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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。 

 

１月ということで恒例の新春企画とともに人気のフォルカス、ソロモンの賀正ユニット登場から始まりました。さらにマスターの皆様からもおなじみとなってきている海

上編復刻を開催させていただき、昨年夏に実装した誓約システムや海上編ユニットの覚醒など新しく始めていただいている方はもちろん、もう少し遊んでおきたかっ

たというマスター向けのコンテンツをプレイいただけるように開催いたしました。 

 

またキズナアイコラボについては中旬にて終了となりましたが１日にブラックアイの実装もさせていただき、皆様から想像以上の好評の声をいただくことができまし

た。 

さらに続いてこのすばコラボの復刻もさせていただき、海上編と合わせてコラボユニットの水着ver.の強化やデートにくわえて、22日からはめぐみんの冬衣装バージョ

ンと新ストーリー、それぞれのコラボユニット用の武具強化で★7の神器も登場しました。めぐみんのユニットもそうですし、専用武具もそれぞれ強化していますのでよ

ろしければお楽しみください。 

 

来月は2月ということでバレンタインイベント今年も開催していきますし注目の新ユニットが登場します！ 

 

それでは最新情報についてご案内させていただきます。 



ユニット情報 



グレイプニル 
feat. 心を縛る鎖は甘く切なくて 

CV：北原知奈 
Illust：ハカセスイッチ  

2月上旬予定！ 



UNIT INFORMATION 
敵味方問わず周囲から能力を奪うスティールアタッカー！ 

移動力のデバフで敵を拘束して逃がさない！ 

【解放】 

自身を除く自身の周囲3マス以内のユニット全員から2ターンの間、 物
攻・魔攻・速を30%奪う 。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、自身の周囲3マス以内のユニット全員から2ター
ンの間、物攻・魔攻・速・技を30%奪い、1ターンの間、 移動力を元の
100%分下降させる  
※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】  
攻撃時に確率発動。 550%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 物攻・魔攻・速を奪う 。1回目のみ高確率で発動す
る ※1回目は50%、2回目は20%、3回目以降は10%奪う

【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、自身が地
形【狙撃地点】にいる場合、ダメージを軽減する効果を無視 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  
※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

※開発中の内容を含むため、変更になる場合があります。 



フェイルノート・ 
誓約・ルシファー 
人気投票1位ver. 

CV：赤尾ひかる  
Illust：みかんあめ（G-ROW） 

2月上旬予定！ 



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。 

【付与】 

行動後、再移動ができる。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。また、自身から攻撃を仕掛けたデュエル後、1ター

ンの間、自身の射程が+1 される※同一デュエル内で重複して発動しない  

【コマンド】  

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 、1

ターンの間、自身の デュエルスキル発動率が50％上昇 し、周囲7マス以

内の敵ユニットに1ターンの間、デュエル後に フィールドで受けるダメージ

が100%上昇する効果を付与 する 

【付替】 

フェイルノート装備時のみ発動。クエスト開始時、自身に「各属性ユニット

とのデュエル時に 1000以上のダメージを受ける時 、クエスト中にそれぞ

れ1回までそのダメージを50へと変換 する」効果を付与する。 ※連撃や

追撃が発生する場合、その デュエル中の1000以上の全てのダメージに

対して発動する 

敵を撃破後に再行動可能な初のフェイルノート！ 

敵を撃破すれば、射程を伸ばして再度攻撃が可能！ 



来月の新イベント/クエスト情報 



ファンキル予定表 2022年2月 

1週目 

2週目 

3週目 

4週目 

新規バレンタインストーリー＆新ユニット登場　〜2/28  

過去バレンタインイベント復刻　〜2/28  

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 

　新規バレンタインストーリー後編  

３連休コンテンツ　※鋭意検討中  

ギルドバトル　2/10エントリー開始予定  

軍団戦復刻予定 

シノビナイトメアコラボ新規コンテンツ＋復刻予定〜3/11  

2/23　600万DL記念企画  

既存バレンタインユニット覚醒  

リアルイベントカフェ連動企画 2/5  

ギルドバトル　2/25エントリー開始予定  



ファンキル2022年2月トピックラインナップ 

新規バレンタインイベント 
You are my Valentine開催 

▼新規バレンタインストーリー前編・後編で展開！ 
 
▼周回クエストや高難度クエストなどのコンテンツも予定！ 
 
▼バレンタインユニットが活躍するギルド討伐戦も！ 



ファンキル2022年2月トピックラインナップ 

既存バレンタインユニット強化！ 

覚醒対象 

ティルフィング  アスクレピオス  ぺルーン  グラーシーザ  フライシュッツ 

スキル強化対象 

ヘレナ  オティヌス  ヒョウハ  如意金箍棒  アスカロン 



強化バレンタインユニット一部スキルご紹介 

ティルフィング：解放 

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ターンの間麻痺・行動不可耐性を

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麻痺・行動不

可に対しても効果を発揮する ※クエスト開始から3ターン目以降に使用可能になる 

アスクレピオス：付与 

地形【狙撃地点】で自身の行動終了時、2ターンの間、自身に自身の周囲2マス以内の味方ユニットの命

中率の下限が80%になる効果を付与する 

ペルーン：付与 

地形【狙撃地点】で自身の行動終了時、2ターンの間、自身にデコイ効果を得る 

※このデコイ効果は自身の周囲4マス以内に入った敵ユニットに対して効果を発揮する 

※開発中の内容を含むため、変更になる場合があります。  



※開発中の内容を含むため、変更になる場合があります。  

グラーシーザ：解放 

周囲3マス以内の敵軍風属性ユニットに、2ターンの間与えるダメージを半減する効果を付与し、移動力を

2減少させる ※スキルLv最大時、クエスト開始から3ターン目に使用可能 

フライシュッツ：付与 

行動後、再移動ができ、再移動時の移動力が2上昇する。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、自身が受けたダメージの15%分のダメージを敵に与える。相手が光

属性の場合35%分のダメージを与える※自身が撤退するデュエル時には発動しない 

強化バレンタインユニット一部スキルご紹介 



ファンキル2022年2月トピックラインナップ 

バレンタインユニット専用装飾品登場 

Rank1 
付与 

自身のHPが500、力・魔・速が 15上昇し、デュ
エル時に自身の命中率下限が 40%になる。自
身が【狙撃地点】に要る場合、命中率下限が 
70%になる 

Rank7 
付与 

デュエル時、状態異常に対する耐性を80% 得
る。また攻撃時に 20%の確率で、1ターンの間
相手に行動不可を付与 する 
※対象となる状態異常は毒・猛毒・麻痺・封印・
移動不可・行動不可  

状態異常耐性や命中率下限に加え攻撃時に20%
の確率で行動不可を付与する強力な装飾品です

●開発中のため数字や内容は調整・変更する場合がございます 



ファンキル2022年2月トピックラインナップ 
バレンタイン専用武具が強化！ 

ブラックチョコランス(槍) 
自身のHPが500、力・速が15上昇し、デュエル時、状態異常に対する耐性を80%得る。  
また、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 ※対象となる状態異常は毒・麻痺・封印・移動不可・行動不可  

ホワイトチョコスナイプ(銃) 
自身のHPが500、魔・速が15上昇し、デュエル時、状態異常に対する耐性を80%得る。  
また、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 ※対象となる状態異常は毒・麻痺・封印・移動不可・行動不可  

【狂恋弓】ラブハンター(弓) 
自身のHPが500、力・速が15上昇し、デュエル時、状態異常に対する耐性を80%得る。  
また、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 ※対象となる状態異常は毒・麻痺・封印・移動不可・行動不可  

【純恋剣】ガナッシュソード(剣)
自身のHPが500、力・速が15上昇し、デュエル時、状態異常に対する耐性を80%得る。  
また、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 ※対象となる状態異常は毒・麻痺・封印・移動不可・行動不可  

【情恋棍】ラバーズインパクト(斧)  
自身の力・速が15上昇し、デュエル時、状態異常に対する耐性を80%得る。  
さらにデュエル開始時にHP2以上の場合、50%の確率で、クエスト中に1回まで致死ダメージを受けてもHP1で耐える  
※「HP1で耐える」効果を持つ付与スキル封印では封じられない ※対象となる状態異常は毒・麻痺・封印・移動不可・行動不可  

ソリッドハートアックス（斧） 
自身のHPが500、魔・速が15上昇し、デュエル時、状態異常に対する耐性を80%得る。  
また、敵から攻撃を仕掛けられた時、自身の物防・魔防が50%上昇する※対象となる状態異常は毒・麻痺・封印・移動不可・行動不可  

ソリッドハートワンド（杖） 
自身のHPが500、力・速が15上昇し、デュエル時、状態異常に対する耐性を80%得る。  
また、自身から攻撃を仕掛けた時、相手の物防・魔防が50%下降する※対象となる状態異常は毒・麻痺・封印・移動不可・行動不可  

※いずれも武具RANKLv.10の情報となります●開発中のため数字や内容は調整・変更する場合がございます 



ファンキル2022年2月トピックラインナップ 

　リアルイベント2/5 
バレンタインスペシャルカフェ連動企画 

▼限定クエストやキャンペーン
などをゲーム内でも開催！ 
 
▼記念のガチャも登場する予定
です 



ファンキル2022年2月トピックラインナップ 

リアルイベントを記念してお得なキャンペーン開催！！！  
『バレンタインスペシャルカフェ開催記念キャンペーン』 

2/1~2/6 予定
日替わり限定販売

いずれかの「通常ショップ」
に毎日日替わりで限定商
品がラインナップ！ゼニー
で買えるガチャチケットも

登場

2/1~2/6予定
超得ボーナス！

期間中、バレンタイン復刻
クエストの消費AP1/3

クエストクリア時にランダ
ムでアップする共鳴率、好

感度5倍



DJシゲリンより卒業コメント 

いつもファントム オブ キルを楽しんで頂いてありがとうございます。 

ディレクターのDJシゲリンです。 

 

久しぶりに出てきてなんだろうと思う方もいるかも知れませんが、この度2/28を持ちまして退職することに

なりましたので、この場をお借りして(まだしていませんが)退職の報告をさせていただきます。 

 

2017年3月に入社してからちょうど5年。もう5年も経ったのか…と時が経つのは早いものだなと思ってい

ます。 

 

入社当初、ゲーム業界おろか社会人さえ未経験だったこともあり本当に「右も左もわからない」状態でし

た。 

スクリプターとして、このすばコラボがちょうど開始したときに入社した私は「ビルド・・・？検証環境・・・？

DLC？なんじゃそりゃ！」というレベルの状態から、初めて自身で作成したスクリプトがゲーム内で配信さ

れたときはとてつもない感動があったのは今でも鮮明に覚えています。 

３年にわたりディレクター・プランナーやスクリプトなど広範囲にわたって
ファンキルを支えたシゲリンがこの度卒業が決まりましたのでコメントを
いただいています。  



DJシゲリンより卒業コメント 

その後すぐに海上編がスタート・・・！と思いきやこの状態ではまだ何も出来上がっていない状態。デート

機能でのアイディア出しやクイズの分岐などをお手伝いしつつ、リリース前に全84体のクイズのスクリプト

とマスターデータの入力を徹夜で行ったのは今となっては懐かしい思い出です。海上編リリース後の秋

葉原UDXでのファンラブサマーイベントは初めてのオフラインイベント。当時はお手伝い要員として、ロン

ギヌスのスイカ割りのVRゲームのスタッフとして参加させてもらいました。仕事で行ったのにもかかわら

ず夏祭りのような、参加者全員が楽しんでいるのは某夏の大型イベントに近い感覚を覚えました。 

 

その後はスクリプターだけではなく様々なイベントの担当をお手伝いさせてもらいながら、初めての周年

イベントを迎えました。当時はタガタメコラボを担当させてもらい、初めてのスキル設計をタガタメユニット

のアルベルで行いました。タガタメ原作っぽさを残しつつ、要件が満たせるのはどのくらいのものなんだろ

うと試行錯誤し、提案書を整えいざスキルミーティング！初めて今泉Pへの提案ミーティング参加のドキド

キ感は今でも忘れることはありません笑 

 

全てを書いているといくら時間があっても書ききれないので、時間を飛ばします。その後私が生放送イベ

ントに出演させてもらうようになってからは目まぐるしい日々でほぼ毎月マスター・リンクツアーなどで県

外に足を運んでマスターの皆さんと様々な体験をさせてもらいました。こうしたイベントに参加させてもら

い、生のフィードバックをもらいつつ施策に反映出来る(本当にとてもいい意見ばかりでした！全部入れた

いんだけど、マジで時間とか、準備とか色々あるんです)スピード感あふれる運営というのを経験出来た

のはとても貴重な機会でした。 

 



DJシゲリンより卒業コメント 

こういったオフラインでのコミュニケーションを通じて「ゲームだけではなく、ゲームを通じてなにか一生忘

れられないような体験や思い出を作って欲しい」と、「今泉Pが言っていることってこういうことなんだろう

な」と自分でも改めて感じ、それはこの先の人生においても大事な考え方になるなと思っています。 

 

ゲーム内での企画や施策に関してはクラスチェンジ、霊装、オーバーキラーズ、ギルドレイド、ギアハッ

ク、本当にたくさんのアップデートがありました。 

オーバーキラーズや霊装の開発に関しては私自身も実際に値のシミュレーションやデータ実装なども行

い、無事リリースできたことにホッとしたことを覚えています。(まだ終わりじゃなくて、色々アップデートもあ

るからね！) 

 

 

ファンキルは現在8年目を迎えていて、これからもまだまだマスターの皆様に楽しんでもらえるようなアッ

プデートを企画中です。 

今はもう引き継ぎも終わっており、私が退職しても素晴らしいメンバーたちが更によりよいファンキルにな

るように開発を続けてくれているので、ご安心を。 

 

今後もファンキルの発展と、マスターの皆様の健康と、プロジェクトメンバー皆さんの健闘を祈っておりま

す！ 

ありがとうございました！ 



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。１月は新ユニットはもちろん、海上編に軍団戦、コラボも複数開催し、育成や遊びの面でプレイするコンテンツ

を開催いたしました。 

 

来月はバレンタインイベントでは初の終焉季節ユニットとなるグレイプニルが登場します！そして昨年はキャラソン発売でも盛り上がりマスターの皆様に選んでいただ

いたフェイルノート人気投票1位バージョンも控えています。それぞれのキャラの特性は維持しつつも、さらに新たな運用が広がる性能となっているのでぜひチェックし

てみてください。グレイプニルの「奪う」スキルはより範囲が広がり敵味方が対象となり、フェイルノートには敵を倒した後の再行動もついているのでいろいろと便利だ

と思います！ 

まだレターでは発表できていませんが中旬以降にもバレンタインユニットはもう１体、他にも下旬以降もいろいろと企画は準備しています！ 

 

そして久しぶりのリアルイベントも2月5日に開催します。こちらは検討に検討を重ねましたが長らく開催できていなかったことから希望するマスターの皆様の期待を裏

切らないよう更なる感染症対策と完全入れ替え・定員制として開催をいたします。とはいえ決してご無理のないよう参加に関してはご検討いただければと思います。 

 

シゲリンからコメントももらっていますが、実は昨年前半くらいからは新たな体制で運営をしておりました。既存ユニットの強化や覚醒導入、誓約システムなど、過去遊

んでいただいている皆さんにより楽しんでいただけるような企画や周年をはじめすでに以前からのメインメンバーを中心に運営していますし、毎週僕の方でもしっかり

現場とミーティングをして意見交換やチェックはしていますのでご安心ください！ 

 

これからシークレットリーエバーアフターの本編開始を見据えていますが、そのタイミングではユニットの新機能なども準備していますし、まだ発表できませんが次の

新コラボも決まっており、その次の次のコラボや7.5周年などいろいろ準備しています！ 

まだまだファンキル今年も頑張りますので2022年もよろしくお願いいたします！ 

 

ファントム オブ キル 公式アカウント @Phantom_of_kill
今泉潤 公式アカウント @imaizumijun


