
   
№160818001 

2016 年 8 月 18 日（木） 

                                      株式会社 Aiming 

 

報道関係者 各位 

 

AimingFES2016 最大の見どころ、本放送が遂に明日 8/19(金)17:00 開始！ 

パンサーをはじめ、豪華なゲスト陣がお送りする 7 時間の特大枠！ 

開発中タイトルのお披露目もお見逃しなく！ 

 

オンラインゲームの開発・運営を手掛ける株式会社 Aiming（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：椎葉 忠志）は、『剣

と魔法のログレス いにしえの女神』、『トライリンク 光の女神と七魔獣』、『空と大地のクロスノア』など人気ゲームによる

コラボレーションオンラインイベント『AimingFES2016』を開催しております。同イベントの目玉である本放送では、人気お

笑い芸人のパンサーをはじめとした豪華ゲストを迎え、7 時間にわたりお送りいたします。 

 

 

AimingFES 2016 公式サイト URL：https://2016.aiming-inc.com/ 

https://2016.aiming-inc.com/


   

 

■『AimingFES2016』概要 

 

 

★『AimingFES2016』とは？ 

Aiming が開発・運営を行うゲームタイトルと関連タイトル『ログレス』の 11 タイトルが参加した大感謝祭です。 

参加するタイトルでは、『AimingFES クエスト』や『AimingFES キャンペーン』といったイベントがゲーム内で実施されていま

す。ここでしかもらえない限定アイテムなど素敵なプレゼントを多数ご用意しております。また、AimingFES2016 最大の見

どころである本放送は、豪華ゲスト陣を迎えて 7 時間の特大枠でお送りいたします。 

Aiming のタイトルをプレイしている皆様へ、日頃の感謝を込めた Aiming 最大のイベントとなっておりますので、ぜひご参

加ください！ 

 

★概要 

・イベント期間： 8/5(金) ～ 8/31(水) 

※各タイトルで FES 関連イベント の終了日は異なります。 

 

・AimingFES2016 公式サイト URL：https://2016.aiming-inc.com/ 

 

★参加タイトル 

参加タイトルは以下の 11 タイトルです。 

・彗星のアルナディア 

・トライリンク 光の女神と七魔獣 

・空と大地のクロスノア 

・ロストレガリア 

・ひめがみ絵巻 

・スマホでゴルフ！ぐるぐるイーグル 

・幻塔戦記グリフォン～新章～ 

・戦姫インペリアル from 英雄*戦姫 

・ロードオブナイツ 

----- 

・剣と魔法のログレス いにしえの女神 

・剣と魔法のログレス 

 

https://2016.aiming-inc.com/


   

★『本放送』とは？ 

メイン MC に人気お笑い芸人のパンサーを迎え、豪華なゲスト陣とお送りする 7 時間の超特大生放送です！ 

放送内では Aiming で開発中の新作ゲーム 5 作品の情報も一挙に公開します。開発プロデューサーなども出演し、新作

ゲームの情報をいち早くゲットすることができます！ 

 

配信中のゲームタイトルのコーナーも盛りだくさん！ 

・6 月リリースの「空クロ」企画では担当 YouTuber のこよみんがパンサー菅・佐藤かよとともに水晶争奪戦に挑みます。

仲間との連携・相手チームとの駆け引きが勝利のカギを握る熱いバトルにご注目ください！ 

・7 月リリースのゲーム「トライリンク」企画では担当 YouTuber ちゅうにーがパンサー菅・佐藤かよとともに強敵ラハリール

に挑戦。異色の 3 人が織りなすボスバトルとドラマチックな展開に乞うご期待！ 

・人気ゲーム「ログレス」からは超ログレス大戦 夏の陣-決勝-の様子をお届けします。全ワールドの頂点が決するこの

一大決戦をお見逃しなく！ 

・さらに「グリフォン」では、事前に行われた予選を見事勝ち抜いたプレイヤーがプロゲーマー集団「DeToNator」に挑戦！

真剣勝負の結末やいかに！？ 

 

視聴者の方へのプレゼント企画も充実しております！放送中にゲストがゲームに関するお題に挑戦し、達成状況に応じ

てゲーミング PC などをゲットできる「ビンゴ de チャレンジ」や、最高総額 100 万円相当が当たる「ミリオンチャンス」の当

選者発表、放送終了時に公開されるマル秘プレゼント企画をご用意しました。 

 

楽しい企画が目白押しの 7 時間ですので、どうぞお見逃しなく！！ 

 

★本放送 概要 

  8 月 19 日(金) 17：00～24：00 

 

・生放送 URL 

ニコニコ生放送：http://live.nicovideo.jp/watch/lv270902229 

YouTube Live：https://www.youtube.com/watch?v=cwV3kz9ohyE (しろくろちゃんねる) 

YouTube Live：https://www.youtube.com/watch?v=TUf_lyQXoBY (yuki) 

YouTube Live：https://www.youtube.com/watch?v=veet7L_1bRo (GGG チャンネル) 

 

 

・出演者 

  －メイン MC：パンサー 

  －アシスタント MC：佐藤かよ 

  －youtuber：ちゅうにー(しろくろちゃんねる) 

  －youtuber：yuki 

  －youtuber：こよみ (GGG チャンネル) 

  －若手芸人：ラフレクラン 

 

・タイムテーブル 

http://live.nicovideo.jp/watch/lv270902229
https://www.youtube.com/watch?v=cwV3kz9ohyE
https://www.youtube.com/watch?v=TUf_lyQXoBY
https://www.youtube.com/watch?v=veet7L_1bRo


   

 ～本放送～ 

  －17：00～17：45 プレオープニング 

  －18：00～18：20 オープニング 

  －18：20～19：00 教えて Aiming！ 

  －19：00～19：05 Aiming 新作発表会！-project「AGO」- 

  －19：25～19：35 Aiming 新作発表会！-project「LOG」- 

  －19：35～20：05 トライリンク企画 ボスバトル「邪神ラハリールへ挑戦！」 

  －20：05～20：35 幻塔戦記グリフォン vs DETONATOR 

  －20：35～20：45 Aiming 新作発表会！-アクションゲーム(仮)- 

  －21：00～22：00 超ログレス大戦 夏の陣-決勝- 

  －22：00～22：20 Aiming 新作発表会！-project「Caravan」- 

  －22：20～22：25 超ログレス大戦 夏の陣-結果発表- 

  －22：40～23：15 空クロ企画-予習はばっちり！水晶戦への道- 

  －23：15～23：25 Aiming 新作発表会！-project「FREYA」- 

  －23：25～23：45 プレゼント当選発表 

  －23：45～24：00 エンディング 

 

 ～裏放送～ 

  －18：00～23：45 ビンゴ de チャレンジ 

  －20：35～20：45 DETONATOR インタビュー 

  －21：00～22：00 超ログレス大戦 

 

★出演者情報 

 

   

 

 

 

 

MC：パンサー 

★公式 Twitter 

  菅：https://twitter.com/pan_ryotaro 

向井：https://twitter.com/panther_mukai 

尾形：https://twitter.com/ogaogaoga399 

アシスタント MC：佐藤かよ 

★公式 Twitter 

https://twitter.com/sato_kayo1226 

 

https://twitter.com/pan_ryotaro
https://twitter.com/panther_mukai
https://twitter.com/ogaogaoga399
https://twitter.com/sato_kayo1226
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Youtuber：こよみ (GGG チャンネル) 

★公式 Twitter 

https://twitter.com/coyomi_43 

 

 

Youtuber：yuki 

★公式 Twitter 

https://twitter.com/yuki_taiyou 

 

 

Youtuber：ちゅうにー(しろくろちゃんねる) 

★公式 Twitter 

https://twitter.com/sirokurochannel 

 

若手芸人：ラフレクラン 

★公式 Twitter 

きょん https://twitter.com/k_is_abokado 

西村 https://twitter.com/slimboy24 

 

 

 

https://twitter.com/coyomi_43
https://twitter.com/yuki_taiyou
https://twitter.com/sirokurochannel
https://twitter.com/k_is_abokado
https://twitter.com/slimboy24
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