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スマートフォン向け大規模対戦ゲーム「A.I.M.$」（エイムズ）      

新 TVCM 放送記念ログインボーナス開始！    
渡辺直美さんのアイコンを獲得しよう！Mildom キャンペーンも同時開催   

 

 

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、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）において、2020 年 12 月 1 日（火）より、全国主要都市にて放送を開始した、お笑い芸

人・渡辺直美さん起用の TVCM を記念して、最大 7 日間獲得できるログインボーナスキャンペーンを実施します。 

『A.I.M.$』（エイムズ）にログインして、渡辺直美さんのアイコンを是非獲得ください。 また、Mildom（ミルダム）の 

キャンペーンも同時開催します。 『A.I.M.$』（エイムズ）の世界感をお楽しみください。 

                  ※新 TVCM「A.I.M.$（エイムズ） ローズ」篇   

 

■ログインボーナス概要  

期間中に 7 日間ログインすると、下記のアイテムを獲得できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催期間：2020 年 12 月４日(金) 0:00 〜 12 月 13(日) 23:59   
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▼配布アイテム 

1 日目：極天$（300 万ドル） 

2 日目：金庫 【キング】 

3 日目：極天$ （700 万ドル） 

4 日目：金庫 【エース】 

5 日目：衣装チケット 1 枚 

6 日目：ギャングチケット 

7 日目：ギャングクレジット（1000GC） 

7 日目 VIP 限定：渡辺直美さんアイコン 

※VIP 専用プレゼントを受け取るには、7 日目のプレゼント受け取り時に、VIP アカウントである必要があります。 

 

 

■Mildom（ミルダム）配信キャンペーン  

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：2020 年 12 月 4 日(金) 0:00 〜 12 月 16 日(木) 23:59  

 

＜＜配信キャンペーン概要＞＞ 

期間中、15 分以上配信した人の中から先着 2,000 名様にギフトコード 500 円分プレゼント！ 

累計配信日数に応じて、ゲーム内アイテムやギフトコードが獲得できます。 

 

＜配信者報酬＞ 

2 日配信：ギフトコード 1,000 円分×100 名様 

3 日配信：極天$（100 万ドル） 

4 日配信：ギフトコード 2,000 円分×20 名様 

5 日配信：UR チケット 3 枚 

6 日配信：ギフトコード 3,000 円分×15 名様 

7 日配信：ギャングクレジット（500GC） 

8 日配信：ギフトコード 5,000 円分×10 名様 

9 日配信：ギフトコード 10,000 円分×5 名様 

10 日配信：ギャングチケット 1 枚 

 

＜視聴キャンペーン＞ 

累計視聴日数に応じて、ギフトコードが当たる！ 

 

＜視聴者報酬＞ 

3 日視聴：ギフトコード 1,000 円分×50 名様 

5 日視聴：ギフトコード 3,000 円分×20 名様 

7 日視聴：ギフトコード 5,000 円分×10 名様 

10 日視聴：ギフトコード 10,000 円分×5 名様 

 

Mildom（ミルダム）キャンペーンサイト： 

https://wia.mildom.com/views/join_mission.html?check_id=712dbccd1a78da057ebf0b86b8de2

910&event_id=5fc5e4c9dce26060cbc2072a 

 

https://wia.mildom.com/views/join_mission.html?check_id=712dbccd1a78da057ebf0b86b8de2910&event_id=5fc5e4c9dce26060cbc2072a
https://wia.mildom.com/views/join_mission.html?check_id=712dbccd1a78da057ebf0b86b8de2910&event_id=5fc5e4c9dce26060cbc2072a
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■新 TVCM「A.I.M.$（エイムズ） ローズ」篇について   

本 CM のテーマは「間一髪のギャングアクション・現金強奪バトル」。ゲームの世界観をイメージさせる近未来的な都市を舞

台に、ビルの屋上に立つ渡辺直美さんが間一髪で攻撃をよけながら、現金を強奪していきます。世界的ロックバンド MAN 

WITH A MISSION が本ゲームのために書き下ろした楽曲『All You Need』が使われており、あわせてご注目ください。 

 

『A.I.M.$』（エイムズ）は、「現金強奪バトル」がキーワードの今までにない斬新なルールの大規模対戦アクションゲームで

す。音楽プロデューサー蔦谷好位置氏が音楽を監修し、CM にご出演いただく渡辺直美さんをはじめ、多数のアーティスト

が参加しています。渡辺さんには、渡辺直美 Produced by 蔦谷好位置として、キャラクターのマジェスティック・ローズ

（M・ローズ）のギャングテーマ曲にも挑戦いただきました。 

『A.I.M.$』（エイムズ）の世界感に是非ご期待ください。 

 

■CM 概要 

タイトル  ：「A.I.M.$（エイムズ） ローズ」篇 （15 秒、30 秒） 

出演  ：渡辺直美 

楽曲  ：MAN WITH A MISSION 『All You Need』 

TVCM 放映地域 ：関東、関西、中京、福岡、北海道 

放映開始  ：2020 年 12 月 1 日（火） 

 

■渡辺直美さんプロフィール   

渡辺直美 公式サイト   

 https://profile.yoshimoto.co.jp/talent/detail?id=2710  

 

 

 

 

 

 

 

蔦谷好位置 公式サイト   

http://www.ageha.net/archives/ageha_creator/tsutaya_koichi  

© agehasprings. All rights reserved.   

 

 

■CM 使用楽曲情報 

タイトル  ：「All You Need」 

リリース日  ：11 月 29 日（日） 

配信  ：デジタル・シングル配信 

エレクトラ紹介 PV ： 

 https://www.youtube.com/watch?v=zpI7M90YvVg 

 

 

 

 

 

 

 

https://profile.yoshimoto.co.jp/talent/detail?id=2710
http://www.ageha.net/archives/ageha_creator/tsutaya_koichi
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■MAN WITH A MISSION（マンウィズアミッション）プロフィール 

頭はオオカミ、身体は人間という究極の生命体5匹からなるロックバンド、

MAN WITH A MISSION。 

10年前に突如音楽シーンに登場。日本武道館、さいたまスーパーアリー

ナ、阪神甲子園球場などでワンマン公演を開催、即日 SOLD OUT さ

せるなど、ライブでの快進撃はとどまる事を知らない。その活動範囲は国

内のみならず海外へ広げ、Rise Against, ZEBRAHEAD, Jimmy 

Eat Worldといったビッグネームと海外ツアーを敢行、全米デビューも果た

すなど、世界からも注目を浴びる。 

生誕 10 周年を迎えた 2020 年は、ドキュメンタリー映画の公開、ベスト盤のリリース、3 ヵ月連続デジタルシングルリリース

とさらに活発に活動する、注目度 NO.1 のモンスターロックバンドである。 
 

オフィシャルサイト  https://www.mwamjapan.info/  

ソニーミュージック MAN WITH A MISSION 公式サイト  

https://www.sonymusic.co.jp/artist/manwithamission/  

© 2020 MAN WITH A MISSION   

© 2018 Sony Music Entertainment (Japan) Inc.  © 2018 Sony Music Marketing Inc.   

 

【新作ゲーム概要】 

 

 

 

 

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） 

 
Apple Store：https://apps.apple.com/jp/app/a-i-
m-%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 
 

公式サイト：https://app.nhn-playart.com/aims/ 

公式 Twitter：https://twitter.com/AIMS_51 

公式 YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCFzY4n2zmLuMioQmFLMJOhg 

https://www.mwamjapan.info/
https://www.sonymusic.co.jp/artist/manwithamission/
https://apps.apple.com/jp/app/a-i-m-%24-%E3%82%A8%E3%82%A4%E3%83%A0%E3%82%BA/id1525681394
https://apps.apple.com/jp/app/a-i-m-%24-%E3%82%A8%E3%82%A4%E3%83%A0%E3%82%BA/id1525681394
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nhnpa.aim&hl=ja
https://app.nhn-playart.com/aims/
https://twitter.com/AIMS_51
https://www.youtube.com/channel/UCFzY4n2zmLuMioQmFLMJOhg
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© NHN PlayArt Corp. 

 

「だいたい 3 分でわかるエイムズ」 

URL https://www.youtube.com/playlist?list=PLo-WnNxZwOm2FMU934eG44cy0-aTulMqr  

 

■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。  

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLo-WnNxZwOm2FMU934eG44cy0-aTulMqr
https://www.nhn-playart.com/

