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はじめに 
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。  

 

今月は『ラグナドール　妖しき皇帝と終焉の夜叉姫』とのコラボをはじめ、地上編サイドストーリーの第2章、SEAもウェディングイベントを開催、季

節・地上・コラボと幅広くイベントを実装しました。  

 

新ユニットではウェディングの誓約アルマス、グラーシーザ・擬装について強さや見た目も含めてたくさん声をいただきました。またコラボユニット

についても、ランキング発表イベントを開催したギルド討伐戦で滝夜叉姫が、マルチではぬりかべが多くのマスターの方に使っていただいたよう

です。ありがとうございます。  

 

またマルチのマッチング改修を行い、より強さが近いマスター同士が戦うこと、上位ランク以外の方も対戦を楽しんでいただけるようNPCの範囲

拡大など、本来の目指すべき形に少しずつ近づいてきました。いろいろご意見もあるかとは思いますが、実力の近いマスター同士で楽しんでいた

だけるようにと考えておりますので、皆様の声も参考にさせていただきながら、より良い形にしていきます。  

 

来月からの計画については、6月25日の生放送でも今後についてご案内させていただきましたが、あらためてプロデューサーレターでもご案内さ

せていただきます。  



ユニット情報 



UNIT INFORMATION 

河野さん

・フリズスキャールヴ（イースター ver.）
・シェキナーSEA

コマンド

自身を除く味方ユニット1体を選択し、「スキルを付与した次の自軍フェーズ開始時、自身に最大
HP100%分のダメージを受ける」効果と2ターンの間、「デュエル時、相手の技・速・運を30%下降さ
せ、HP1で耐える効果を無視する」効果を付与する。敵軍ユニットに1ターンの間、「デュエル時、自身
と相手の運を20%下降する」効果を付与する。また、この直後に再行動することができる。
※このダメージはコマンドスキルからのダメージを軽減する効果では軽減できない 
※このコマンドスキルの使用回数は回復できない
※コロシアムでは「HP1で耐える効果を無視する」効果は発動しない

付与

HPが0になった時、1度だけHP30％の状態で復活する。また、復活後、自身に2ターンの間、「デュエ
ル後、2ターンの間、相手の全パラメータを30%奪う」効果と状態異常耐性を得る 
※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 
※対象となる状態異常は毒・麻痺・行動不可・移動不可・封印・出血・幻惑・忘却・魅了・挑発・回復不可・死
の宣告 
※この耐性はデュエル時以外の状態異常へも効果を発揮する

味方の命を代償に超絶強化する「悪魔の契約」＆パラメータを喰い尽くす「暴食」スキル！ 
攻撃時は確率で相手に回復不可を付与！強力スキルを多数所持する“七魔王”最後の一人 

スキル・ユニット設計は現在調整中のため実装時は変更の可能性がございます



UNIT INFORMATION 

河野さん

・フリズスキャールヴ（イースター ver.）
・シェキナーSEA

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、周囲2マス以内
の味方ユニットの全パラメータを 10%奪う。また、自身を含む同範囲内の味方ユニットの状態異常を
治癒し、同範囲内の敵ユニットに 2ターンの間、回復不可を付与する  
※対象となる状態異常は毒・麻痺・行動不可・移動不可・封印・出血・幻惑・忘却・魅了・挑発・回復不可・死の宣告
※この解放スキルはクエスト開始直後から使用可能  ※スキルLv最大時、クエスト開始から3ターン毎に再使用可能

付与
［命型］

デュエル開始時に HP2以上の場合、クエスト中に 2回まで、デュエル中に HP0となるダメージを受けて
も、HP1の状態で生き残る。また、 回復不可状態の相手へのダメージが 100%増加する。自身の
「HP」に星がついている時、自身の技が 10%上昇する

 付与
［CC3］

LV5

VF1：デュエル後、1ターンの間、相手の技を 20%奪う。さらに、相手を除く周囲 2マス以内の敵ユニッ
トに与えたダメージの 30%分のダメージを与える  ※このダメージで撤退させられない

VF2：自身を除く自身の周囲3マス以内の全ユニットから2ターンの間、全パラメータを20%奪い、自身に2
ターンの間、ダメージを軽減する効果を無視する効果と射程が3上昇する効果を付与する 
※ダメージを軽減するデュエルスキルの効果は無視できない 
※コロシアムでは「ダメージを軽減する効果を無視する効果」が発動しない

味方の命を代償に超絶強化する「悪魔の契約」＆パラメータを喰い尽くす「暴食」スキル！ 
攻撃時は確率で相手に回復不可を付与！強力スキルを多数所持する“七魔王”最後の一人 

スキル・ユニット設計は現在調整中のため実装時は変更の可能性がございます



UNIT INFORMATION 

河野さん

・フリズスキャールヴ（イースター ver.）
・シェキナーSEA

ベルゼブブ

付与
敵との距離が離れているほど斬撃区分以外の攻撃への耐性が上昇する。また、 クエスト中
に10回まで、自身の行動終了時、 2ターンの間、自身の力が 20%上昇する

解放

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、 2ターンの
間、自身の物攻が100%上昇し、自身の周囲 3マス以内の敵ユニットの「付与スキルによっ
て付与された効果」を解除 する 
※2回目以降はさらに、2ターンの間、自身にデュエル後、敵ユニットに50ダメージを与える効果を付与する 
※このダメージで撤退させられる 
※この解放スキルはクエスト開始直後から使用可能
※スキルLv最大時、スキル使用後、3ターン毎に再使用可能

付与
自身の行動終了時、自身を含む周囲 2マス以内の味方ユニットの物攻・魔攻を 2ターンの
間、20%上昇する

行動終了時に力が20%UP！物攻・魔攻UP！さらにCSでも力50%UP！ 
解放スキルでも物攻100%UPと“超絶火力攻撃”で暴れまわる！ 

スキル・ユニット設計は現在調整中のため実装時は変更の可能性がございます



UNIT INFORMATION 

河野さん

・フリズスキャールヴ（イースター ver.）
・シェキナーSEA

スキル・ユニット設計は現在調整中のため実装時は変更の可能性がございます

型共通
型毎のパラメータ割合上昇 +与えたダメージの20%分、自身のHPを回復する。自身の
「力」に星がついている時、 20%ではなく40%分、自身のHPを回復する

付与
［攻型］

デュエル時、突破効果を持つ。自身の「技」に星がついている時、攻撃時に 25%の確率
で1ターンの間、相手に麻痺を付与する  ※コロシアムでは突破効果は発動しない

付与
［守型］

クエスト開始から3ターンの間、封印・麻痺耐性を持つ。自身の「守」に星がついている
時、マルチバトルおよびギルドバトルでの自身の撤退によるゲージ変動が 50%減少す
る ※この耐性はデュエル時以外の封印・麻痺に対しても効果を発揮する

 付与
［CC3］

LV5

VF1：デュエル後、相手を除く相手に隣接する敵に、与えたダメージの 20%分のダメー
ジを与える ※デュエル後のダメージでは撤退させられない

VF2：ユニットが撤退するたびに、 3ターンの間、物攻が 50%、技が5%ずつ上昇する ※最

大5体分まで上昇する

行動終了時に力が20%UP！物攻・魔攻UP！さらにCSでも力50%UP！ 
解放スキルでも物攻100%UPと“超絶火力攻撃”で暴れまわる！ 



UNIT INFORMATION 

河野さん

・フリズスキャールヴ（イースター ver.）
・シェキナーSEA

ベルゼブブ

LS 自軍全ユニットのHPが100%、命中・運が30%上昇し、自軍光属性ユニットと 「ラグナロク大
陸」所属の夏祭りユニットの与えるダメージが 80%、技が20、速が5上昇する

DS

敵から攻撃された時、確率で距離に関係なく反撃する。自身が地形 【霊脈】にいる場合、
100%の確率で距離に関係なく反撃 し、先制攻撃になる

攻撃時に確率発動。 50~60%威力の10連撃を繰り出し、一撃ごとに 10%ずつの確率で相
手と相手に隣接する敵ユニットに 1ターンの間、付与スキル封印を付与 する。また、自身が
地形【霊脈】にいる場合、高確率で発動する

付与
自身の行動終了時、自身を含む周囲 2マス以内の味方ユニットの物攻・魔攻を 2ターンの
間、20%上昇する

スキル・ユニット設計は現在調整中のため実装時は変更の可能性がございます

LSで夏祭りユニット「与ダメージ80%UP＆パラメーターUP」で一斉強化！DSで付与スキル封印「霊脈」で100%反
撃、行動終了時に攻撃UPなど“夏祭り編のキーユニット！” 
 



UNIT INFORMATION 

河野さん

・フリズスキャールヴ（イースター ver.）
・シェキナーSEA

型共通
型毎のパラメータ割合上昇＋ 自身のデュエルスキルによるダメージが 20%増加する。自
身の「速」に星がついている時、必殺が 10上昇する

付与
[王型]

デュエル時、相手の追撃を封じる 。自身の「運」に星がついている時、 デュエルスキル発動
率が25%上昇し、移動力が2上昇する

付与
[匠型]

デュエル時に合計1000までダメージを耐える。自身の「技」に星がついている時、合計
1000ではなく合計1200までダメージを耐え、 マルチバトルおよびギルドバトルでの自身の
撤退によるゲージ変動が 50%減少する

スキル・ユニット設計は現在調整中のため実装時は変更の可能性がございます

LSで夏祭りユニット「与ダメージ80%UP＆パラメーターUP」で一斉強化！DSで付与スキル封印「霊脈」で100%反
撃、行動終了時に攻撃UPなど“夏祭り編のキーユニット！” 
 



UNIT INFORMATION 

河野さん

・フリズスキャールヴ（イースター ver.）
・シェキナーSEA

付与
【地形特効】

地形【霊脈】で連撃によるダメージが 90%減少

攻撃方法 地形【霊脈】で与えるダメージが 50%増加する斬撃区分攻撃を行う

付与
［CC3］

LV5

VF1：デュエル後、与えたダメージの 40%分、自身のHPを回復し、相手を除く相手の周囲 2
マス以内の敵ユニットに与えたダメージの 5%分のダメージを与える  
※このダメージで撤退させられる

VF2：HPが0になった時、1度だけHP70%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

スキル・ユニット設計は現在調整中のため実装時は変更の可能性がございます

CC3では、HPが0になっても1度だけ復活！ 
さらに敵に与えたダメージの40%回復と範囲ダメージも

 







武具情報 



『ティルフィング』専用武具情報 

★７「聖剣ティルフィング」（強化神器） 

神祈・祓災【希望】  【付与】

自身のHPが500、速・運が15上昇する。敵との距離が 2マス以上離れている場合、自身の物攻
・魔攻・命中が20%上昇する。さらに、斧・弓ユニットとのデュエル時に自身の命中が 20%上昇
し、相手のデュエルスキル発動率を 30%下降させる  

神祈・戦勘【希望】  【付与】(武具ランク【RANK10】で習得） 

デュエルスキルの連撃ダメージがそれぞれ 5%ずつ増加する。また、ダメージを軽減する効果を
無視し、突破効果を得る  
※ダメージを軽減するデュエルスキルの効果は無視できない 
※コロシアムでは「ダメージを軽減する効果を無視する」効果と突破効果は発動しない

獲得 
方法 

レガリアストーンとの統合で獲得。★7「聖剣ティルフィング」（強化前）は、天上編「第10章 虚構の終焉… そして、新たなる夜明け エピロー

グ STAGE6」にて獲得し統合をした★6「聖剣ティルフィング」とロストラグナロク編「第8章 アビス・メモリー 第5話 STAGE8」の初回クリア報酬で獲
得する「ユグドラシルジェム」との統合により獲得。

※開発中の内容を含むため、変更になる場合があります。  ©FgG



『ベルゼブブ』専用武具情報 

★７「暴食鍵・プラグ・ベルゼブブ」　 

※開発中の内容を含むため、変更になる場合があります。 

暴食鍵・邪教  【付与】

自身のHPが500、速・運が15上昇し、炎・風・雷・氷属性ユニットに与えるダメージ
が50%増加する 

暴食鍵・咀嚼  【付与】(武具ランク【RANK7】で習得）  

追撃が発生する場合、自身の攻撃直後に高確率で追撃を行うようになり、相手の
追撃を封じる

獲得方法 
神器探求「暴食鍵・プラグ・ベルゼブブ編」の
ミッション達成で獲得 

©FgG



『夏祭りユニット』専用武具情報 

★6「思い出の竹籠巾着」　 

縁日遊戯  【付与】

自軍「ラグナロク大陸」所属の夏祭りユニットの HPが500、運が20上昇する 
※効果は重複して発動する  

浴衣美人と花火   【付与】(武具ランク【RANK7】で習得） 

デュエル時に自身の命中率下限が 55%になる。自身が地形【霊脈】にいる
場合、命中率下限90%になる

※開発中の内容を含むため、変更になる場合があります。 

獲得方法 
夏イベント『シークレットリーエバーサマー』の「夏祭り
チャレンジ」累計スコア報酬で獲得 

©FgG



復刻コラボ情報 











　　    「ドミネーター」神器化！
             〜神器化素材獲得クエストも追加〜

←「ドミネーター」神器
化！
 の部分を目立たせた
いです。

特殊拳銃「ドミネーター」がついに★7武具に！ 
 
レシピ統合で「デコンポーザーカスタム（★6）」まで強化後、さら
に新クエストで獲得したレシピ素材を統合することで「常守 朱」
「六合塚 弥生」「霜月 美佳」それぞれ専用の「デコンポーザーカ
スタム（★7）」に強化できます 

★7武具

★7化レシ
ピ


