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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。  

 

今月は多数イベントを開催した1ヶ月でしたが、まずはバレンタインイベントから始まりました。新ストーリーやクエストとともに初の「終焉季節ユ

ニット」としてグレイプニル（バレンタインver.）と7周年にてユーザーの皆さんの投票にて選出されたフェイルノート（人気投票1位ver.）も実装され

ました。 

 

また１年以上ぶりとなる『シノビナイトメア』コラボでは新ユニット２キャラ「アマテラス」「シラサギ」とともにコンテンツを追加させていただき、既存

シノビナユニット強化や★7武具の実装も行いました。いずれもそれぞれの個性を活かした戦い方で活躍のシーンが増えると思いますのでよろ

しければぜひ遊んでみてください。さらに23日には「600万ダウンロード突破のMemorial DAY」を開催させていただき、限定クエストやキャンペー

ン、ガチャ、以前2016年に画集のおまけとして登場していた「エクスカリバー」についても強化するなど記念企画を行いました。  

 

そしてもう一つ大きなトピックとしましては2月5日にファンキル feat. バレンタインスペシャルカフェと称して本当に久しぶりのリアルイベントを開

催いたしました。今の情勢ということもあって人数制限や参加方法もかなり厳密に行い、スタッフ対応や環境作りも徹底した対策で、無事イベン

ト終えることができました。マスターの皆様のご協力のおかげです。  

久しぶりに直接マスターの皆様とコミュニケーションできファンキルらしいリアルイベントとなりましたので参加された方は楽しんでいただけてい

たら幸いです。  

それでは、今月の予定について説明してまいります。  



ユニット情報 



2月振り返り 



シノビナイトメアユニット強化！ 
 

　既存ユニットとして過去登場した全シノビナユニット強化！ 

「元々持っている強みをより伸ばす」方向に 

・既存ユニットの上方調整 
　⇒　新スキル追加 

　⇒　既存スキルの強化 

　⇒　パラメータ調整（淘汰特性変更） 

　⇒　オーバーキラーズ枠解放  

・★7武具の統合レシピ追加 
　⇒　各シノビナの専用武具登場 
 



既存ユニットの上方調整 



新スキル追加 



シノビナユニット新スキル追加 

対象ユニット 

【付与】 
忍歩 

進入可能なマスの移動コストが1になり、 敵ユニットをすり抜けて移動することができる。 また、クエスト開始から5ター
ンの間、移動力が3上昇する※「移動コスト無視封印」では封じられない  

アマテラス  
(水着ver.)  

ヨミ  ツクヨミ  サンゴ 

以下の新スキルを追加いたしました。



既存スキルの強化 



シノビナユニット既存スキル強化 

対象ユニット 

アマテラス  
(水着ver.) 

【付与】 
シノビの志 

（旧）自身のHPが1500、運が25上昇し、自軍にシノビナユニットが多いほど、自身の速・技が上昇する。さらに、現在
のHPが2000以上のユニットとのデュエル時、自身の力・魔が200%上昇する※1体につき速・技が3上昇し、最大18上
昇する 

（新）自身のHPが1500、運が25上昇し、自軍にシノビナユニットが多いほど、自身の速・技が上昇する。さらに、現在
のHPが2000以上のユニットとのデュエル時、自身の力・魔が200%上昇する※1体につき 速・技が4%上昇し、最大24%
上昇する 

ユリ  
(水着ver.) 

ユリ  サクラ  

キキョウ   ヒイラギ  

ヨミ  

ツクヨミ  

サンゴ  

クシナダ  

以下の既存スキルを強化いたしました。



シノビナユニット既存スキル強化 

対象ユニット 

【付与】 
忍歩 

（旧）進入可能なマスの移動コストが1になり、クエスト開始から5ターンの間、移動力が3上昇する※「移動コスト無視封
印」では封じられない  

（新）進入可能なマスの移動コストが1になり、 敵ユニットをすり抜けて移動することができる。 また、クエスト開始から5
ターンの間、移動力が3上昇する※「移動コスト無視封印」では封じられない  

ユリ  
(水着ver.)  

ユリ  サクラ   キキョウ   ヒイラギ   クシナダ  

以下の既存スキルを強化いたしました。



シノビナユニット既存スキル強化 

対象ユニット 

サクラ  キキョウ  ユリ  ヒイラギ 

【コマンド】 
影縫い 

（旧）周囲5マス以内の敵1体および対象に隣接する敵ユニットに2ターンの間、行動不可を付与する  

（新）周囲5マス以内の敵1体および対象に隣接する敵ユニットに2ターンの間、行動不可を付与する。 また、こ
の発動直後に再行動することができる※クエスト中に2回まで使用可能  

以下の既存スキルを強化いたしました。



シノビナユニット既存スキル強化 

対象ユニット 

サクラ 

【付与】 
桜の見極 

（旧）相手が風属性または弓ユニットの場合、自身に対してクリティカルが発生しない  

（新）相手が風属性または弓・ 銃・杖ユニットの場合、自身に対してクリティカルが発生しない  

【付与】 
我が世の春 

（旧）自身のHPが上昇し、自身を除く周囲3マス以内の味方ユニットの全パラメータが5上昇する  
※スキルLv最大時、HPが200上昇する  

（新）自身のHPが上昇し、 自身を含む周囲3マス以内の味方ユニットの 全パラメータが10% 上昇する ※スキル
Lv最大時、HPが2000上昇する  

以下の既存スキルを強化いたしました。



シノビナユニット既存スキル強化 

対象ユニット 

キキョウ 

【付与】 
桔梗の見極 

（旧）相手が光属性または弓ユニットの場合、自身に対してクリティカルが発生しない  

（新）相手が光属性または弓・ 銃・杖ユニットの場合、自身に対してクリティカルが発生しない  

以下の既存スキルを強化いたしました。



シノビナユニット既存スキル変更 

対象ユニット 

ユリ 

【付与】 
夏物シースルー 

（旧）ユニットをすり抜けて移動することができる  

（新）自身の周囲3マス以内にいる敵ユニット1体につき、自身の物防・魔防が20%ずつ上昇する ※最大
100%まで上昇する  

ユリ 
（水着ver.） 

以下の既存スキル内容を変更いたしました。
※旧効果は「【付与】忍歩」に引き継いでおります。



シノビナユニット既存スキル強化 

対象ユニット 

ユリ 

【付与】 
百合の見極 

（旧）相手が氷属性または弓ユニットの場合、自身に対してクリティカルが発生しない  

（新）相手が氷属性または弓・ 銃・杖ユニットの場合、自身に対してクリティカルが発生しない  

以下の既存スキルを強化いたしました。



シノビナユニット既存スキル強化 

対象ユニット 

ヒイラギ 

【付与】 
柊の見極 

（旧）相手が雷属性または弓ユニットの場合、自身に対してクリティカルが発生しない  

（新）相手が雷属性または弓・ 銃・杖ユニットの場合、自身に対してクリティカルが発生しない  

【デュエル】 
冬華・凍氷斬 

（旧）攻撃時に確率発動。60%威力の6連撃を繰り出し、デュエル後、相手の周囲2マス以内の敵ユニットに
最大HP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  

（新）攻撃時に確率発動。 70%威力の6連撃を繰り出し、デュエル後、相手の周囲2マス以内の敵ユニットに
最大HP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  

以下の既存スキルを強化いたしました。



シノビナユニット既存スキル強化 

対象ユニット 

ユリ 
（水着ver.） 

【付与】 
百合の忍耐 

（旧）デュエル時に氷属性ユニットから受けるダメージを23%軽減する※スキルLv最大時50%軽減する  

（新）デュエル時に氷属性ユニットから受けるダメージを 25%軽減する※スキルLv 最大時70%軽減する 

【付与】 
百合の障壁 

（旧）防御時に発動。斧ユニットから受けるダメージを5回まで無効化する※連撃は1撃を1回としてカウントする※
麻痺時も発動する  

（新）防御時に発動。 敵ユニットから受けるダメージを 10回まで無効化する※連撃は1撃を1回としてカウントする※
麻痺時も発動する  

以下の既存スキルを強化いたしました。



シノビナユニット既存スキル強化 

対象ユニット 

アマテラス 
（水着ver.） 

以下の既存スキルを強化いたしました。

【付与】 
レジストダーク 

（旧）デュエル時に闇属性ユニットから受けるダメージを23%軽減する※スキルLv最大時50%軽減する  

（新）デュエル時に闇属性ユニットから受けるダメージを 25%軽減する※スキルLv最大時 70%軽減する 

【コマンド】 
絢爛の聖鈴 

（旧）自身及び周囲3マス以内の自軍光属性ユニットの物攻・魔攻を、3ターンの間100上昇する  

（新）自身及び周囲3マス以内の自軍光属性ユニットの物攻・魔攻を、3ターンの間 50%上昇する 



シノビナユニット既存スキル強化 

対象ユニット 

ヨミ  ツクヨミ 

以下の既存スキルを強化いたしました。

【コマンド】卍印
・封滅 

（旧）周囲5マス以内の敵ユニット1体に3ターンの間、デュエルスキル封印を付与し、対象に隣接する敵ユニットに2ターンの間、
デュエルスキル封印を付与する 

（新）周囲5マス以内の敵ユニット1体に3ターンの間、デュエルスキル封印を付与し、対象に隣接する敵ユニットに2ターンの間、
デュエルスキル封印を付与する。また、この発動直後に再行動することができる※クエスト中に2回まで使用可能 



シノビナユニット既存スキル強化 

対象ユニット 

ヨミ 

【付与】 
影法師 

（旧）クエスト開始から5ターンの間、自身の速が上昇する※1ターン目は35、2ターン目は15、3ターン目は5、4ターン目は3、5
ターン目は2上昇する 

（新）クエスト開始から5ターンの間、自身の速が上昇する※1ターン目は35、2ターン目は20、3ターン目は15、4ターン目は10、
5ターン目は5上昇する 

【付与】 
アップグルント 

（旧）自身から攻撃を仕掛けた時、物攻・命中が23上昇する。相手が光属性の場合は、さらに23上昇する※スキルLv最大時
50上昇し、相手が光属性の場合はさらに50上昇する 

（新）自身から攻撃を仕掛けた時、物攻が23%、命中が23上昇する。相手が光属性の場合は、さらに物攻が23%、命中が23上
昇する※スキルLv最大時、物攻が50%、命中が50上昇し、相手が光属性の場合はさらに物攻が50%、命中が50上昇する 

以下の既存スキルを強化いたしました。



シノビナユニット既存スキル強化 

対象ユニット 

ツクヨミ 

以下の既存スキルを強化いたしました。

【デュエル】 
クレイジードールズ 

（旧）攻撃時に確率発動。100%〜500%威力のランダムダメージを与え、デュエル後、自身および自身の周囲3マス以
内の味方ユニットの物防・魔防を、1ターンの間50上昇する 

（新）攻撃時に確率発動。100%〜500%威力のランダムダメージを与え、デュエル後、自身および自身の周囲3マス以
内の味方ユニットの物防・魔防を、1ターンの間50%上昇する 

【解放】 
常葉の陣 

（旧）自身および周囲3マス以内の味方ユニットのHPを100回復し、さらに2ターンの間物攻・魔攻を30上昇させる 

（新）自身および周囲3マス以内の味方ユニットのHPを1000回復し、さらに2ターンの間、物攻・魔攻を30%上昇させ
る※スキルLv最大時、クエスト開始から3ターン目以降に使用可能になる 



シノビナユニット既存スキル強化 

対象ユニット 

サンゴ 

【デュエル】 
海姫の流牙 

（旧）攻撃時に確率発動。400%威力の攻撃を繰り出し、デュエル後、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30%分のダメージを与える。攻撃を仕掛けられた時に発動した場合は、デュエル後自身の速を
2ターンの間5上昇させる※デュエル後のダメージでは、撤退させられない  

（新）攻撃時に確率発動。400%威力の攻撃を繰り出し、デュエル後、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30%分のダメージを与える。攻撃を仕掛けられた時に発動した場合は、デュエル後自身の速を
2ターンの間10上昇させる※デュエル後のダメージでは、撤退させられない  

【コマンド】 
海鳴りの合図 

（旧）自身および周囲5マス以内の味方ユニット全員に、自身の不利属性以外の敵から受けるダメージを属性
毎に合計500まで耐えられる効果を付与する  

（新）自身および周囲5マス以内の味方ユニット全員に、自身の不利属性以外の敵から受けるダメージを属性
毎に合計1000まで耐えられる効果を付与する  

以下の既存スキルを強化いたしました。



シノビナユニット既存スキル強化 

対象ユニット 

サンゴ 

【コマンド】 
マリンストライク 

（旧）周囲7マス以内の敵1体および対象に隣接する敵ユニットに2ターンの間、移動不可を付与する※
スキルLv最大時、2回使用可能なスキルに進化する  

（新）周囲7マス以内の敵1体および対象に隣接する敵ユニットに2ターンの間、移動不可を付与する。 ま
た、この発動直後に再行動することができる ※スキルLv最大時、2回使用可能なスキルに進化する  

以下の既存スキルを強化いたしました。



パラメータ調整 



シノビナユニットパラメータ調整 ・ 

 

　 
　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アマテラス 
 (水着ver.） 

領域解放 
『忍和：伍式』 

ヒイラギ 
領域解放 

『忍技：伍式』 
 

淘汰値に応じて、総
合値の上限が

上がる。特に技が 
上がりやすい。 

サクラ 
領域解放 

『忍和：壱式』 

淘汰値に応じて、統合値の上限がバランスよく上がる。 

※淘汰値50まで。淘汰値50以降は今後拡張されることがあります

淘汰特性の変更

キキョウ 
領域解放 

『忍和：弍式』 

ユリ 
領域解放 

『忍和：参式』 

ユリ (水着ver.)  
領域解放 

『忍和：肆式』 

ヨミ 
領域解放 

『忍和：陸式』 

ツクヨミ 
領域解放 

『忍和：漆式』 

サンゴ 
領域解放 

『忍和：捌式』 

※変更後は統合値の上限が上昇しております



武具情報 



★7武具の統合レシピ追加！ 

 

 

・自身のHP70%以上で攻撃やパラメータが強化 
　⇒物攻・魔攻UP、杖に関しては守・精・運がUP 

・HP・力や魔・速などのパラメーターUP！ 

  DS発動率下限・命中率・属性効果も上昇！ 
  ※豊穣の花櫛杖のみ異なります 

・有利属性へのダメージ増加または不利属性から    

  のダメージ軽減  

武具RANK7到達でさまざまな支援効果が発動

※武具により効果はそれぞれ異なります  



シノビナ武具情報 

※武具RANKランク7で習得！  

シラサギ専用武具：★7「大鳥の嘴槍」 

真・鷺印【極】 
自身のHPが1000、力が30、回避が20、速が15上昇し 、
命中率下限が35%、デュエルスキル発動率下限が10%に
なる。自身のHPが70%以上 の場合、物攻が20%上昇す
る。炎属性に与えるダメージが30%増加する  

真・シノビの
奥義【御】 

武具種銃・杖の敵ユニットとのデュエル後、1ターンの
間、対象を含む周囲2マス以内の敵ユニットの物攻・魔
攻を50%減少させる ※同一デュエル内で重複して発動し
ない 

※武具RANKランク7で習得！  



シノビナ武具情報 

※武具RANKランク7で習得！  

クシナダ専用武具：★7「豊穣の花櫛杖」 

真・櫛印【極】 
自身のHPが1000、回避・魔が20、速が15上昇し 、命中
率下限が35%になり、雷属性から受けるダメージを30%軽
減する。また、自身のHPが70%以上 の場合、守・精・運
が20上昇する 

真・シノビの
奥義【豊】 

自身を除く自身の周囲2マス以内の味方ユニット1体を
選択し、2ターンの間、「ダメージを軽減する効果を無視
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  

※武具RANKランク7で習得！  



シノビナ武具情報 

サンゴ専用武具：★7「海嘯コーラルランス」 

真・珊瑚印
【極】 

自身のHPが1000、回避が20、力・速が15上昇し、 命中
率下限が35%、デュエルスキル発動率下限が10%にな
り、炎属性に与えるダメージが30%増加する。また、 自身
のHPが70%以上 の場合、物攻が20%上昇する  

真・シノビの
奥義【海】 

自身の物防・魔防が100%上昇する。また、 HPが0になっ
た時、1度だけHP60%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 

※武具RANKランク7で習得！  



シノビナ武具情報 

アマテラス専用武具：★7「輝天ホーリーランス」 

真・太陽印
【極】 

自身のHPが1000、力が30、回避が20、速が15上昇し 、
命中率下限が35%、デュエルスキル発動率下限が10%
になり、闇属性に与えるダメージが30%増加する。ま
た、自身のHPが70%以上の場合 、物攻が20%上昇する  

真・シノビの
奥義【天】 

自身の周囲2マス以内の敵ユニット全員の 「付与・コマ
ンド・解放スキルによって付与された効果」を全て解除
する 

※武具RANKランク7で習得！  



シノビナ武具情報 

※武具RANKランク7で習得！  

キキョウ専用武具：★7「鬼哭ランス・誅滅」 

真・桔梗印
【極】 

身のHPが1000、力が30、回避が20、速が15上昇し 、命
中率下限が35%、デュエルスキル発動率下限が10%に
なり、光属性に与えるダメージが30%増加する。また、
自身のHPが70%以上の場合 、物攻が20%上昇する  

真・シノビの奥
義【忠】 

敵ユニットの武具種が弓・銃・杖の場合、自身に追撃が
発生し、相手の追撃を封じる  ※相手が追撃を封じるス
キルを所持している場合、自身に追撃は発動しない  

※武具RANKランク7で習得！  



シノビナ武具情報 

※武具RANKランク7で習得！  

ヒイラギ専用武具：★7「豪傑ブラスト・当千」 

真・柊印【極】 
自身のHPが1000、魔が30、回避が20、速が15上昇 し、命
中率下限が35%、デュエルスキル発動率下限が10%にな
り、雷属性に与えるダメージが30%増加する。また、 自身
のHPが70%以上の場合 、魔攻が20%上昇する  

真・シノビの
奥義【豪】 

自身の周囲3マス以内の敵ユニット全員に 2ターンの間、
猛毒を付与する  

※武具RANKランク7で習得！  



シノビナ武具情報 

※武具RANKランク7で習得！  

ヨミ専用武具：★7「深淵冥弓『幽焔』」 

真・冥姫印
【極】 

自身のHPが1000、力が25、回避が20、守が10上昇し 、
命中率下限が35%、デュエルスキル発動率下限が10%
になり、光属性に与えるダメージが30%増加する。また、
自身のHPが70%以上の場合 、物攻が20%上昇する  

真・シノビの
奥義【冥】 

自身から攻撃を仕掛け敵が反撃できない時 、物攻・必
殺が30%上昇する  

※武具RANKランク7で習得！  



シノビナ武具情報 

※武具RANKランク7で習得！  

ユリ専用武具：★7「ナデシコの天翔弓」 

真・百合印
【極】 

自身のHPが1000、力が30、回避が20、速が15上昇し 、
命中率下限が35%、デュエルスキル発動率下限が10%
になり、氷属性に与えるダメージが30%増加する。また、
自身のHPが70%以上の場合 、物攻が20%上昇する  

真・シノビの
奥義 

【撫子】 

自身から攻撃を仕掛けた時 、与えたダメージの30%分
HPを回復する  

※武具RANKランク7で習得！  



シノビナ武具情報 

サクラ専用武具：★7「寒緋桜刀・清刃」 

真・桜印【極】 
自身のHPが1000、回避が20、力が15、速が15上昇し 、
命中率下限が35%、デュエルスキル発動率下限が10%に
なり、風属性に与えるダメージが30%増加する。また、 自
身のHPが70%以上の場合 、物攻が20%上昇する  

真・シノビの
奥義【清】 

敵から攻撃された時 、50%の確率で距離に関係なく反撃
する。相手が風属性または弓・銃・杖ユニットの場合は、
100%の確率で距離に関係なく反撃する  

※武具RANKランク7で習得！  



シノビナ武具情報 

※武具RANKランク7で習得！  

ツクヨミ専用武具：★7「夜統神杖『天涯』」 

真・夜姫印
【極】 

自身のHPが1000、回避が20、魔・速が15上昇し 、デュ
エルスキル発動率下限が12%になり、光属性から受ける
ダメージを30%軽減する。また、 自身のHPが70%以上の
場合、魔攻が20%上昇する  

真・シノビの
奥義【夜】 

自身の周囲4マス以内の自身を除く味方ユニットからラ
ンダムに2体を自身の周囲に移動させ、 2ターンの間、
デュエルスキル発動率とデュエルスキルによるダメージ
を30%上昇させる  

※武具RANKランク7で習得！  



2月リアルイベント振り返り 



2/5に開催した『Phantom of the Kill feat.バレンタインスペシャルカ
フェ』のレポートをお届け  

バレンタインカフェレポート 



バレンタインカフェレポート 

1日限定のカフェイベントは3部制で開催しました。会場にはバレンタインをテーマにしたデコ
レーションやフォトスポットも登場し、写真を撮るマスターの皆様の姿が。 
ステージが始まる前に木村ADが挨拶に登場。一緒にキル姫に扮したコスプレイヤーの皆さん
も登場しカフェのお手伝いをしていただきました。感染症対策のためマスターとは拍手や挙手
などで交流しました。 



オリジナルのキル姫ビンゴカードでビンゴに挑戦！ 
第3部では一気にたくさんのマスターがリーチで立ち上がり 
白熱した展開になりました。参加者全員にグッズをプレゼント。 

バレンタインカフェレポート 

ファンキル ビンゴ大戦  



オリジナルドリンクは3種類を販売。木村ADからグレイプニルは終焉を感じ
る味だとコメントがありその未知の味に挑戦するマスターの姿が。さらにサ
プライズで初登場した中村プランナーがマスターの皆様にキル姫イメージ
のコーヒーをサービス！ 

バレンタインカフェレポート 

カフェオリジナルドリンク  



コーヒーを楽しみながらのトークコーナーではまだどこにも出ていな
いファンキルの最速最新情報を会場にいるマスターに特別公開し
ました。今泉Pや木村ADが新たな情報を発表すると会場は大きな
拍手で盛り上がりました。 

トークコーナー・最新情報紹介  

バレンタインカフェレポート 



コーヒータイムではコーヒーとともにファンキルデザイン「ドリンクスリーブ」
を、さらにバレンタインカフェということで、グレイプニルがデザインされた
「オリジナルチョコ」もプレゼントしました。どちらも本イベント限定の非売
品です。 

カフェ限定のスペシャルグッズをプレゼント  

バレンタインカフェレポート 



ご参加いただいたマスターの皆様 ありがとうございました！  

バレンタインカフェレポート 

木村AD
コメント

今回初めてファンキルのイベントに参加してくれたというマスターから、懐かしい顔ぶれま
で、久しぶりにマスターの皆さんとお会いできて嬉しかったです！



3月の新ユニット情報 



イージス・冥令・ヘル 
（アニバーサリーver.） 

CV：福緒唯 
Illust：トマル（G-ROW）  

3月1日登場予定！ 



UNIT INFORMATION 

受けたダメージを相手に跳ね返しながら戦う超攻撃的タンクユニット！ 

【付与】 

デュエル後、50ダメージ+自身が受けたダメージの20%分のダメージを相手お

よび相手の周囲2マス以内の敵ユニットに与える。相手が弓・銃・杖ユニット

の場合、20%の代わりに40%のダメージを与える※「カウンター無効化」では封

じられない 

【付与】 

クエスト中に10撃まで、自身の周囲3マス以内の味方をかばう。また、かばう

発生時、自身の受けるダメージを10%まで減衰させる。さらに減衰する前の

ダメージの20%分のダメージを相手に与える※自身のHPを上回るダメージ

を受けた場合は撤退する

【コマンド】
自身に2ターンの間、自身の守・精が300上昇し、力・魔が50、移動力が2減

少する効果を付与する。また、この発動直後に再行動することができる

※開発中の内容を含むため、変更になる場合があります。 

 敵の攻撃をひきつける性能はそのままに、味方ユニットを庇うスキル＆ 

自身が受けたダメージを反射しながら戦う“超攻撃的”タンクユニット！ 



3月1日登場予定！ 

CV：ゆかな 
Illust：だーくろ（G-ROW） 

レーヴァテイン 
feat.木漏れ日の中で見守って 



UNIT INFORMATION 

※開発中の内容を含むため、変更になる場合があります。 

攻撃を仕掛けて追撃発生時のみ確率で「自軍命中率下限・敵軍命中率上限55%」を付

与！新たな枠組みの強力なデュエルスキルで攻め込むアタッカー！ 

【デュエル】  

攻撃を仕掛けて追撃発生時のみ低確率発動。500〜600%威力の2連撃を繰

り出し、デュエル後与えたダメージの30%分、自身のHPを回復し、 2ターンの

間、自軍ユニットに命中率下限が55%になる効果 を、敵軍ユニットに命中率

上限が55%になる効果 を付与する 

【デュエル】  

攻撃時に確率発動。250〜300%威力の2連撃を繰り出し、デュエル後、自身

に2ターンの間、追撃が発生する効果を付与 し、与えたダメージの30%分、自

身のHPを回復する  

【解放】 

自身と自身に隣接する味方ユニットの 物攻・必殺・デュエルスキルの発動率

を2ターンの間、30%上昇 させる。また、この 発動直後に再行動することがで

きる※2回目以降は、自身と自身に隣接する味方ユニットの物攻・必殺・デュ

エルスキルの発動率を2ターンの間、30%上昇させ、 「デュエル時、30%の確率

で1ターンの間、行動不可を付与する効果」 を付与する※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  



新機能「シークレットスキル」実装！  

 

SEAユニットのみが使用できる 

新たなスキルが登場します！  
・「シークレットスキル」概要 

　⇒SEAユニットにのみ実装された新スキル 

　⇒オーバーキラーズ枠の3枠目の開放時に習得 

　⇒習得とカットインに専用演出が登場 

　⇒バトル中任意のタイミングで発動可能 
※ スキルの発動にはオーバーキラーズ枠に1体以上、ユニットを装備しておく必要があります。 

※『ティルフィングfeat.はじまりの花に囲まれて』のみSEAユニットではありませんが
　 同様に「シークレットスキル」が実装されます。 

 

 

※開発中の内容を含むため、変更になる場合があります。 



新機能「シークレットスキル」実装！ 

 

・オーバーキラーズ枠3枠目の開放条件 
　⇒SEAユニットのみ開放可能 

　⇒開放に必要な淘汰値は10 

　⇒従来のオーバーキラーズ枠開放に使用していた「オーバーキラーズ『開』」に加えて、　　装備枠

開放専用新アイテム「シークレットダイアリー」を使用して装備枠を開放 

・必要素材の入手方法 
　⇒「オーバーキラーズ『開』」はファンキルメダルショップにて購入できます。 

　⇒「シークレットダイアリー」は通常の育成の先にあるコンテンツとなりますので 

　　一定数時間をかけたプレイやしっかりユニットを育成いただいて遊べるコンテンツ、 

　　姫石の消費などを通じて入手いただく仕組みとなる予定です。 

　（キャンペーン等の配布は限定企画となります） 

※開発中の内容を含むため、変更になる場合があります。 

「シークレットスキル」取得方法



「シークレットスキル」情報 

※開発中の内容を含むため、変更になる場合があります。 

「レーヴァテイン feat.木漏れ日の中で見守って」 

シークレットスキル 

シークレット・レーヴァテイン・I

自身に3ターンの間、回復不可耐性と自身のHP
が最大の時、物攻・魔攻が 50%上昇する効果を
付与する。また、この発動直後に再行動すること
ができる
 ※この耐性はデュエル時以外の回復不可へも
効果を発揮する



新機能「シークレットスキル」実装！  

 

シークレットスキル専用演出の一部をご紹介！ 

 
　　　　　　　　　　　 

 

 

 

 

 

 
※開発中の内容を含むため、変更になる場合があります。 

今回のスキル実装に合わせて習得

時およびスキル発動時に新規の演出

を実装いたしました。 

カットインでは天上編、ロストラグナロ

ク編、インテグラルノア編で今までに

登場した同キャラユニットが演出に登

場します 
※シークレットスキル習得時演出 ※カットイン



ミーミルのシークレットダイアリーミッション 

3月1日（火）～3月6日（日）開催！ 
 

一定数のミッションクリアで 
SEAユニットオーバーキラーズ3枠目 

開放アイテム「シークレットダイアリー」を獲得可能！ 

▼条件がシークレットになっているミッションが毎日日替わりで登場！一
定ミッション数クリアで開放アイテムを獲得 
（必要日数ログインをしてミッション達成が必要となります） 
▼毎日更新されるゲーム内お知らせの「ミーミルの日記帳」をヒントにミッ
ションをクリアしよう！ 

開幕記念イベントで枠開放アイテムを限定プレゼント  



来月の新イベント/クエスト情報 



ファンキル予定表 2022年3月 

1週目 

2週目 

3週目 

4週目 

600万ダウンロード記念ユニット登場&記念コンテンツ  

シークレットリーエバーアフター 本編スタート&ユニット登場  

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 

ギルドバトル開催 

銀獅子【斧】＋金獅子強化  

VTuber コラボ開催  

ギルドバトル開催 

軍団戦またはレイドバトル検討中  

シークレットリーエバーアフター 開幕記念コンテンツ  
日替わり更新シークレットミッション企画（〜3/6) ＊SEAスキル開放アイテム獲得 

SEA＆ギアハック新ユニット登場  

高難度クエスト  

VTuber コラボクエスト更新予定  

VTuber コラボクエスト更新予定  

〜3/11 600万DL記念
コインミッション（一部 3/6終了）



物語は、新たな舞台へ 

 

シークレットリー 
エバーアフター編 

本編ストーリー  

2022.3.1　START 

旅の先で体験する多くの出会いと別れは 
ひとりの少女に何をもたらすのか 
まだ世界に記録されていないキル姫達が紡ぐ 
数多の物語をアナタに　 



物語のコンセプト・プロローグ 

「シークレットリーエバーアフター編」は 
各キル姫にフォーカスした 

オムニバス形式のストーリー展開を予定 

物語の舞台は永遠の理想郷、ラグナロク大陸。
人々とキル姫が平和に暮らしている中、

突如、ユグドラシルからミーミルという少女が生まれる。
感情というものを知らないミーミルは

マスター、マナナンと共に、感情を学ぶための旅へと出発する…



物語は、新たな舞台へ 

キービジュアルを 
初公開！ 



インテグラルノア編を終えて新たな物語が始まるにあ
たり、これまで登場したキャラクターの想いが詰まった
魅力的な世界を、ミーミル、マナナンに見せる気持ち
で描かせていただきました。

G-ROWイラストレーター
だーくろ コメント



物語は、新たな舞台へ 

「シークレットリーエバーアフター編」 
開幕に合わせ 

タイトルロゴもリニューアル予定 

ただいま鋭意製作中！



ミーミル
ティルフィングに育てられた少
女。育ての親である彼女の影響
もあり、非常に真面目な性格で
丁寧な振る舞いが身についてい
る。豊富な知識を持つものの経
験が乏しく、欲や感情をあまり持
ち合わせていない。

マナナン
マスターとミーミルが旅先で出会う
陽気な謎多き少女。自身の名前以
外の記憶がなく、常に未知との遭
遇に心踊らせており、戦闘さえも力
を披露する舞台として楽しんでい
る。相棒のような存在を捜している
らしい。

主な登場人物紹介 

ティルフィング
ラグナロク大陸を見守る存在。あ
るとき世界樹ユグドラシルが新た
な命を産む瞬間に立ち会い、そこ
から生まれた少女ミーミルを育て
る。しばらくしてミーミルの成長の
ためマスターとともに世界を巡る旅
をするよう依頼する。



メインストーリー１章 

「閉ざされた箱にて、 
キミを射抜く」 

ミーミル、マナナン、マスターの３人はティルフィングが「揺ら
ぎ」を感知した“レーヴァテインに守られた町”と呼ばれる
「要塞都市レガル」に辿り着いた。  
しかし町は四方を高い壁に囲まれ閉ざされており、住民す
ら入ることできなかった。何故町は閉ざされているのか、こ
の町に隠された思いと真実とは  

第１章が3/1に公開！ 



メインストーリー１章の公開を記念し、 
ゲーム内では期間限定のクエストが登場予定！ 

ストーリー公開記念イベント 

ポイントクエストクリ
アで開放！

限定称号など様々なポイント報酬が獲得できます。 
さらにシークレットリーエバーアフターユニットで挑戦すると 

特効がつき獲得ポイントがUP！ 

【ポイントクエスト】   【ハイスコアチャレンジ】  



ファンキル2022年3月トピックラインナップ 

600万DL Memorial DAYキャンペーン開催中！ 

▼3月1日（火）よりブレイクスルーコインや超虹彩のマナシードなどを
獲得できるログインボーナス第2弾がスタート！ 



ファンキル2022年3月トピックラインナップ 

▼さまざまなミッションをクリアしてコインを獲得！ 
▼「コスト60以上ユニット確定ガチャチケット」や「選べるグロリアチケッ
ト」「★5属性フェアリーガチャチケット」など豪華報酬に交換可能　※コイ

ンの交換は3月18日（金）まで 

超極ブレイクスルーコインミッション 
3月11日（金）まで開催！  



ファンキル2022年3月トピックラインナップ 

ダーインスレイヴ 
覚醒のチャンス！ 

▼「超極ブレイクスルーコインキャン
ペーン」でキラーズチケットやキラーズイ
ノセントを獲得可能！ 
▼天上編覚醒対象ユニットキラーズチ
ケットで天上編覚醒ユニットも獲得でき
る！ 



ファンキル2022年3月トピックラインナップ 

シークレットリーエバーアフター編 
1章開幕記念キャンペーン3月1日（火）スタート！  

▼連続ログインで属性別キラーズイノセントガチャチケット等を獲得できるログ
インボーナスやデュリンが獲得できるパネルミッション開催！ 
▼毎日お得なアイテムが「ファンキルメダルショップ」に登場！ 



継承・進化新武具　第7弾 

至伝・カウンターシールド
2月19日登場済

デュエル後、相手に受けた
ダメージの20%のダメージを

与えるスキルや
HP減少値に応じて

物攻・魔攻が最大100%上昇する
スキルを習得



銀獅子シリーズ第5弾＆「覇弓」金獅子強化 

「睨弓」銀獅子
2月19日登場済

「覇弓」金獅子を素材に強化が可能！
強化後はコマンド・解放スキルによって

即時発生するダメージを90％軽減するスキルを習得

さらに「覇弓」金獅子も

　「睨弓」銀獅子を素材に強化できる 



ギルド情報局 

【1回目】03月11日（金）〜03月14日（月） 

 

【2回目】03月25日（金）〜03月28日（月） 

※スケジュールは予定の ため変更となる場合があります。  

3月のギルドバトル日程（※予定） 

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。 



3月開催 新コラボ 



2/5のカフェイベントで発表したコラボ情報 

3月中旬より『VTuber２人』と 
ファンキルが初コラボ決定！ 

3/5(土)にTwitterとゲーム内にて 
情報解禁予定！！ 

3月新コラボ開催！ 



おわりに 
今月も最後までお読みいただきありがとうございました。２月はゲーム内でもリアルイベントでもバレンタインを盛り上げ、久しぶりのシノビナコラ

ボ、軍団戦復刻、そして３月へと続く形で600万ダウンロード企画を開催いたしました。  

 

来月はいよいよシークレットリーエバーアフターの本編ストーリーが開幕します！それとともに季節イベントではなく本編ストーリーと連動した

SEAユニットも登場し、レーヴァテインと与一を実装いたします。  

また、新たなSEAユニット限定の仕様として「シークレットスキル」が登場し、今まで仕様として実装してきた攻撃区分耐性や強化属性に加えて

の新機能となります。  

 

入手については「オーバーキラーズ枠の３つ目」の開放が条件となり、開放のためのアイテム「シークレットダイアリー」が存在します。こちらに

ついては配布的に誰でも入手していくというものではなく、育成した先のコンテンツですので、遊んでいただく過程である程度時間をかけてプレ

イいただいたり姫石の消費と連携して入手いただくなどプレイと連動して一定数入手いただく方針です。  

 

今回は初回ということもあり、まずは新機能に触れていただきたいので「開幕記念」として3月1日〜3月6日に開催するミッションを一定数クリア

することで入手できます。ぜひ獲得目指して毎日ログインしてミッションにチャレンジをお願いします。（該当日数にログインしてミッションクリアが

必要なのでご注意ください）  

 

また今後本編開始や4月23日の7.5周年に向けて誕生日ガチャなどのバースデー企画、SEAユニットの共通コインなど今までと異なる、より価値

や遊び方を踏まえた新たな形にリニューアルしていく予定です。  

 

少しずつですが着実に進化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。  

 


