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株式会社 Aiming 

 

報道関係者 各位 

ポジションちぇんじバトル RPG！『ひめがみ絵巻』 

『フェイト／エクストラ CCC』との第１弾コラボレーションイベント開始！フェイト限定キャラクターが登場 

各種特大キャンペーン、イベントも開催中 

 

 
 

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、『ひめがみ絵巻』のリリース

1 周年記念の一つとして、7 月 20 日（水）より『フェイト／エクストラ CCC』とのコラボレーションイベントを

開始したことをお知らせいたします。 

 

 

 

■大人気タイトル「フェイト／エクストラ CCC」と「ひめがみ絵巻」が夢のコラボ！ 

 



 

 

「フェイト／エクストラ CCC」に登場する人気キャラクターたちが、『ひめがみ絵巻』の世界に登場！ 

さらにすべてのコラボキャラクターは、フルボイスとなっており、スキルを使用した時や好感度を上昇さ

せた時など英霊たちの声を存分に堪能することができます！ 

コラボキャラクターは、コラボイベント、コラボ召喚、ログインプレゼントで入手できますので、ぜひこの

機会に限定コラボキャラクターをゲットして『ひめがみ絵巻』をお楽しみください。 

 

■コラボイベント「異界の英霊」開催中！ 

 

 

コラボイベント第 1 弾には、「薔薇の舞踏服 ネロ」「メルトリリス」「現代衣装 ネロ」が登場！ 

このコラボイベントでは「資材」というイベントポイントを獲得することで限定コラボキャラクターを手に入

れることができます。 

 

報酬には、資材を集めた数で他のプレイヤーとランキングを競う「順位報酬」と、獲得した資材数に応じ

て獲得できる「累計資材報酬」の 2種類があり、それぞれの報酬で異なるコラボキャラクターを受け取る

ことができます。 

 

イベント難易度は「初級」「中級」「上級」の 3 段階があり、ゲームを始めたばかりの方でも気軽に楽しめ

る内容となっております。いましか手に入らないコラボキャラクターをお見逃しなく！また、コラボイベン

ト第 2 弾は 8 月から開催予定！どんなキャラクターが登場するかはお楽しみに！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【順位報酬で手に入るコラボキャラクター】 

 

▼薔薇の舞踏服 ネロ 

 

 

＜キャラクター紹介＞ 

卓越した剣技を筆頭に、圧倒的にバランスの良い戦闘能力を持つクラス。身長 150cm 程と一見して小

柄だが、最も優れたサーヴァントと言われる「セイバー」の名にふさわしい能力を備えている。 

 

＜スキル紹介＞ 

■アクティブ(前)：華の帝政 

敵全体に対して 400%のダメージ 

■アクティブ(後)：終幕の薔薇 

敵横一列に対して 500%のダメージ 

50%の確率で沈黙状態にし、スキル使用不可にする 

■パッシブ(前)：時を縫う 

100%の確率で自身に対してスキルゲージの上昇値が 2UP 

さらに 100%の確率で沈黙耐性の効果を付与する 

■パッシブ(後)：傷を拭う 



 

 

100%の確率で味方全体に対して攻撃力 10%UP 

 

▼メルトリリス 

 

 

 

＜キャラクター紹介＞ 

BB の奉仕要求・快楽から生まれたアルターエゴ「S」。傲慢であるが故に慈悲深い少女の貌。落ち着い

た言動から冷静に見えるが、好戦的かつ嗜虐的な嗜好を持つ。 

 

＜スキル紹介＞ 

 

■アクティブ(前)：臓腑を灼く 

敵単体に対して 1200%のダメージ 

100%の確率で毒状態にし、HP を継続的に 5%減少させる 

■アクティブ(後)：魔剣ジゼル 

敵全体に対して 320%のダメージ 

30%の確率で沈黙状態にし、スキル使用不可にする 

■パッシブ(前)：ヒラリオン 

100%の確率で自身に対してスキルゲージの上昇値が 2UP  



 

 

さらに 100%の確率でスタン耐性の効果を付与する  

■パッシブ(後)：オディール 

100%の確率で自身に対して攻撃力 30%UP 

さらに 100%の確率で防御力 30%UP 

 

 

【累積資材報酬で手に入るコラボキャラクター】 

 

▼現代衣装 ネロ 

 

 

＜キャラクター紹介＞ 

芸術家を自称し、独特の美意識を持つ。美少年や美老年が好き。美少女はもっと好き。美しければ何

であれ大好き。自分の事を至高の芸術と謳いながら、あらゆる人々の人生も美しいと讃える「暴君」。

華々しく散る生命を象徴するような、誰よりも身勝手で、何よりも眩しい少女。 

 

＜スキル紹介＞ 

 

■アクティブ(前)：万雷の如く 

敵横一列に対して 340%のダメージ    



 

 

■アクティブ(後)：花散る天幕 

100%の確率で味方横一列に対して被ダメージが大幅に減少する効果を付与する 

■パッシブ(前)：聖者の泉 

100%の確率で味方横一列に対してスキルゲージの上昇値が 1UP 

■パッシブ(後)：三度の落陽 

100%の確率で味方縦一列に対して攻撃力 25%UP 

 

▼開催期間 

8 月 2 日（火）メンテナンス開始まで 

 

▼詳細はこちら（『ひめがみ絵巻』公式サイトへ） 

http://himemaki.com/news/p4946/ 

 

 

 

■期間限定コラボ召喚が登場！ 

 

小判召喚に、「ネロ」「間桐桜」「遠坂凛」が登場！ 

さらに、先述のコラボイベント「異界の英霊」では、このコラボ召喚から手に入る 3 人「ネロ」「間桐桜」

「遠坂凛」をチームに入れるとコラボダンジョンではボーナスとして、もらえる「資材」が一気に増加しま

す。 

 

この 3 人をチームに加え、コラボイベントを有利に進めちゃいましょう！ 

なお、新たなコラボキャラクターが登場する小判召喚の第 2 弾は、8 月に登場予定です。ぜひご期待く

ださい！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://himemaki.com/news/p4946/


 

 

▼ネロ 

 
 

＜キャラクター紹介＞ 

身長 150cm 程と一見して小柄だが、最も優れたサーヴァントと言われる「セイバー」の名にふさわしい

能力を備えている。 

ウェディングドレスを思わせる衣装に着替えているが、よくみると錠や鎖に束縛されている。 

 

＜スキル紹介＞ 

 

■アクティブ(前)：剣戟の如く 

敵横一列に対して 500%のダメージ 

100%の確率で毒状態にし、HP を継続的に 15%減少させる 

■アクティブ(後)：黄金劇場 

敵横一列に対して 340%ダメージ   

70%の確率で沈黙状態にし、スキル使用不可にする 

■パッシブ(前)：黄金律 

100%の確率で自身に対してスキルゲージの上昇値が 2UP 

■パッシブ(後)：皇帝特権 

100%の確率で味方横一列に対して攻撃力 30%UP 

 



 

 

 

 

▼間桐桜 

 

 

＜キャラクター紹介＞ 

ムーンセルが過去に生きた人間の中から再現したNPC であり、保健室でマスター達の健康管理を司る

上級 AI。予選では間桐シンジの妹というロールを与えられて行動していたが、本来は赤の他人。 

 

＜スキル紹介＞ 

■アクティブ(前)：応急手当 

100%の確率で味方横一列に対して HP が 30%持続的に回復 

■アクティブ(後)：究極桜弁当 

100%の確率で味方全体に対してマイナス状態を全て解除  

さらに 100%の確率でスキルゲージの上昇値が 1UP 

■パッシブ(前)：健康管理 

100%の確率で味方縦一列に対してスキルゲージの上昇値が 1UP 

■パッシブ(後)：薬の作成 

100%の確率で味方横一列に対して沈黙耐性の効果を付与する  

さらに 100%の確率でスタン耐性の効果を付与する 

 



 

 

▼遠坂凛 

 

＜キャラクター紹介＞ 

もともとはフリーのエンジニア。多くのスキルを兼ね備えている、数少ない五大属性アベレージ・ワンの

魔術師ウィザード。中東をおもな活動地域にしている。 

 

＜スキル紹介＞ 

 

■アクティブ(前)：月の女王 

100%の確率で味方縦一列に対して攻撃力 40%UP 

さらに 70%の確率でマイナス状態を全て解除 

■アクティブ(後)：五大属性 

敵単体に対して 450%のダメージ 

さらに 100%の確率でスタン状態にし、行動不可にする 

■パッシブ(前)：魔術回廊 

100%の確率で味方全体に対して HP が 5%継続的に回復 

■パッシブ(後)：霊子変換 

100%の確率で自身に対してスキルゲージの上昇値が 2UP 

さらに 100%の確率で防御力 40%DOWN 

 



 

 

▼開催期間 

7 月 31 日（日）23 時 59 分まで 

 

▼詳細はこちら（『ひめがみ絵巻』公式サイトへ） 

http://himemaki.com/news/p4948/ 

 

■コラボ記念キャンペーン開催中！ 

 

コラボがもっと楽しめる、うれしいキャンペーンも開催中 

 

【その１】期間中ログインするだけで「セーラー服 遠坂凛」がもらえる！ 

コラボ期間中、1 度でもログインした方全員に「セーラー服 遠坂凛」をプレゼントいたします。 

さらに！この「セーラー服 遠坂凛」も、コラボイベントに参加させることで「資材」をたくさん獲得すること

ができます。 

 

▼セーラー服 遠坂凛 

 

http://himemaki.com/news/p4948/


 

 

 

＜キャラクター紹介＞ 

月の聖杯戦争に参加した凄腕の霊子ハッカーであり、西欧財閥に敵対しているレジスタンスの一人。

その名は世界中に知れ渡っており、優勝候補と噂されていたほど。きつい言葉を浴びせつつ、世話を

焼いてくれるお人好し。 

 

＜スキル紹介＞ 

 

■アクティブ(前)：女王ガンド 

100%の確率で敵縦一列に対して攻撃力 5%DOWN 

さらに 100%の確率で防御力 5%DOWN 

■アクティブ(後)：固有結界 

敵全体に対して 200%のダメージ  

さらに 100%の確率で攻撃力 30%DOWN 

■パッシブ(前)：みんなは備蓄 

100%の確率で味方全体に対して HP が 3%継続的に回復 

■パッシブ(後)：貴方は家畜 

100%の確率で自身に対してスキルゲージの上昇値が 2UP 

さらに 100%の確率で攻撃力 10%UP 

 

【その２】期間中ログインすると、毎日小判をプレゼント！ 

コラボ期間中、ログインすると毎日１枚小判をプレゼントいたします。 

この機会に毎日小判を手に入れてコラボキャラクターを獲得しましょう！ 

※「小判」とは、強力な姫神を獲得できる「小判召喚」などを利用することができるゲーム内通貨です。 

 

 

【その３】お得な小判セール！おまけ小判が通常より多く獲得できる！ 

コラボ期間中、小判をお得に購入できるキャンペーンを開催中！ 

期間限定で、通常よりも最大約 40%増量しています！  

※各価格帯お一人さま 1 回までとなります。 

 

 

▼開催期間 

8 月 16 日（火）メンテナンス開始まで 

 

▼詳細はこちら（『ひめがみ絵巻』公式サイトへ） 

http://himemaki.com/news/p4950/ 

 

 

http://himemaki.com/news/p4950/


 

 

■1 周年記念！姫神総選挙開催！ 

 

『ひめがみ絵巻』の 1 周年は、盛りだくさん！ 

1 周年を記念して、「姫神総選挙」を開催中です。見事上位 3 位までに輝いた姫神は、後日新衣装でゲ

ーム内に実装いたします！ 

 

あなたの 1 票でお気に入りの姫神を応援してみませんか？ 

 

▼開催期間 

8 月 16 日（火）メンテナンス開始まで 

 

▼詳細はこちら（『ひめがみ絵巻』公式サイトへ） 

http://himemaki.com/news/p4952/ 

 

 

 

■第 3 回公式ニコニコ生放送を放送！ 

 

 

 

『ひめがみ絵巻』のナビゲーター「シラト」を演じる声優の五十嵐裕美さん、元気いっぱいの可愛い「モ

モト」を演じる声優の桃河りかさんをお迎えし、『ひめがみ絵巻』の最新情報をお伝えする公式ニコニコ

生放送「ひめがみ絵巻のヒメゴト」の第 3 回放送が決定いたしました。 

 

放送では「フェイト／エクストラ CCC」とのお得なコラボ情報を多数紹介する予定となっております。お楽

しみに！ 

※タイムシフト予約も可能です。 

 

http://himemaki.com/news/p4952/


 

 

▼出演者情報 

五十嵐裕美さん 

 

 

桃河りかさん 

 

 

▼放送日時 



 

 

7 月 21 日（木）21:00～22:00 （予定） 

 

▼放送 URL 

http://live.nicovideo.jp/watch/lv269592178 

 

▼詳細はこちら（『ひめがみ絵巻』公式サイトへ） 

http://himemaki.com/news/p4941/ 

 

■『ひめがみ絵巻』とは？ 

世界各国の神々をモチーフにした総勢 100 以上の「姫神」が登場する｢森羅万象の世界｣が舞台。 

プレイヤーは乱れた「世界の秩序」を正すため、個性豊かな姫神たちを駆使して戦うターンバトル RPG で

す。 

 

姫神は前衛・後衛といったポジションによりメインスキル（特殊技）やパッシブスキル（常時そなわる能力）が

大きく変わるため、戦況を見ながら瞬時に配置変更を行う戦略性も重要になります。気軽にサクサク遊べる

オートモードも実装していますが、なかにはじっくり戦略を練らなければ攻略できないクエストも多数用意さ

れているため、やりこみ要素も満載！ 

さらに姫神たちをじっくり育てれば最高ランクまで成長させることができるため、お気に入りの姫神と末永く

遊ぶことができます。 

 

そして、姫神のボイスには、様々なアニメやゲームに多数出演している小倉唯さん、「キャリー」の愛称でフ

ァンから圧倒的な支持を受けている石原夏織さん、キュートな少女役の多い日高里菜さんら有名声優を多

数起用！かわいいボイスでバトルを盛り上げます。 

 

 

■DL ページ 

Android 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aiming.himemaki  

 

iOS 

https://itunes.apple.com/jp/app/id986660814 

http://live.nicovideo.jp/watch/lv269592178
http://himemaki.com/news/p4941/


 

 

 

 

＜ゲーム概要＞ 

タイトル   ：ひめがみ絵巻 

ジャンル   ：ポジションちぇんじバトル RPG 

対象 OS     ：iOS6.0 以上(iPhone5 以降)/Android4.0 以上 

サービス開始 ：iOS 2015 年 6 月 23 日(火) 

Android 2015 年 7 月 1 日(水) 

予定価格   ：無料（アイテム課金あり） 

公式サイト  ：http://himemaki.com/ 

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

アカウント  ：@himemaki_sp 

ハッシュタグ ：#ひめがみ 

DL ページ(iOS)： https://itunes.apple.com/jp/app/id986660814 

DL ページ(Android)： 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aiming.himemaki 

プロモーションムービー：https://www.youtube.com/watch?v=5Tk3UbHM3f8 

※リリース内容は変更される場合があります。あらかじめご了承ください。 
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