
 
 

NEWS RELEASE 
                                       2015 年 3 月 16 日 

株式会社フジ・スタートアップ・ベンチャーズ 

 

「でんぱ組.inc」や「ブレイブ フロンティア」とコラボレート 

Fuji&gumi Gamesスマートフォンゲームアプリ第一弾 

「ファントム オブ キル」100万ダウンロード突破 

ＴＶＣＭ放映開始&記念コラボキャンペーン開催！ 
2015年3月16日（月） 

http://pk.fg-games.co.jp/ (「ファントム オブ キル」公式サイト) 

 
株式会社フジ・スタートアップ・ベンチャーズ（東京都港区、代表取締役社長:金光 修、以下 FSV）と株式会社 gumi（東京都

新宿区、代表取締役社長：國光宏尚）が共同設立したジョイントベンチャー、株式会社Fuji&gumi Games（東京都新宿区、代表

取締役社長：種田慶郎）が開発・運営を手掛けるスマートフォンゲームアプリ『ファントム オブ キル』のダウンロード数が 100

万を突破したことを記念し、TVCM を放映開始するとともに、記念コラボキャンペーンを開始することをお知らせいたします。 

 

 
 

『ファントム オブ キル』は“戦略性×ドラマ”をコンセプトに、自らの一手で戦況が変わる白熱の 3D バトルと、武器の名を

持つ謎の少女達とのドラマティックなストーリーが楽しめるシミュレーション RPG です。今回の CM では、ゲーム配信開始前

から本作を一緒に盛り上げてくれた「でんぱ組.inc」がゲームキャラクターの“キル姫”を演じ、ゲームの世界観をそのままに、

壮大なストーリーを体現してくれています。『会心の一撃』篇と『絶体絶命』篇の 2 パターンを本日 3 月 16 日(月)から 7 地区

（関東・関西・中京・福岡・北海道・仙台・広島）にて放映いたします。また、蛭子能収さんが人気キャラクターの１人でもある

“ロンギヌス”を演じた特別バージョンの動画を公式サイトで配信いたします。 

また、100 万ダウンロードを記念した“姫石”プレゼントキャンペーンや、でんぱ組.ｉｎｃオリジナルキャラクターが手に入る

スペシャルイベント、大人気スマートフォンゲームアプリ『ブレイブ フロンティア』とのコラボイベントも開催するほか、4 月以

降にもコラボイベントや新機能を準備しています。 

 

Fuji&gumi Games は『ファントム オブ キル』を皮切りに、gumi が培ってきたモバイルオンラインゲーム開発力/海外展開

力と、株式会社フジテレビジョンを擁するフジ・メディア・ホールディングスグループが持つコンテンツ企画力/マーケティング

力を連携することで、世界中に魅力的なコンテンツを提供してまいりますのでどうぞご期待ください。 

  

【絶体絶命】篇                  【会心の一撃】篇             特別 ver. 【ロンエビス】篇 

       
 

http://pk.fg-games.co.jp/


でんぱ組.inc 出演  「会心の一撃」篇 ：https://www.youtube.com/watch?v=cWrjF_f7yQQ 

 「絶体絶命」篇 ：https://www.youtube.com/watch?v=4WOcwcYFvPw 

蛭子能収さん出演 「ロンエビス」篇 ：https://www.youtube.com/watch?v=sQIZuisjetc  

 

100 万ＤＬ突破キャンペーン 

■アイドルグループ「でんぱ組.inc」がゲーム内に登場！「でんぱジャック in Phantom of Kill 」 

3/16（月）15：00～4/9（木）15：00 の期間、でんぱ組.inc がキャラクターボイスも担当したオリジナルキャラクターが登場する

ゲーム内イベントを開催します。イベントをクリアすることで、各キャラクターを一定の確率で入手することが出来ます。 

 
でんぱ組.inc キャラクター画像 

ねむ(夢眠ねむ)  もが（最上もが） みりん（古川未鈴） ピンキー（藤咲彩音） リサ（相沢梨紗） えいたそ（成瀬瑛美） 

 

■『ファントム オブ キル』×『ブレイブ フロンティア』コラボレーション企画 

3/16（月）15：00～3/29（日）15：00 の期間、『ファントム オブ キル』と『ブレイブ フロンティア』をプレイし、指定された条件を

クリアすると、それぞれのゲーム内でコラボレーションオリジナルのキャラクターやアイテムを一定の確率で入手可能です。 

 

『ファントム オブ キル』ゲーム内イベント企画  

『ブレイブ フロンティア』でお馴染みのキャラクター「ルナリス」、「セレナ」だけではなく、コラボレーション限定の武具も手に入

るチャンス！さらに『ブレイブ フロンティア』の代表的なキャラクター、帝国剣士「ヴァルガス」がボスとして登場するイベントク

エストや、人気キャラクター「メタルゴッド」が出現する 1 日 1 回限定のクエスト、各キャラクターに初のボイス付きなどと見逃せ

ない内容が盛りだくさんです。詳細については公式サイトまたはゲーム内お知らせにてご確認いただけます。 

 
「ブレイブ フロンティア」コラボ キャラクター画像 

ヴァルカス           セレナ               ルナリス        メタルゴッド 

『ブレイブ フロンティア』ゲーム内イベント企画  

『ファントム オブ キル』の人気キャラクター「レーヴァテイン」 と「ティルフィング」がドット絵となって『ブレイブ フロンティア』

に登場！キャラクター人気投票で圧倒的な支持を獲得したポテンシャルを秘めた浮気性少女「レーヴァテイン」と、あなたを

助けた可憐な少女「ティルフィング」と共にブレイブ フロンティアをお楽しみ頂けます。（※ドット絵＝点で描画された絵） 

 
「ファントム オブ キル」コラボ キャラクター画像 

レーヴァテイン       ティルフィング 
※各イベントの内容、スケジュールは変更する可能性があります。 

 



■『ブレイブ フロンティア』 

国内 500 万/全世界 2000 万プレイヤー数を突破したスマートフォン向け 

本格 RPG です。多彩なドットキャラクターたちが縦横無尽に動くバトルは 

爽快感抜群！王道のファンタジー世界を舞台にした、キャラクターの育成 

とバトル、壮大なストーリーを楽しむことができます。 

『ブレイブ フロンティア』公式サイト ： http://www.a-lim.jp/brave/  

 

■でんぱ組.inc を起用した取り組み 

 『でんぱジャック ‒World Wide Akihabara -』  毎週日曜日 26：50～27：20 放送（フジテレビ） 

秋葉原の申し子的なアイドル「でんぱ組.inc」のメンバーがリポーター役となり、秋葉原の最新スポットからアニメ、マンガ、

ゲームなどのポップカルチャーを世界に向けて発信！番組内では「ファントム オブ キル」と連動したゲーム実況のコーナ

ーを展開するほか、海外展開を前提とし英語＆日本語のハイブリッドで放送しております。 

番組 URL  ： http://www.fujitv.co.jp/b_hp/dempajack/ 

Twitter ： @dempajack1019 

制作著作  ： Fuji&gumi Games 

番組 YouTube チャンネルにてゲーム実況動画（ネット限定版）を配信中 https://www.youtube.com/user/dempajack 

 

■『ファントム オブ キル』概要 

2014 年 10 月より配信を開始した、 “戦略性×ドラマ”で紡ぐシミュレーション RPGです。自らの一手で戦況が変わる白熱

のバトルと、武器の名を持つ謎の少女達とのドラマティックなストーリーが楽しめます。総勢 30 名以上の超豪華声優陣のキ

ャラクターボイスと押井守氏が監修したオープニングムービーは必見です。 

 

タイトル ： ファントム オブ キル 

事前登録ページ ： http://pk.fg-games.co.jp/ 

リリース日       ： Android 版 /2014 年 10 月 23 日 

  iOS 版 /2014 年 11 月 26 日 

対応機種 ： スマートフォン ※一部の端末を除く 

利用料金 ： 基本プレイ無料（アイテム課金型） 

コピーライト表記 ： ©2014 Fuji&gumi Games, Inc. All Rights Reserved. 
※AndroidTM は、Google Inc.の商標または登録商標です。 

 

公式 YouTube チャンネル ：https://www.youtube.com/user/FujigumiGames 

公式 Facebook ：https://www.facebook.com/FujigumiGames.pk.2014 

公式 Twitter ：@Phantom_of_kill 

 

■株式会社 Fuji&gumi Games 概要 

会社名  ： 株式会社 Fuji&gumi Games 

代表者名  ： 代表取締役社長 種田 慶郎 

所在地  ： 東京都新宿区西新宿 4-34-7 住友不動産西新宿ビル 

5 号館 4 階 

設立  ： 2014 年 1 月 

資本金  ： 240 百万円 

事業内容  ： モバイルオンラインゲームの企画・開発・運営 

URL  ： http://fg-games.co.jp/ 

 

■株式会社フジ・スタートアップ・ベンチャーズ概要 

会社名  ： 株式会社フジ・スタートアップ・ベンチャーズ 

代表者名  ： 代表取締役社長 金光 修（株式会社フジ・メディア・ホールディングス常務取締役）  

所在地  ： 東京都港区台場 2-4-8 

設立  ： 2013 年 1 月 17 日  

資本金  ： 10,000 千円 

株主  ： 株式会社フジ・メディア・ホールディングス(100%)  

事業内容  ： スタートアップ企業向けファンドの運営 

URL  ： http://www.fujistartup.co.jp/ 

 
≪gumi に関する報道関係の方々からのお問い合わせ先≫ 

株式会社 gumi 広報宛 Mail:pr@gu3.co.jp 

≪フジ・スタートアップ・ベンチャーズ件に関する報道関係の方々からのお問い合わせ先≫ 

フジ・スタートアップ・ベンチャーズ PR 事務局（イニシャル内） 担当：倉田、大迫 

TEL：03-5572-6062 FAX：03-5572-6065 Mail：fujitv@vectorinc.co.jp 
 

※本リリースをお送りさせて頂いている皆様の個人情報は、株式会社ベクトルの個人情報保護方針に基づいて、厳重に管理させて頂いております。 

今後、弊社からのニュースリリースの配信を希望されない方は、恐れ入りますが privacy@vectorinc.co.jp までご連絡をお願い致します。 
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