 
▼11月1日から探索でも獲得可能に！ 



11月のギルドバトル日程（※予定） 

【1回目】11月日（金）〜11月日（月） 
 
【2回目】11月日（金）〜11月日（月） 

上記日程は予定のため、ゲーム内お知らせや公式Twitterもご確認ください。 

ギルド情報局 

※スケジュールは予定のため変更となる場合があります。  



これからの運営・開発の方向性につきまして 



これからの運営・開発方針（目次） 

【目次】 

■ 10月の運営・開発の振り返りと今後の方向性の概要 
 
■ ファンキル運営ロードマップ  
　・戦略柱 
　・育成/サイクル柱 
   ・ユーザビリティ改善 
 
 



10月はハロウィンユニットに新たに2体「オルフェウス・神令・フォルセティ」「ミュルグレス・神令・トール」が登場し、合わせてハロウィンイベント「『情熱

よ、仮装の街に鳴り響け』を公開しました。今回は既存ハロウィンユニットの覚醒も実装しました。 

 

そして10月23日にファンキルは7周年を迎え、「ティルフィング feat. はじまりの花に囲まれて」、無料でアルマス2体も追加されました。 

まず「アルマス（マスターver.）」は同日に公開されたインテグラルノア編メインストーリー最終章クリア後に現れるEXステージクリアで獲得可能ですの

で、ぜひストーリーも進めていただければと思います。 

そしてコストやスキルに7周年の7に紐付けた「アルマス・誓約・ティターニア（アニバーサリーシスターズver.）は7周年記念クエストやログインボーナス、

コロシアムなどといったさまざまなイベントで獲得できるコインで交換で獲得できますのでぜひ挑戦してみてください。 

 

また、ディマイズフォーマーの一人「グレイプニル」が登場しました。スキルで敵の「物攻・魔攻・速」を奪うことができるアタッカーとなり、神器探求にて専

用武具も獲得可能です。武具RANK10まで強化すると「自分から周囲10マス以内のユニットを選択し、2ターンの間移動力を50%奪うことができる強力な

スキルを習得することができます。 

武具は金獅子の強化に、新規に銀獅子シリーズが実装され、「《継承・進化》 新武具 第3弾として「至伝・妖精弓スフィアボウ」登場しました。レアメダル

スロットで獲得できる「妖精弓スフィアボウ」を強化することで獲得可能です。 

 

開発側として「カスタム編成」など手間を減らす機能などユーザビリティ改善に向けて実装しました。 

直前生放送でもお伝えしている内容とともに更新もふくめて、今回あらためてご紹介させていただきます。 

10月運営・開発方針（振り返り） 



ローカルにて修正中

運営/改修ロードマップ ： 戦略柱 
  10月  11月 

戦略柱 

   

マスターの皆様に楽しんでいただけるバランスを調整しつつ、 
遊び方が偏らないよう、ハロウィンWAVEクエストやトレジャークエストを10月に実施。 

引き続きPvPやコマンドスキルオートの開発を進めています。 

【クエスト】 
コマンドスキルオート機能：開発 

【クエスト】様々なルールで開催、育成促進につなげるなど　●随時対応中  

【塔】開催 

※スケジュールは諸事情により変動する場合があります。

済

海上編トレジャークエスト 

7周年記念クエスト   継承・進化・新武具  

継承・進化・新武具  

ハロウィンイベントクエスト 

新施設・地形・MAP拡大など検討 

【PvP】新モード →来春を目標にリリース  

【クエスト】 
コマンドスキルオート機能： 

【PvP】新モードと合わせ来春実装予定 

11月以降は 
7周年マスターミーティングにて 

発表予定 







  10月  11月 

育成柱/ 

サイクル柱 
 

 
【新機能】誓約システム実装（海上編全ユニット対象）  

【ユニット】過去ユニットの強化（6月より）継続　 
　ハロウィン既存ユニットの覚醒  

運営/改修ロードマップ ： 育成柱/サイクル柱 

※スケジュールは諸事情により変動する場合があります。

10月9日に新機能「誓約（コール）システム」の実装に、ハロウィンの既存ユニットの強化も実施。 
11月以降の施策につきましてはマスターミーティングで発表いたします。 

11月以降は 
7周年マスターミーティングにて 

発表予定 

【キャラクエ】  
クリア報酬等再整理（共鳴率など）→ 再検討  

　　【報酬再定義】CC素材の調整（6月より）継続　：　 
姫石消費ボーナス、レアメCPでのバーテックスディスク/ガチャおまけでキライノ入手など  

済



  10月  11月 

ユーザ 
ビリティ改善 

 

 
スキル文言の修正　※随時対応  

引き続きわかりづらい文言の修正は随時行いつつ、 
周年のタイミングで「カスタム編成」の実装、姫枠やゼニーの保有数の上限を引き上げました。 

霊装やクラスチェンジUI改修の開発も進行中です。 

アイテム文言の修正　※随時対応  

カスタム編成  

運営/改修ロードマップ ： ユーザビリティ改善 

※スケジュールは諸事情により変動する場合があります。

姫枠拡張 
ゼニー保有桁数増加  

済

済

11月以降は 
7周年マスターミーティングにて 

発表予定 

クラスチェンジのUI改修：第二弾の開発 
→他機能と連動できるよう企画中  

霊装のUI改修： 
来春実装目標 

霊装のUI改修：開発 











ファンキル7周年イベント情報 



特報！ 

11月7日（日）に変更 
7th Anniversary  

マスターミーティング配信 
 

より感染症対策に適した会場手配 
キャストスケジュールを踏まえ 

変更とさせていただきます 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特報！ 

11月7日（日）に変更 
7th Anniversary  

マスターミーティング配信 
 

より感染症対策に適した会場手配 
キャストスケジュールを踏まえ 

変更とさせていただきます 



おわりに 
今月もプロデューサーレターを最後までお読みいただいてありがとうございました。 

 

7周年を迎え、メインストーリーとして、天上編、ロスロラグナロク編に続いてインテグラルノア編が完結となりました。そしてユニットとして来月はついにユグドラシル・

誓約・キラーズがついに登場します。こちらもファンキル史上初の仕様となる、神器や専用武具など含む全武具種を装備することができ、トラストギア、スクールギア

を除く全てのギアハックスキルが装備可能、一部を除くオーバーキラーズ可能ユニット装備できる、自身の編成に合うようあらゆるカスタマイズ性を備えたスペシャル

なユニットとなりますので、ぜひ注目してください。 

今月のマルチユニットランキングにおいて、9月に実装されたギャラルホルン、アルテミス ブラックキラーズ（執行官衣装ver.）をはじめ、ヘレナ・D. plug・ロキ（インテグ

ラルノア編）、ブラフマーストラ・聖鎖・アリエルといった風属性ユニットがランクインしました。ユグドラシル・誓約・キラーズも風属性となりますので編成の参考になれ

ば幸いです。 

 

さらに来月は記念企画としてタガタメコラボも復刻開催を予定しており、セツナ（ダークファントムver.）の登場、新規のイベントストーリーの追加も予定していますので、

ぜひプレイしてみてください。 

 

最後に11月7日には「ファントム オブ キル 7th Anniversary マスターミーティング」を実施いたします。感染症拡大予防のため、オンライン開催となります。こちらで今

後の展開については色々とご案内させていただきたいと考えておりますので、プロデューサーレターではお伝えしきれない“ファンキルのこれから”をお話させていた

だ予定です。 

また今回は1年ぶりに天帝杯も開催し、もちろん生放送も実施予定で、生放送では最新情報はもちろん、決戦人気投票の結果発表に、赤尾さんによるスペシャル

LIVE、その他キャンペーンなども鋭意企画中ですので、ぜひご参加いただけますと幸いです。 

 

まだまだ7周年企画は続いていきますし、マスターミーティングにて色々と新しい企画もご案内していきますので、今後ともファントム オブ キルをよろしくお願いいたし

ます。 

 

 


