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スマートフォンゲーム「A.I.M.$」(エイムズ)本日より   
新ギャング「エマ」登場！ピックアップ 5倍開催‼   

「ZONe協賛 総額 200万円強奪ギャングスターバトル」   

2月 27日（土）20時から決勝大会実施！   
 

 
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）) において、本日 2 月 26 日（金）より新ギャング

「エマ」が登場します。敵の攻撃を巨大な盾で弾き返す新ギャング「エマ」を獲得してエイムズのバトルを存分に

お楽しみください！ 

 

本日 2 月 26 日（金）20 時からは、ご好評いただいておりますミルダム特別番組『A.I.M.$ GANGSTA』

第 2 回を生放送で配信します。生放送中に、カスタムバトルでギフトコードを奪い合う視聴者参加のプレゼン

ト企画を実施します。多くのみなさまのご参加をお待ちしております！ 

 

また、2021 年 1 月 10 日から開始したエイムズ初の公式大会「ZONe 協賛総額 200 万円強奪ギャングス

ターバトル」が、いよいよ 2 月 27 日（土）14 時に当日予選、同日 20 時に決勝大会を残すのみとなりまし

た。当日予選は、エントリー無しで生放送中に行われるカスタムバトルから参加できます。ぜひふるってご参加く

ださい。ご視聴のみなさまは、『A.I.M.$』（エイムズ）初の公式大会決勝で繰り広げられる熱い接戦をお見

逃しなく！ 

 

 

■新ギャング「エマ」がついに登場！   

敵の攻撃を巨大な盾で弾き返すタンクギャング「エマ」をゲットしバトルにご参加ください！   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ギャングとは、ゲーム内キャラクター。「エマ」の登場で現在 12 人です。   

各ギャングのタイプは、スプリンター・アサルト・ハンター・タンクの 4 種類。   
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■「エマ」ピックアップ 5倍開催！  

実施期間中は「エマ」と「エマ衣装」のピックアップ倍率が 5倍！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施期間：2021 年 2 月 26 日（金） ～ 2021 年 3 月 7 日（日） 

 

■新ギャング「エマ」登場記念ログインボーナス開催！ 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

実施期間：2021 年 2 月 26 日（金） ～ 2021 年 3 月 7 日（日）   

 

▼配布アイテム 

1 日目：金庫【キング】 

2 日目：極天$ （100 万ドル） 

3 日目：金庫【エース】 

4 日目：極天$ （200 万ドル） 

5 日目：衣装チケット 1 枚 

6 日目：UR チケット 1 枚 

7 日目：ギャングクレジット（2000GC） 

7 日目 VIP 限定：エマアイコン 

 

※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。 

 

   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」2/27（土）ついに決勝大会！   
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公式番組 GTV では当日予選と決勝大会をゲストにゲーム解説でお馴染みのファミ通 App ヒロ薬局さんを迎

え生放送！ 

約 2 ヶ月に渡る予選を勝ち抜き、優勝報酬 100 万円を手にするのは誰なのか？並み居る強豪を押し除け

予選を勝ち上がった凄腕ギャングたちの現金強奪バトルを ZONe エナジー片手にお楽しみ下さい！ 

 

＜当日予選大会 （6名の勝者が決勝に進出）＞ 

※エントリー無し、生放送中に行われるカスタムバトルから参加できます！ 

放送日時:2 月 27 日（土）14:00～ 

https://youtu.be/jIFuq6en60Y 

 

＜決勝大会 優勝報酬 100万円は誰の手に！＞ 

放送日時:2 月 27 日（土）20:00～ 

https://youtu.be/Oe3WlhoWH4Q 

 

出演者 

司会進行:ごはん 

出演者:ヒロ薬局（ファミ通 App） 

 

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」大会公式Webサイト 

http://aims-gangster.jp/ 

 

 

■ミルダム特別番組「『A.I.M.$ GANGSTA』本日 20 時生放送決定! 

「A.I.M.$ GANGSTA 視聴者も参加してギフトコードを奪い合え！」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご好評をいただいたミルダム特別番組『A.I.M.$ GANGSTA』の第 2 回を本日 20 時から生放送で配信！ 

MC 荒木美鈴さん、るかぴさんの軽快なトークに、カスタムバトルでギフトコードを奪い合う視聴者参加のプレゼ

ント企画もおこないます！ 

 

特別ゲストに HOD〆ぺぺさんとひでぴーさんを迎え、ぺぺさんからは現環境での人気バレットやエマと相性の良

いバレットについてのお話、ひでぴーさんにはギャングスターバトル予選での苦労話やスペシャルマッチと盛りだくさ

んの内容です！ 

※バレットとは、1 プレイヤー最大 4 つまで装備可能な、LIFE 回復や能力強化などの特殊なスキル。 

※本日の出演者「まがれつ」さんは欠席となりました。お詫び申し上げます。 

 

放送日時:２月 26 日（金）20:00～ 

出演者  

司会進行:荒木美鈴 

出演者:るかぴ、HOD〆ぺぺ（Discords 出演）、ひでぴー（Discords 出演） 

 

番組詳細はこちら: http://bit.ly/3bwm7ZC 

 

https://youtu.be/jIFuq6en60Y
https://youtu.be/Oe3WlhoWH4Q
http://aims-gangster.jp/
http://bit.ly/3bwm7ZC
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■ミルダム配信視聴クエスト開催!     

 

 

 

 

 

 

 

 

実施期間:2021 年 2 月 26 日（金）0:00 ～ 3 月 31 日（水）23:59   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<配信者報酬> 

1 日 15 分以上『A.I.M.$ - All you need Is Money -』を配信した人に累計配信日数に応じてゲーム

内アイテムをプレゼント！ 

・累計 1 日配信で「ギャングクレジット×200」 

・累計 5 日配信で「+ギャングクレジット×800」 

・累計 10 日配信で「+ギャングクレジット×1,000」 

・累計 20 日配信で「+ギャングクレジット×2,000」※最大報酬はギャングクレジット×4,000 

 

<視聴者報酬> 

・累計 1 日コメントで「ギャングクレジット×100」 

・累計 5 日コメントで「+ギャングクレジット×400」 

・累計 10 日コメントで「+ギャングクレジット×500」 

・累計 20 日コメントで「+ギャングクレジット×1,000」※最大報酬はギャングクレジット×2,000 

 

配信視聴クエスト詳細: https://bit.ly/2MikYMU 

 

▼ Mildomアプリダウンロードはこちら 

[iOS] https://apple.co/3gtNtRK   

[Android]  https://bit.ly/2yEiPEo 

 

 

＜ミルダム Twitterキャンペーン＞ 

ミルダム公式 Twitter では「#エイムズ」「#Mildom」「配信 URL」の 3 つを入れて Twitter にシェアすると、

抽選 10 名様にギフトコード 5,000 円分が当たるキャンペーンを実施！詳細はミルダム公式 Twitter をご確

認ください。 

 

ミルダム公式 Twitter：https://twitter.com/Mildom_Official  

 

 

 

 

https://bit.ly/2MikYMU
https://apple.co/3gtNtRK
https://bit.ly/2yEiPEo
https://twitter.com/Mildom_Official
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■『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 

 

「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） 

https://app.nhn-playart.com/aims/
https://twitter.com/AIMS_51
https://www.youtube.com/channel/UCFzY4n2zmLuMioQmFLMJOhg
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
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© NHN PlayArt Corp. 

 

■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/

