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新ギャング「インセイン」登場目前！先行情報解禁！ 

テーマ曲『Paradigm』を KREVAが書き下ろし‼︎ 
6月 18日(金)21時 30分から公式番組「強奪 TV」で 

「インセイン」PV初公開！ 

ヴレッジヴァンガード衣装コラボも実施中！ 
 
 

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、

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）) の実装目前の新ギャング「インセイン」情報を先行解禁しま

す。6 月下旬実装予定の新ギャング「インセイン」のテーマ曲は、国民的人気を誇る HIP HOP アーティスト

KREVA（クレバ）が書き下ろしました。 

 

新ギャング「インセイン」の詳細情報は６月 18 日(金)21 時スタートのエイムズ公式番組「強奪 TV」にてご

確認ください。当日は、KREVA 書き下ろしテーマ曲『Paradigm』を BGM にした「インセイン」の PV を 21 時

30 分頃から初公開するほか、バトルの様子もご覧いただきます。新ギャング情報をぜひお楽しみください！ 

 

■新ギャング「インセイン」情報解禁！ 

UNKNOWN…謎に包まれた正体。他のギャングと一線を画す絶対的支配者。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※新ギャング「インセイン」登場は 6 月下旬を予定しています。 

※ギャングとは、ゲーム内キャラクターで、現在は 11 人が登場。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。 



 ●Press Release 

■テーマ曲は「Paradigm」日本のヒップホップシーンを牽引し続ける”KREVA”がテーマ曲を書き下ろ

し！  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KREVA（クレバ）プロフィール 

1976年生まれ、東京都江戸川区育ち。国民的人気を誇るHIP HOPアーティスト。2004 年に「音色」でソ

ロメジャーデビュー。2ndアルバム「愛・自分博」でHIP HOPソロアーティストとして史上初のオリコンウィークリー

チャート初登場1位を獲得。アジア人初のHIP HOPアーティストとして「MTV Unplugged」に出演。リリースさ

れる楽曲は常にチャート上位にランクインされ、様々なアーティストへの楽曲提供やプロデュースも手がけてい

る。2012年からKREVA主催の”音楽の祭り“「908 FESTIVAL」を毎年開催。2013年、9月08日は”クレ

バの日”と日本記念日協会に正式認定される。2020年コロナ禍の中、2月には無観客生配信ライブ、新配

信メディアとの初の有料無観客生配信ライブ、「908 FESTIVAL」を初のオンラインライブで開催、映画「461

個のおべんとう」出演、CD「Fall in Love Again feat. 三浦大知」、「タンポポ feat. ZORN」など客演含

め８作品をリリースなど精力的に活動。2021年6月2日新曲「変えられるのは未来だけ」をリリース。6月17日

(木)から1年半振りの有観客ライブ「KREVA in Billboard Live Tour 2021」を横浜、大阪、東京、3都

市で全14公演を開催。さらに6月18日には、2011年発刊の書籍「KREAM ルールなき世界のルールブック」

(幻冬舎)が待望の電子書籍化される。HIP HOPシーンのみならず、日本の音楽界最重要人物のひとり。 

 

KREVA公式サイト 

https://www.kreva.biz/ 

 

©2021 All Rights Reserved. elements ltd. 

 

 

■エイムズ公式番組「強奪 TV」生放送「インセイン公開スペシャル」6月 18日（金）21:00スタート！ 

 

 

 

 

 

 

 

今回もファミ通 App のヒロ薬局さんをゲストに迎え、新ギャング「インセイン」を余すことなくお伝えする生放送！ 

インセイン PV の初公開に追加される新バレットの解説、そしてバトルの様子もご覧いただきます！ 

※KREVA 書き下ろし「Paradigm」を BGM にした「インセイン」の PV は 21:30 頃公開予定 

https://www.kreva.biz/
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さらに、6 月 1 日より開催中の「ヴィレッジヴァンガード×エイムズ」コラボ衣装もご紹介。もちろんギフトコードの

強奪バトルも行います‼︎ 

エイムズ公式番組「強奪 TV」お楽しみに！ 

 

放送日時:6 月 18 日（金）21:00～ 

 

出演者  

司会進行:荒木美鈴 

出演者:ヒロ薬局 

配信 URL：https://www.mildom.com/profile/11757215 

 

 

■ヴィレッジヴァンガード衣装コラボガチャ実施中！ 

エレクトラ、ディーゼル、アンチにコラボエプロン Ver が登場！ 

実施期間：2021 年 6 月 1 日（火） ～ 2021 年 6 月 30 日（水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヴィレヴァン_アンチ        ヴィレヴァン_エレクトラ     ヴィレヴァン_ディーゼル 

 

© VILLAGE VANGUARD CO., All rights reserved. 

 

 

 

https://www.mildom.com/profile/11757215
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■ミルダム配信視聴クエスト開催! 

 

実施期間:2021 年 6 月 19 日（土）0:00～7 月 18 日（日）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 15 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 15 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アプリダウンロードはこちら 

App Store：https://apple.co/3gtNtRK   

Google Play：https://bit.ly/2yEiPEo  

  

ライブ配信サービス「Mildom」について 

「Mildom」は、PC・家庭用ゲームやスマホゲームを誰でも手軽に配信、視聴できるライブ配信サービスです。ゲ

ーム実況プレイなどの配信者が創り出すコンテンツだけでなく、esports 大会などのゲームイベントの生放送を

含め、さまざまなエンタメを中心に多くの人々が楽しめるプラットフォームを目指しています。

https://www.mildom.com/ 

 

https://bit.ly/2MikYMU
https://apple.co/3gtNtRK
https://bit.ly/2yEiPEo
https://www.mildom.com/
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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、多数のアーティストが参加しています。放映した CM には渡辺直美さんが登場しました。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/

