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報道関係各位
2020 年 11 月 21 日
NHN PlayArt 株式会社

スマートフォン向け大規模対戦ゲーム「A.I.M.$」 (エイムズ)
巨大カジノで現金強奪バトル「リッチマンズカジノ」登場！
公式番組 GTV（ギャングティービー）配信開始!!
11 月 24 日（火）から期間限定キャンペーンも開催

NHN PlayArt 株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：丁 佑鎭、以下 NHN PlayArt）は、2020 年
11 月 17 日（火）よりサービスを開始した、新作スマートフォン向け大規模対戦ゲーム『A.I.M.$ -All you need Is
Money-』（エイムズ オールユーニードイズマネー）(以下、『A.I.M.$』（エイムズ）) に新ステージ「リッチマンズカジノ」
を追加しました。また、公式番組 GTV（ギャングティービー）も配信開始しました。さらに、リリース 1 週間を記念して 2020
年 11 月 24 日（火）から期間限定キャンペーンを開始予定です。これまで以上に「エイムズ」の世界をお楽しみいただけ
ます。みなさまのご参加をお待ちしております！

「エイムズ」公式サイト： https://app.nhn-playart.com/aims/
■新ステージ「リッチマンズカジノ」
巨大カジノを舞台に屋内での現金強奪バトルが繰り広げられる
新ステージ「リッチマンズカジノ」登場！！
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ダウンロードはこちら
Apple Store：https://apps.apple.com/jp/app/a-im-%24-%E3%82%A8%E3%82%A4%E3%83%A0%E3%82%BA/id1525681394
Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nhnpa.aim&hl=ja
Amazon Appstore：https://www.amazon.co.jp/dp/B08F2JSSZC
■A.I.M.$公式番組 GTV（ギャングティービー）を公開！

A.I.M.$公式番組 GTV
【GTV】初挑戦でも勝てる!?プレイのポイント＆蔦谷好位置メッセージ【エイムズ公式番組 #1】
https://youtu.be/I3f79FR0EAE
第一回目の GTV はゲストに公認ギャングスターの RYU さんを招き、エイムズ初見プレイのポイントを解説していく初心者必
見の内容です！
MC：須田泰生
ゲスト：RYU
■リリース 1 週間記念キャンペーン
リリース 1 週間を記念して 11 月 24 日（火）から二つの特別キャンペーンを実施！
1. 1500GC（無料）獲得チャンス！
フォローやチームバトルを行うと合計 1500GC（無料）を獲得。
GC（ギャングクレジット）をゲットしてバレットガチャを引こう！

開催期間：2020 年 11 月 24 日（火）00:00～11 月 30 日（月）23:59
2. UR 確定バレットガチャ（有料ギャングクレジット限定）
1 回限定で UR 確定ガチャ（1 枚）が引ける！

開催期間：2020 年 11 月 24 日（火）00:00～11 月 30 日（月）23:59
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各種キャンペーンも実施中！エイムズを始めるなら今！
※各キャンペーンの詳細はゲーム内お知らせでご確認ください。
■事前登録 30 万人達成報酬 配付中！

＜スタートダッシュバレットガチャ＞
スタートダッシュに UR2 倍、SR1.5 倍のバレットガチャを実施中！強力なバレットをゲットするチャンス！
※アカウント作成から 1 週間限定

■リリース記念イベント GOTO（ゴートー）キャンペーン開催中
『A.I.M.$』（エイムズ）サービス開始を記念して、ゲーム内イベント GOTO（ゴートー）キャンペーンを開催！
ログインボーナスやスタートアップガチャを実施します。

開催期間：2020 年 11 月 17 日(火) ～ 12 月 31(木) 23:59

■Mildom（ミルダム）配信キャンペーン開催中！
Mildom（ミルダム）はゲームを中心としたライブ配信スマートフォンアプリ、およびウェブサービスです。

開催期間：11 月 17 日(火) 18:00 ～ 11 月 30 日(月) 23:59
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Mildom（ミルダム）キャンペーンサイト：
https://wia.mildom.com/views/join_mission.html?check_id=36dd2c6978fbda2d7517115817b6
c8d3&event_id=5faa32d5dce260763a198617

■Mirrativ（ミラティブ）配信キャンペーン開催中！
Mirrativ（ミラティブ）は、スマートフォン 1 台でかんたんに生放送・実況配信ができるコミュニケーションアプリです。

開催期間：11 月 18 日（水）～12 月 8 日（火）23:59
Mirrativ（ミラティブ）キャンペーンサイト https://mirrativtmbr.tumblr.com/a36

■スマートフォン向け大規模対戦ゲーム『A.I.M.$』（エイムズ）について
5 分で遊べる 51 人の現金強奪バトル！
ひとつのマップに 51 人のプレイヤーがバトルを展開しながら、多くのお金を集めたプレイヤーが勝者となる、今までにない斬新
なルールの対戦アクションゲームです。蔦谷好位置氏がゲーム内の音楽を監修し、登場する各キャラクターの楽曲をアーティ
スが担当する『A.I.M.$』（エイムズ）の世界感を是非お楽しみください！
＜アーティストが多数参加＞
登場する個性的な 10 人のギャングたちのテーマソングを豪華アーティストが書き下ろし！
～音楽監修～
蔦谷好位置
～ギャングテーマ～
MAN WITH A MISSION／SKY-HI／Creepy Nuts／ROTTEN GRAFFTY／
Fear, and Loathing in Las Vegas／BAD HOP／ポルカドットスティングレイ／
渡辺 直美 produced by 蔦谷 好位置／Dizzy Sunfist／Vaundy
＜ギャングを演じる最強の声優陣＞
戸松 遥／小西 克幸／悠木 碧／柿原 徹也／水樹 奈々／木村 昴／花守 ゆみり／朴 璐美／若本 規夫／
中村 悠一／大塚 芳忠
©
©
©
©

agehasprings. All rights reserved.
UNIVERSAL MUSIC LLC , All Rights reserved.
2020 MAN WITH A MISSION
2018 Sony Music Entertainment (Japan) Inc.

© 2018 Sony Music Marketing Inc.

『A.I.M.$』（エイムズ）に関する最新情報は公式 Twitter や公式 YouTube にてお届けします。
公式 Twitter：https://twitter.com/AIMS_51
公式 YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCFzY4n2zmLuMioQmFLMJOhg
公式サイト： https://app.nhn-playart.com/aims/
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「だいたい 3 分でわかるエイムズ」
URL https://www.youtube.com/playlist?list=PLo-WnNxZwOm2FMU934eG44cy0-aTulMqr

【ゲーム概要】

タイトル

：A.I.M.$ -All you need Is Money-（エイムズ オールユーニードイズマネー）

ジャンル

：現金強奪バトル

音楽監修 ：蔦谷好位置
メインテーマ ：MAN WITH A MISSION
開発・企画・運営：NHN PlayArt 株式会社
対応端末 ：iOS 13 以降（iPhone, iPodTouch, iPad）, Android 6.0 以上
対応言語 ：日本語
サービス地域：日本
サービス開始日：2020 年 11 月 17 日（火）
価格：基本無料（アイテム課金）

© NHN PlayArt Corp.
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■NHN PlayArt 株式会社について

https://www.nhn-playart.com/

クォリティの高いスマートフォン向けゲームの開発・運営により、新しい価値を生み出しているエンタテイメント企業です。
「LINE:ディズニー ツムツム」、「妖怪ウォッチ ぷにぷに」、「＃コンパス 戦闘摂理解析システム」などの人気スマートフォンゲ
ームを数々生み出しています。
※記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。
※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

