
 

2018 年 12 月 10 日 

報道関係各位 

GMO インターネット株式会社 

 

『ウィムジカル ウォー』大型アップデート 

『ウィムジカル ウォー』が“現実世界”へ！ AR を使った３つの新機能を実装 

～ さらに、新キャラクター、新装備、「レインボーメダル」のパワーアップなど目白押し！ ～ 

 

GMO インターネット株式会社（以下、GMO インターネット）は、スマートフォン向けリアルタイム型ジ

ントリ（陣取り）バトル『Whimsical
ウ ィ ム ジ カ ル

 War
ウ ォ ー

（以下、ウィムジカル ウォー）』の大型アップデートを、本日 12

月 10 日(月)に実施いたしました。 

 

本日の大型アップデートにより、新機能をはじめ、以下の 5 つを実装いたしました。 

1. 『ウィムジカル ウォー』が“現実世界”へ！ AR を使った３つの新機能を実装 

2. 新キャラクター イリエワニの「ザグナン」が登場 

3. 特別装備と交換できる「レインボーメダル」が“より手に入りやすく”パワーアップ 

4. 負けても報酬が手に入るチャンス！ バトル報酬機能を実装 

5. 運命の本に「ラスカ」の特別装備が新たに登場 

  



 

【1．『ウィムジカル ウォー』が現実世界へ！ “AR”を使った 3 つの新機能を実装】 

iOS 版の『ウィムジカル ウォー』は、キャラクターたちが現実世界に登場できる、“３つの AR 機能”を実装

しました。 

※AR 機能は Apple 社の技術を使用しています。iOS 12 以上かつ iPhone 6S 以降の端末が対象となります。 

 

■AR フリーバトル機能 

本機能によって、iOS 端末のカメラ越しの現実世界にバトルフィールドを登場させ、そこにキャラクターを

呼び出しバトルができるようになりました。通常のバトルではできなかったプレイヤーの視点移動が可能とな

り、端末を動かすことで、ゲーム内でも自由に視点の移動ができます。例えば、キャラクター同士のバトルを

間近で観戦したり、メインタワーの目線から観戦したり、好きな角度でバトル観戦が可能となります。プレイ

ヤーの視点の自由度は無限大です！ 

 

■AR バトルレコード機能 

AR フリーバトルと同じく、端末を動かすことで、自由に視点も移動できるようになりました。さらに、一定

時間操作がないと、AR バトルレコードのインターフェイスが消えるようになっており、動画を撮影したり、ス

クリーンショットを撮影したりと楽しめます。 

 

■AR キャラクター表示機能 

キャラクター詳細画面で選択したキャラクターを、iOS 端末のカメラを通じて“実際の大きさのイメージ”で

現実世界に登場させることが可能となりました。お気に入りの風景にキャラクターを登場させて、スクリーン

ショットを撮ったり動画を撮影したり、お楽しみいただけます！ 

ぜひ色々な楽しみ方を見つけて、SNS などでお友達と共有してみてください！ 

  



 

【2．新キャラクター「ザグナン」が登場】 

新キャラクターでイリエワニの「ザグナン」は、”近距離攻撃タイプ”のファイターです。さらに、移動中に

相手から攻撃を受けるとカウンターで”どんなに遠くにいる相手に対しても攻撃”ができます。 

 

キャラクター名 ザグナン (イリエワニ) 

キャラクター説明 サイボーグ化した頑丈な尾を叩きつけ、衝撃波で反撃だ！ 

スラム街で育ち、ジャスティとは顔見知り。 

寡黙なピアニストに用があると探しているみたいだぞ。 

【3．「レインボーメダル」が手に入りやすくパワーアップ！】 

本日のアップデートより、特別装備と交換可能な「レインボーメダル」がパワーアップ！ 

レインボーメダルの大幅な仕様変更で、レインボーメダルの獲得方法がさらに増えました。ランキング報酬や

運命の本から特別装備が獲得できなかった場合などにも、レインボーメダルを獲得できるようになります。 

 

■レインボーメダルの仕様変更について 

これまでレインボーメダル 3 枚で特別装備と交換できていたものを、300 枚で特別装備と交換可能に仕様を

変更いたします。これに伴い、レインボーメダルを現在所持しているプレイヤーについては、レインボーメダ

ル 1 枚につき、レインボーメダルが合計 150 枚になるよう、レインボーメダルを 149 枚お送りさせていただ

きます。 

 

■レインボーメダルが手に入りやすくパワーアップ 

本日のアップデートより、これまでの『運命の本から特別装備を取得する際に獲得する』以外に４つの獲得

方法が追加されました。獲得方法により、レインボーメダルの獲得枚数が異なります。 

 

 

 



 

レインボーメダル獲得方法 獲得 

運命の本からすでに獲得している 

特別装備を獲得 

レインボーメダル 150 枚 

運命の本から特別装備を 

獲得できなかった場合 

レインボーメダル 50 枚 

レベルが最大になったキャラクターと 

レインボーメダルを交換 

ノーマル 500 キャラクターでレインボーメダル 10 枚 

レア 250 キャラクターでレインボーメダル 15 枚 

スーパーレア 50 キャラクターでレインボーメダル 15 枚 

ウルトラレア 10 キャラクターでレインボーメダル 20 枚 

シーズンランキングで入賞して 

報酬として獲得 

1 位～30 位      レインボーメダル 50 枚 

31 位～100 位    レインボーメダル 45 枚 

101 位～200 位   レインボーメダル 40 枚 

201 位～300 位   レインボーメダル 35 枚 

301 位～500 位   レインボーメダル 30 枚 

501 位～1000 位  レインボーメダル 25 枚 

1001 位～1500 位 レインボーメダル 20 枚 

1501 位～2000 位 レインボーメダル 15 枚 

2001 位～3000 位 レインボーメダル 10 枚 

デイリーチャレンジミッション ミッションクリアで レインボーメダル２枚 

 

【4．負けても報酬が手に入るチャンス！ バトル報酬機能を追加】 

バトル報酬は勝利報酬にかわって実装された新機能です。 バトルに勝利した場合 100%の確率で「本」が獲

得できます。さらに敗北した場合でも 50％の確率で「本」が獲得できます。 

条件 獲得確率 排出される可能性のある本 

バトルに勝利した場合 100% 銀の本、金の本、星屑の本、月の本、太陽の本 

バトルに敗北した場合 50% 銀の本、金の本、星屑の本、月の本、太陽の本 

※既存のバトル報酬の名称は「ジントリ報酬」に変更となりました。 

※バトル報酬を獲得するには、正常にバトルを終了し、バトル終了画面の【OK】ボタンをタップする必要があります。 

※獲得確率は変更される場合がございます。予めご了承ください。 

 

【5．運命の本に「ラスカ」の特別装備が新たに登場】 

■「運命の本」で特別装備を手に入れよう！ 

「ラスカ」の新たな特別装備２点を加えた、合計 24 点の特別装備が入った【運命の本(白)】、【運命の本(翠)】、

【運命の本(紫)】を販売いたします！さらに、期間中は新しく追加されたラスカの特別装備がピックアップさ

れ、他の特別装備よりも排出率が高くなっています。ピックアップを含めた各特別装備の提供割合に関しまし

ては、運命の本内の「ラストチャンス提供割合」をご覧ください。 

 

▼ラスカ特別装備 ピックアップ開催期間 

2018 年 12 月 10 日(月) メンテナンス後 ～ 2018 年 12 月 17 日 (月)13:59 

※開催期間は予告なく変更となる場合がございます。 

※これらの武器、服装は、上記期間終了後も、販売、または、報酬などに設定される可能性がございます。 

 

 

 



 

▼対象のキャラクターと装備 

武器 服装 

キャラクター名 武器名 キャラクター名 服装名 

ラスカ プリティバットショット 

(ピックアップ) 

ラスカ プリティヴァンパイア 

(ピックアップ) 

ヒポタム ブラスのぬいぐるみ ヒポタム 歴代の道着 

リン ファイアソード リン 忍装束 

ゴドル＆ラファン 亡国のサーベル ゴドル＆ラファン 亡国の礼装 

シバロウ 三日月桜花 シバロウ 月の陣羽織 

チィフ フォレストナイトソード チィフ フォレストナイトアーマー 

サフェード 虎徹 サフェード 騎士団の制服 

アックス シャドウハンマー スィーニ ネイチャーマント 

アックス クリスタルハンマー スィーニ ドレスマント 

アーニャ フラワークロスボウ パン 宮廷道化師 

パワフ パワーアックス パン フォレストヘビーアーマー 

  ピッチョ カラフル水着 

  ピッチョ 保安官 

 

  

プリティバットショット プリティヴァンパイア 

 

【『ウィムジカル ウォー』について】 

“タワーを目指して攻め込むか、ジンチを広げ守りきる

か。”一瞬の決断が勝敗を分ける、3 分間のリアルタイム型

ジントリバトルゲーム。 

キャラクターをフィールドに配置すれば、あとは自動で

行動開始。いつ、どこに、キャラクターを配置するかがポイ

ント！お気に入りのキャラクターたちとキミだけの戦略

で、世界中のプレイヤーと対戦しよう！ 

また、ギルドメンバーとパートナーを組み、2 対 2 のギルドタッグバトルも可能。ギルドメンバーとチャ

ットで情報交換したり、キャラクターを寄付したりしながら、仲間と一緒に強くなろう！ 

■『ウィムジカル ウォー』ダウンロードページ 

【App Store】https://itunes.apple.com/jp/app/id1289514241 

【Google Play】https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ggee.gp.whimsicalwar 

 

https://itunes.apple.com/jp/app/id1289514241
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ggee.gp.whimsicalwar


 

■『ウィムジカル ウォー』公式サイト 

https://whimsicalwar.com/ja/ 

＜ゲーム概要＞ 

タイトル ウィムジカル ウォー（Whimsical War） 

ジャンル ジントリバトル（RTS） 

価格 基本プレイ無料（アイテム課金型） 

配信マーケット App Store ／ Google Play 

対応環境 【iOS】iOS 8.0 以降、iPhone 5s 以降、iPod touch 第 6 世代以降 

iPad 第 5 世代以降、iPad mini2 以降、iPad Air 

【Android】Android 4.1 以降（RAM 2GB 以上推奨） 

＊一部端末には対応しない場合があります 

提供元 (c) GMO GP, inc. 

著作権表記 (c) 2017-2018 GMO Internet, Inc. 

以上 

 

 

 

 

 

【GMO インターネット株式会社】 （URL：https://www.gmo.jp/ ） 

会 社 名 GMO インターネット株式会社 （東証第一部 証券コード：9449） 

所 在 地 東京都渋谷区桜丘町 26 番 1 号 セルリアンタワー 

代 表 者 代表取締役会長兼社長 熊谷 正寿 

事 業 内 容 ■インターネットインフラ事業  ■インターネット広告・メディア事業 

■インターネット金融事業    ■仮想通貨事業 

資 本 金 50 億円 

Copyright (C) 2018 GMO Internet, Inc. All Rights Reserved. 

【サービスに関するお問い合わせ先】 

●GMO インターネット株式会社 

E-mail：shinya-katahira@gmo.jp 

URL：https://whimsicalwar.com/ 

 

【報道関係お問い合わせ先】 

●GMO インターネット株式会社 

グループ広報・IR 部 石井・島田 

TEL：03-5456-2695 E-mail：pr＠gmo.jp 

 

https://whimsicalwar.com/ja/

