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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。  

 

毎年海上編として行っていた夏イベントですが、今年は新たな企画として夏祭り編がスタートしました。新ストーリーシナリオやクエスト、装飾品は

もちろん、新ユニットとして、ティルフィング・ミネルヴァ・マナナンの浴衣バージョンが登場しました。夏祭りユニットには共通で行動終了時にバフ

がかかるスキルもあり、夏祭りユニット同士で編成していただいてもいいですし、強化役として組み込んでいただいても活躍できる、使いやすいユ

ニットにしています。  

 

海上編も新たな要素として、昨年実装した誓約システムですが、皆様から声の多かった別の姫と誓約し直せる再誓約機能を実装し、あらためて

誓約についても楽しんでいただけたら幸いです。  

 

さらに、7月で悪魔編も5月からの３部作として一区切りとなりました。パンドラが登場する最終章も実装予定です。こちらもご期待ください。ご好評

いただいていたサイコパスコラボを復刻し、マサムネのブラックキラーズ執行官バージョンとストーリーの追加を行いました。強力なユニットや既

存キャラたちの専用武具も追加するなど、遊びを増やして開催しました。  

 

夏開始とともにファンキルもコンテンツ盛りだくさんでスタートしましたが、来月も引き続き盛り上げていきます。  

それでは8月の新ユニットとイベントのご紹介をいたします。  

 



ユニット情報 



カシウス  
feat. 夏の円環に火照ったような  

Illust：しぶ彦 (G-ROW)  

8月1日登場予定！ 

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

©FgG



UNIT INFORMATION「カシウス feat. 夏の円環に火照ったような」 

【付与】

※夏祭りユニット

共通

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 デュエルスキル発動率を 2ターンの間、10%上昇

する 

【解放】 

自身の周囲4マス以内の指定マスに移動し、自身の周囲 3マス以内の味方ユニットに 1ターンの間、デュエル時に

1000以上のダメージを受ける時、そのダメージを 50へと変換する効果を付与 する。また、この発動直後に再行動

することができる 。 ※2回目以降はさらに、同範囲内の敵ユニットのデュエルスキル発動率を1ターンの間、50%下降させる ※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

【デュエル】  
3ターン毎に高確率で発動。デュエル時、 相手の物防を無視した 110%威力の5連撃の突破攻撃を繰り出す 。また、

自身が地形【霊脈】にいる場合、高確率で発動する  

【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 。デュエル後、

相手を除く相手の周囲 3マス以内の敵に与えたダメージの 15%分のダメージを与える 。また、敵との距離が離れて

いるほど打撃区分以外の攻撃への耐性が上昇する  
※デュエル後のダメージでは撤退させられない

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

※開発中の内容を含むため、変更になる場合があります。 

高威力DS突破攻撃 × 解放Sの高ダメージ50変換などカシウスの強力な能力を軸に 

他誓約ユニットの特性も併せ持つ「雷アタッカーの最高峰級」ユニット！ 



注目姫型情報「カシウス feat. 夏の円環に火照ったような」 

王型 

[付与] 

敵から攻撃された時、30%の確率で距離に関係なく反撃する。自身の「守」に星がついている時、30%ではなく55%の確率で距離に関係なく

反撃する 

自身の運が40%上昇する。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「運」に星がついている時、移動力が1上昇する 

※開発中の内容を含むため、変更になる場合があります。 

姫型は王型、命型に注目！ 

命型 

[付与] 

敵から攻撃された時、30%の確率で距離に関係なく反撃する。自身の「守」に星がついている時、30%ではなく55%の確率で距離に関係なく

反撃する 

自身のHPが40%上昇する。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。自身の「HP」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 

【王型限定】運40%上昇。デュエルスキル与ダメージ20%増加。 

【命型限定】HP40%上昇。クエスト中2回までHP1の状態で生き残る。 

【型共通】30%の確率で距離に関係なく反撃。 



姫型スキル一覧「カシウス feat. 夏の円環に火照ったような」 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王型 

【付与】  敵から攻撃された時、30%の確率で距離に関係なく反撃する。自身の「守」に星がついている時、30%ではなく55%の確率で距離に関係なく反撃する 

【付与】  自身の運が40%上昇する。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「運」に星がついている時、移動力が1上昇する 

命型 

【付与】  敵から攻撃された時、30%の確率で距離に関係なく反撃する。自身の「守」に星がついている時、30%ではなく55%の確率で距離に関係なく反撃する 

【付与】 
自身のHPが40%上昇する。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。自身の「HP」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 

攻型 

【付与】  敵から攻撃された時、30%の確率で距離に関係なく反撃する。自身の「守」に星がついている時、30%ではなく55%の確率で距離に関係なく反撃する 

【付与】  自身の力が20%上昇する。攻撃時に20%の確率で1ターンの間、相手に行動不可を付与する。自身の「力」に星がついている時、20%ではなく35%の確率で行動不可を付与する 

守型 

【付与】  敵から攻撃された時、30%の確率で距離に関係なく反撃する。自身の「守」に星がついている時、30%ではなく55%の確率で距離に関係なく反撃する 

【付与】 
自身の守・精が20%上昇する。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「技」に星がついている時、自身の物防・魔防が30%上昇する  
※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 

匠型 

【付与】  敵から攻撃された時、30%の確率で距離に関係なく反撃する。自身の「守」に星がついている時、30%ではなく55%の確率で距離に関係なく反撃する 

【付与】  自身の技が10%上昇する。デュエル時に合計1000までダメージを耐える。自身の「速」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る 

※開発中の内容を含むため、変更になる場合があります。 



白雪みしろ  

8月1日登場予定！ 

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

©犬山たまき/のりプロ ©FgG



UNIT INFORMATION「白雪みしろ」 

【付与】 

自身のHPが1000、技が20上昇し、自軍の白雪みしろ・鬼灯わらべ・犬山たまき・神楽めあが多い

ほど、自身の物攻・魔攻・運が上昇する 
※1体につき物攻・魔攻が10%、運が5上昇し、最大物攻・魔攻が60%、運が30上昇する 

【付与】 

自身の周囲3マス以内で敵ユニットが行動終了時、同範囲内の敵ユニット全員を1ターンの間、回避

率上限を20%にし、移動力を100%分下降させる

※固定値で上昇した分の移動力は下降されない

【コマンド】 

自身を除く自身の周囲7マス以内の味方ユニット1体を選択し、自身の隣接マスに移動させ、対象に

HPが0になった時、1度だけHP50%の状態で復活する効果を付与する 
※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  
※このコマンドスキルの使用回数は回復できない

【コマンド】 

※CC3 VF2 Lv5  

自身の周囲2マス以内の敵ユニットに「自身の魔攻-対象の魔防」の300%分のダメージを与え、2
ターンの間、自身の魔が50%上昇する 
※このダメージで撤退させられる

敵ユニットに移動力・回避率上限デバフにスキル効果解除！味方には即時復活付与！ 

超有能な“特化型スーパーサポーター”！さらにのりプロユニットの強化も 

河野さん
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※開発中の内容を含むため、変更になる場合があります。 



注目姫型情報「白雪みしろ」 

王型 

[付与] 

自身の運が40%上昇する。デュエル時、 受けたダメージの30%分回復 する。自身の「運」に星がついている時、受けたダ

メージの30%ではなく50%分回復する  

※受けたダメージでHP0になった場合は回復しない 

デュエル時、相手に追撃が発生しない 。自身の「技」に星がついている時、 自軍フェーズ開始時、1ターンの間、自身を

含む周囲2マス以内の味方ユニットの全パラメータを上昇 させる  

※同範囲内の味方ユニットの数に応じて効果が上昇する。自身のみの場合は5上昇し最大5体で25上昇する 

※開発中の内容を含むため、変更になる場合があります。 

姫型は王型に注目！ 

【王型限定】運40%上昇。相手に追撃が発生しない。 

　　　　　　「技」に星がついている時、周囲の味方ユニットのパラメータを上昇。 

【型共通】各パラメータ上昇。受けたダメージの30%分回復。 



姫型スキル一覧「白雪みしろ」 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王型 

【付与】 
自身の運が40%上昇する。デュエル時、受けたダメージの30%分回復する。自身の「運」に星がついている時、受けたダメージの30%ではなく50%分回復する ※受けたダメージでHP0になった場合
は回復しない 

【付与】 
デュエル時、相手に追撃が発生しない。自身の「技」に星がついている時、自軍フェーズ開始時、1ターンの間、自身を含む周囲2マス以内の味方ユニットの全パラメータを上昇させる  
※同範囲内の味方ユニットの数に応じて効果が上昇する。自身のみの場合は5上昇し最大5体で25上昇する 

命型 

【付与】 
自身のHPが20%上昇する。デュエル時、受けたダメージの30%分回復する。自身の「運」に星がついている時、受けたダメージの30%ではなく50%分回復する  
※受けたダメージでHP0になった場合は回復しない 

【付与】  デュエル開始時にHP2以上の場合、クエスト中に1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。自身の「HP」に星がついている時、自身の技が10%上昇する 

魔型 

【付与】 
自身の魔が20%上昇する。デュエル時、受けたダメージの30%分回復する。自身の「運」に星がついている時、受けたダメージの30%ではなく50%分回復する  
※受けたダメージでHP0になった場合は回復しない 

【付与】  攻撃時に35%の確率で1ターンの間、相手に忘却を付与する。自身の「魔」に星がついている時、35%ではなく55%の確率で忘却を付与する 

守型 

【付与】 
自身の守・精が20%上昇する。デュエル時、受けたダメージの30%分回復する。自身の「運」に星がついている時、受けたダメージの30%ではなく50%分回復する  
※受けたダメージでHP0になった場合は回復しない 

【付与】  自身の行動終了時に自身を含む周囲2マス以内の味方ユニットの麻痺を治癒する。自身の「精」に星がついている時、さらに封印を治癒する 

匠型 

【付与】 
自身の技が10%上昇する。デュエル時、受けたダメージの30%分回復する。自身の「運」に星がついている時、受けたダメージの30%ではなく50%分回復する  
※受けたダメージでHP0になった場合は回復しない 

【付与】  デュエル時に合計1000までダメージを耐える。自身の「速」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る 

※開発中の内容を含むため、変更になる場合があります。 



鬼灯わらべ 

8月中旬登場予定！ 

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

©犬山たまき/のりプロ ©FgG



武具情報 



新武具 



『白雪みしろ』専用武具情報 

★6「白雪みしろのハートクッション」　 

※開発中の内容を含むため、変更になる場合があります。 

メイドとのひと時  【付与】

自身のHPが500、魔・速が15上昇し、雷・闇属性ユニットへのダメージが50%上昇
する 

絶対の清楚バリア  【付与】(武具ランク【RANK7】で習得）  

防御時に30%の確率で発動。敵から受けるダメージを50%軽減する。白雪みしろ
装備時、受けるダメージを70%軽減する

獲得方法 
「のりプロのファンキル大作戦！　ポイントクエスト」の累
計報酬で獲得 

©犬山たまき/のりプロ ©FgG



既存武具 



『カシウス』専用武具情報 

©FgG

★7「獣嚇槍『カシウス』」　 

獲得方法 
 
 
 
 
 
 
 

①武具/サイドストーリー内 
ロストラグナロク 幻想機構の神殺し カシ
ウス編の累計スコア報酬で★6「獣嚇槍
『カシウス』」を獲得。

②武具/サイドストーリー内 
天上編 神器錬成 獣嚇槍 カシウス編の初
回クリア報酬で「ウロボロスグレイル」を獲
得。

③★6「獣嚇槍『カシウス』」と「ウロボロス
グレイル」の統合で★7「獣嚇槍『カシウ
ス』」を獲得。



『夏祭り編』情報 



夏祭り編 新ストーリー 

シークレットリーエバーサマー 

新ストーリー第2話が公開！ 



夏祭り編 新ストーリー 

「残光の庭、宵の青葉そして…」 
8/1より公開 

マナナンと別れたミーミルとマスターは引き続きティルフィングを探す

ため、祭りの会場を回っていた。

「世界を見渡す庭」というメモをもとに高台のある神社にたどり着く。そ

こにはある悩みを抱えたカシウスの姿があった。

人々が本当に望む日常とは何か確かめるために、カシウスと祭りの

屋台を見て回ることになり…
※開発中の内容を含むため、変更になる場合があります。 

「水遊びと涼風、祭の熱気を残し
　やがて日は暮れていく
　夏祭りは終幕へ――」



期間限定クエスト 

Waveクエスト 
「肝試しチャレンジ」登場予定！ 

ストーリーをクリアすることで 
解放されます 

※開発中の内容を含むため、変更になる場合があります。 



夏祭り編 キャンペーン 

夏祭り編　ストーリー第2話 
公開を記念して 

キャンペーンを開催！ 

▼ストーリークリアで盛夏の★5属性フェアリーガチャ
チケットを獲得！

※開発中の内容を含むため、変更になる場合があります。 



来月の新イベント/クエスト情報 



ファンキル予定表 2022年8月 

1週目 

2週目 

3週目 

4・５週目 

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 

のりプロコラボ開催＆白雪みしろ登場  

夏祭り編 更新＋カシウス登場  

めあたまコラボ復刻  

のりプロコラボ キャンペーン&コンテンツ  

コラボ開催中 

コラボ開催中 

コラボ開催中 

軍団戦イベント開催  

feat.KAMAKURA 
記念クエスト＋新ユニット登場＋ディスラプターズ神器実装 

のりプロコラボ更新  

鬼灯わらべ登場 

のりプロ コラボ 
(8/31まで) 

夏祭り編 新ユニット＋更新  

ギルドバトル 

夏祭り編 新コンテンツ  

ギルドバトル 


