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スマートフォンゲーム「A.I.M.$」(エイムズ) 
初公式大会「総額 200 万円強奪ギャングスターバトル」vol.1  

1 月 10 日（日）14 時開幕！ 

予選第一試合は SKJ Village YouTube チャンネル生放送から参加しよう！ 

 

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）が

提供する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.$』（エイムズ）) は、2021 年 1 月 10 日（日）14 時より『A.I.M.$』

（エイムズ）初の公式大会「総額 200 万円強奪ギャングスターバトル」vol.1 を開催します。 

 

A.I.M.$初公式大会「総額 200 万円強奪ギャングスターバトル」vol.1 とは、予選を勝ち抜いた 51 人が争

い、優勝者は報酬 100 万円を獲得できる大会です。公認ギャングスター協力のもと予選を実施し、決勝へ出

場すると2万円獲得できます。予選大会は事前エントリー不要となっており、当日の第一試合はSKJ Village 

YouTube チャンネルの生放送からカスタムバトルに入るだけで、予選に参加できます。多くのみなさまのご参加

をお待ちしております。『A.I.M.$』（エイムズ）初の公式大会で繰り広げられる数々の接戦をお見逃しなく！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.I.M.$初公式大会「総額 200 万円強奪ギャングスターバトル」vol.1 大会公式 Web サイト 

http://aims-gangster.jp/ 
 
■A.I.M.$初公式大会「総額 200 万円強奪ギャングスターバトル」vol.1 ついにスタート！ 

 予選大会第一試合は 1 月 10 日（日）14:00 より SKJ Village YouTube チャンネルで開催！ 

 

 

 

 

 

 

 

http://aims-gangster.jp/
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＜予選大会第一試合＞  

日時： 2021 年 1 月 10 日（日）14:00 開始 

場所：SKJ Village YouTube チャンネル 

https://www.youtube.com/channel/UCY_ngUnkyPgW4y1ylwaj9tw/featured  

※事前エントリー不要、SKJ Village の生放送からカスタムバトルに入るだけで予選に参加できます。 

 

＜予選大会 1 月開催予定＞ 

・2021 年 1 月 17 日（日）17 時スタート：RYU 実況チャンネル 

 https://nhn-playart.dooray.com/mail/systems/inbox/2916742947473349539  

 

・2021 年 1 月 23 日（土）20 時スタート：GatiImo 

 https://www.youtube.com/channel/UCBGdwqBtOebIhrtOPzOXj0w 

 

・2021 年 1 月 30 日（土）14 時スタート：まぐにぃゲーム実況本館 

 https://www.youtube.com/channel/UCMP7QuS4suoONg47Nbi-wrg 

 

※2 月以降の開始日程については大会 Web サイトで順次発表されます。 

 

 

 

 ■金庫【ジョーカー】がもらえるミッション実施中！ 

 UR 排出率 40%のジョーカー金庫が獲得できるイベントデイリーミッションを開催！ 

 クリアして強力なバレットを手に入れよう！ 

 

実施期間：2021 年 1 月 8 日 00:00～1 月 14 日 23:59 まで 

 

その日限定のミッションをクリアすると「金庫【ジョーカー】」を獲得できます！ 

1/8（金）：1 回ログインしよう 

1/9（土）：バレットガチャを 2 回しよう 

1/10（日）： バレットを 4 回使おう 

1/11（月）： バトルで生き残って帰ってこよう 

1/12（火）：バトルを 3 回しよう 

1/13（水）：バトルから極天$30 万を持ち帰ろう 

1/14（木）：ターゲットを 1 回破壊しよう  

 

https://www.youtube.com/channel/UCY_ngUnkyPgW4y1ylwaj9tw/featured
https://nhn-playart.dooray.com/mail/systems/inbox/2916742947473349539
https://www.youtube.com/channel/UCBGdwqBtOebIhrtOPzOXj0w
https://www.youtube.com/channel/UCMP7QuS4suoONg47Nbi-wrg
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■エイムズ初シーズン「Junker’s High」開催中！ 

 ランクを上げてシーズン報酬をゲットしよう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜シーズン１「Junker’s High」開催期間＞ 

 ・前半期間：2020 年 12 月 25 日(金)17:00～ 2021 年 1 月 17 日(日)23:59:59 

※ 12 月 25 日(金)メンテナンス後から開始 

 ・後半期間：2021 年 1 月 18 日(月) 0:00 ～ 2 月 4 日(木)12:59:59 
 

 シーズンは前半と後半に分かれ、シーズンミッション報酬と別に前半報酬、後半報酬を獲得できます。 

 ※シーズン開始時に現在のランクはリセットされます。 

 

＜シーズン１「Junker’s High」ミッション報酬（到達ランク：シルバー２から報酬発生）＞ 

 ・エレクトラ衣装：キャットスーツカラーA の各パーツ 

 ・ディーゼル衣装：私服カラーA の各パーツ 

 ・アンチ衣装：だいなそ～カラーA の各パーツ 

 ・シーズン衣装ガチャチケット 

 ・通常衣装ガチャチケット 

 ・ギャングクレジット 

 ・極天＄ 

 ※報酬はシーズン１終了時の到達ランクによって数量が異なります。 

 

■シーズンミッション（シーズン前後半共通） 

シーズン衣装ガチャチケットを 3 枚使用すると、1 回につき 1 個のシーズン衣装をランダムで獲得できる！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各衣装はパーツごとに分かれています。 

※シーズン衣装チケットは、シーズンミッションで獲得できます。 

※集めたシーズン衣装チケットは、次回以降のシーズン衣装ガチャでも使用できます。 
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＜シーズン１「Junker’s High」前半最大到達ランク報酬（到達ランク：シルバー1 から報酬発生※黄

金装備はプラチナ 3 から獲得できます）＞ 

・エレクトラ衣装：黄金装備１パーツ（銃） 

・ディーゼル衣装：黄金装備１パーツ（下半身） 

・アンチ衣装：黄金装備１パーツ（髪飾り） 

・到達したランクのアイコン（シルバー、ゴールド、プラチナ、ブラック） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜シーズン１「Junker’s High」後半最大到達ランク報酬（到達ランク：シルバー１から報酬発生）＞ 

・通常衣装チケット 3～15 枚 

※シーズン１後半終了までに到達したランクによって付与される数量が異なります。 

 

 

■『A.I.M.$』（エイムズ）について 

 

 

 

 

 

 

 

『A.I.M.$』（エイムズ）は、全 51 人のギャングがマップ中のお金を奪い合う、「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、放映中の CM にご出演中の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）のテーマ曲は、MAN WITH A MISSION

が担当しています。『A.I.M.$』（エイムズ）の独特の世界感を、是非お楽しみください。 

 

『A.I.M.$』（エイムズ）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://app.nhn-playart.com/aims/
https://twitter.com/AIMS_51
https://www.youtube.com/channel/UCFzY4n2zmLuMioQmFLMJOhg
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「だいたい 3 分でわかるエイムズ」 

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

 

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 

Amazon Appstore：https://www.amazon.co.jp/dp/B08F2JSSZC 

 

【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） 

 

 

© NHN PlayArt Corp. 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLo-WnNxZwOm2FMU934eG44cy0-aTulMqr
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://www.amazon.co.jp/dp/B08F2JSSZC


 ●Press Release 

■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.nhn-playart.com/

