
 

 

平成23 年10 月12 日 

各位 

会 社 名 株式会社ゲームポット 

（URL http://www.gamepot.co.jp/） 

『『『『トキメキファンタジートキメキファンタジートキメキファンタジートキメキファンタジー    ラテールラテールラテールラテール』』』』本日本日本日本日 10101010 月月月月 12121212 日日日日((((水水水水))))豪華声優陣出演豪華声優陣出演豪華声優陣出演豪華声優陣出演    

ボイスドラマボイスドラマボイスドラマボイスドラマ「「「「黒月姫黒月姫黒月姫黒月姫、、、、冒険冒険冒険冒険へのプロローグへのプロローグへのプロローグへのプロローグ」」」」をををを実装実装実装実装！！！！        

オンラインゲームの開発・運営を行う株式会社ゲームポット（東京都品川区、代表取締役社長：植田修

平、以下ゲームポット）は、Windows®用2D 横スクロールアクション MMORPG『トキメキファンタジー ラテ

ール』（以下ラテール）において、本日10月12日（水）定期メンテナンス時に、アップデートを行いました。 

    

ボイスドラマボイスドラマボイスドラマボイスドラマ「「「「黒月姫黒月姫黒月姫黒月姫、、、、冒険冒険冒険冒険へのプロローグへのプロローグへのプロローグへのプロローグ」」」」実装実装実装実装！！！！    

 

本日10 月12 日（水）定期メンテナンス終了後より、 

11 月9 日（水）定期メンテナンス開始前までの期間中、 

ボイスドラマ「黒月姫、冒険へのプロローグ」を実装いたします！ 

「黒月姫、冒険へのプロローグ」は、ラテール作っちゃおっ！ 

ライトノベルコンテスト大賞受賞作品を原作とした、豪華声優陣 

出演ボイスドラマで、イリス一行が伝説となる少し前のお話です。 

どのようにして黒月姫とイリスが出会ったのか、黒月姫がなぜ 

イリス一行と冒険することになったのか、ボイスドラマを聞くことで、 

その秘密が明らかになります！ 

また、ボイスドラマを聞くことができるトニオホールで「チケットをもら

う」を選択すると、60 分間、獲得経験値が 10％上昇いたします。 

期間限定のボイスドラマをお聞き逃しなく！ 

 

 

 

 

 「黒月姫」     

 

【実装期間】 

2011 年10 月12 日（水）定期メンテナンス終了後～2011 年11 月9 日（水）定期メンテナンス開始前 



 

 

 

【出演声優】 

       

   黒月姫役            イリス・イヴィエール役      ジョアン・ファーム役      

    「福圓美里」           「瀬戸麻沙美」             「ゆかな」 

 

     

レビ・アレンス役           月影役             武士コボルト役 

      「田丸篤志」           「中村悠一」            「野町祐太」   

 

ボイスドラマについての詳細は下記URL をご確認ください。 

http://www.latale.jp/special/voicedrama/  



 

 

 

秋秋秋秋のののの風物詩風物詩風物詩風物詩ハロウィンゴーストのハロウィンゴーストのハロウィンゴーストのハロウィンゴーストの逆襲逆襲逆襲逆襲！！！！    

    

本日10 月12 日（水）定期メンテナンス終了後より、10 月26 日（水）定期メンテナンス開始前までの

期間中、「ハロウィンゴーストの逆襲」イベントを開催いたします。 

このイベントは、期間中に期間限定モンスター、ハロウィンゴーストが各地のフィールドに現れます。

ハロウィンゴーストは、専用の「ハロウィン［悲鳴］」のスキルを使用しないと倒すことができないモン

スターですが、ハロウィンゴーストが持っている「ハロウィンの宝箱」には、ハロウィンの衣装などの

様々なアイテムがつまっています！ 

この機会に、ハロウィンゴーストを倒して、素敵なアイテムを手に入れましょう！ 

 

【イベント期間】 

2011 年10 月12 日(水)定期メンテナンス終了後～10 月26 日(水)定期メンテナンス開始前 

 

※ハロウィンゴーストの逆襲イベントについては下記URL をご確認ください。 

http://www.latale.jp/notice/notice_eventview.aspx?seq=260  

 

トキメキダーツをトキメキダーツをトキメキダーツをトキメキダーツを更新更新更新更新！！！！    ファッションアイテムファッションアイテムファッションアイテムファッションアイテム 3333 点点点点がががが新登場新登場新登場新登場！！！！    

 

本日10 月12 日(水)定期メンテナンス時に、トキメキダーツを更新いたしました。 

今回は、人気モンスター「バンパネイラ」がつけている衣装をセクシーにアレンジした「バンパネイ

ラ衣装セット」、太ると脱げないくらいぴったりサイズの「ブルーパイロットスーツセット」、サイバーピ

ンクが特徴的な「ピンクパイロットスーツセット」の 3 点が新登場！ 

どれも素敵な衣装となっておりますので、この機会に手に入れてください！ 

 



 

 

「バンパネイラ衣装セット」 ※注射器はついておりません。 

 

      

「ブルーパイロットスーツセット」    「ピンクパイロットスーツセット」 

    

 ※トキメキダーツについての詳細は下記URL をご確認ください。 

 http://www.latale.jp/walkthrough/walkthrough_dart.aspx  

 

    

ポイントアイテムポイントアイテムポイントアイテムポイントアイテム「「「「注射器注射器注射器注射器」」」」がががが半額半額半額半額！！！！    

本日10 月12 日（水）定期メンテナンス終了後より、10 月26 日（水）定期メンテナンス開始前までの

期間中、ポイントアイテム「注射器」の交換ポイントが半額になります。 

ポイントアイテム「注射器」は、新ファッションアイテムの「バンパネイラ衣装セット」にぴったりなア

イテムです！ 

このお得な機会に、ぜひ手に入れてください！ 

 

【期間】 

2011 年10 月12 日（水）定期メンテナンス終了後～2011 年10 月26 日（水）定期メンテナンス開始前 

 

 

お友達にピンクのお薬を注射すると、可愛い星のエモーションがでてきます！ 

    

    



 

 

おおおお友達紹介友達紹介友達紹介友達紹介キャンペーンをキャンペーンをキャンペーンをキャンペーンを開催開催開催開催！！！！    

 

本日10 月12 日（水）定期メンテナンス終了後より、11 月9 日（水）定期メンテナンス開始前までの

期間中、「お友達紹介キャンペーン」を開催いたします。 

期間中、紹介を受けてゲームを開始された皆さまに「うさぎ耳の紳士帽」をプレゼント！ さらに、お

友達を紹介された方には、紹介したお友達が到達したレベルによって、ルビージェムなどの豪華アイ

テムをプレゼントいたします。 

この機会に、ぜひお友達と一緒にラテールをプレイしましょう！ 

 

【開催期間】 

2011 年10 月12 日（水）定期メンテナンス終了後～2011 年11 月9 日（水）定期メンテナンス開始前 

 

※お友達紹介キャンペーンについての詳細は下記URL をご確認ください。 

http://www.latale.jp/event/invite_201109/  

 

 

初初初初めてのショップめてのショップめてのショップめてのショップ体験応援体験応援体験応援体験応援キャンペーンをキャンペーンをキャンペーンをキャンペーンを開催開催開催開催！！！！    

 

本日10 月12 日（水）定期メンテナンス終了後より、11 月9 日（水）定期メンテナンス開始前までの

期間中、「初めてのショップ体験応援キャンペーン」を開催いたします。 

このキャンペーンでは、今まで一度もLPチャージをされたことがない方で、期間中に合計1,000円

以上「LP(ラテールポイント)」をチャージしていただくと、もれなく500円分の｢LP｣をプレゼントいたしま

す。 

この機会に LP チャージを行ってみましょう！ 

 

※LP チャージ方法についての詳細は、下記URL をご確認ください。 

http://latale.jp/about/about_free.aspx#lpbuy  



 

 

 

パンプキンパンプキンパンプキンパンプキン衣装衣装衣装衣装をををを収穫収穫収穫収穫！！！！    ハロウィン・スタンプラリーハロウィン・スタンプラリーハロウィン・スタンプラリーハロウィン・スタンプラリー第第第第 2222 弾弾弾弾！！！！    

 

本日10月12日(水)0：00より、現在開催中の3週連続ログインイベント｢ハロウィン・スタンプラリー｣

の第2 弾を開始いたします。 

第2 弾のプレゼントアイテムは、スタンプ 3 つ以上で「パンプキン衣装＆パンプキングローブ」、5

つ以上で「ハロウィン（2）習得書」、6 つ以上で「不屈の魂」となっております！ 

ゲームにログインして、ハロウィンアイテムを手に入れましょう！ 

 

【開催期間】 

2011 年10 月12 日（水）0：00～2011 年10 月18 日（火）23：59 

 

【プレゼントアイテム】 

    

スタンプ 3 つ以上  「パンプキン衣装＆パンプキングローブ」 

スタンプ 5 つ以上  「ハロウィン（2）習得書」 

スタンプ 6 つ以上  「不屈の魂」 

 

※「ハロウィン・スタンプラリー」についての詳細は下記URL をご確認ください。 

http://www.latale.jp/event/201109login/  

 



 

 

ファッションコンテストをファッションコンテストをファッションコンテストをファッションコンテストを開催開催開催開催！！！！    

    

10 月 14 日（金）より、10/16(日)までの期間中、ゲーム内にてファッションコンテストを開催いたしま

す！ 今回のファッションコンテストのテーマは「ゴスロリファッション」です！ 

ぜひ皆さんの自慢のファッションを披露しましょう！ 

 

 

【開催場所】 

チャンネル 7 フリーマーケットその他A 

 

※ 開始前に点呼を取り始め、一定人数に達した時点で出演者を締め切らせていただきますので、 

お早めに開催場所へお集まりください。 

 

【開催時間】 

 

・サファイア 10 月14 日（金） 19：00～21：00 

・エメラルド 10 月15 日（土） 22:00～24:00 

・ルビー   10 月16 日（日） 22:00～24:00 

 

※ファッションコンテストについての詳細は下記URL をご確認ください。 

http://www.latale.jp/notice/notice_eventview.aspx?seq=264  

 



 

 

『『『『トキメキファンタジートキメキファンタジートキメキファンタジートキメキファンタジー    ラテールラテールラテールラテール』』』』についてについてについてについて    

『ラテール』は、簡単な操作で様々なアクションを楽しむことができる、横スクロールのアクション

MMORPG です。 MMORPG の自由度はそのままに、『ラテール』には素敵なストーリーが各所に散りば

められています。 

 

●『ジエンディア』で繰り広げられるストーリー 

旅立ちの街となる、『ベロス』。この街から皆さんの冒険が始まります。ベロスの街の中心にあるイリス

の石塔で、イリスの幻からジエンディア大陸の危機を知らされます。「私を必ず見つけてください」という

彼女を探すため、長い旅に出ることになるでしょう。 

 

  

プレイヤーをプレイヤーをプレイヤーをプレイヤーを導導導導くイリスくイリスくイリスくイリス    派手派手派手派手なエフェクトのスキルなエフェクトのスキルなエフェクトのスキルなエフェクトのスキル    

 
 

タイプタイプタイプタイプ別別別別のののの様様様様々々々々なななな戦戦戦戦いいいい方方方方    アクションアクションアクションアクション性性性性のののの高高高高いマップいマップいマップいマップ    



 

 

 

●かわいい衣装やキャラクターがいっぱい 

『ラテール』は、レベル上げやストーリーを追いかけるだけのゲームではありません。戦闘用の武器

や防具だけでなく、ファッションアイテムも充実しています。 このファッションアイテムは、戦闘用のアイ

テムとは別に装備することができるので、ファッションを楽しみつつ戦闘能力を上げることができます。フ

ァッションアイテムは服だけではなく、帽子、ピアス、ブレスレッド、靴、ストッキング、指輪などたくさんの

箇所に装備をすることが可能になっています。 さらに、季節ごとに追加される豊富な限定アイテムや、

髪型や顔を変更できるビューティーショップなど、あなたのコーディネイトしだいで自分のアバターキャラ

クターをより個性的なものにできます。 

 

 
 

ゲームゲームゲームゲーム内内内内にあるファッションショップにあるファッションショップにあるファッションショップにあるファッションショップ    仲間仲間仲間仲間とととと一緒一緒一緒一緒にににに冒険冒険冒険冒険！！！！    

  

たくさんのエモーションたくさんのエモーションたくさんのエモーションたくさんのエモーション    

©2006 Actoz Soft., All rights reserved. ©2006 Gamepot Inc., All rights reserved.  



 

 

株式会社株式会社株式会社株式会社ゲームポットについてゲームポットについてゲームポットについてゲームポットについて 

ゲームポットは 2001 年5 月に設立した、オンラインゲーム等を開発・運営するサービスプロバイダーで、現在、ソネットエンタテインメント

株式会社の連結子会社です。ゲームポットは、他社の追随を許さない高度なゲーム運営ノウハウや、海外開発会社とのリレーションシップ

を擁しており、幅広く展開する戦略的パートナーシップ、ポートフォリオを組み合わせることにより、日本のオンラインゲーム業界のリーダー

としての地位を確立しております。 

さらに詳しい情報は、ゲームポットの各ホームページをご覧下さい。（ http://www.gamepot.co.jp/ ） 

オンラインゲームオンラインゲームオンラインゲームオンラインゲーム    

トキメキファンタジー ラテール http://www.latale.jp/ 

スカッとゴルフ パンヤ    http://www.pangya.jp/    

CABAL ONLINE http://www.cabal.jp/ 

ペーパーマン http://www.paperman.jp/ 

ファンタジーアース ゼロ http://www.fezero.jp/ 

コンチェルトゲート フォルテ http://www.cgf.jp/ 

ブラウザ封神演義 http://buraho.jp/ 

ハウリングソード http://www.hs-online.jp/ 

ウィローズ http://www.weros.jp/ 

メビウスオンライン http://mebius-online.jp/ 

Livly Island COR http://www.livly.com/ 

アヴァロンの鍵ONLINE http://www.avalon-online.jp/ 

アルテイルネット http://www.alteil.jp/ 

THE SHOGUN http://www.theshogun.jp/ 

Wizardry Online http://www.wizardry-online.jp/ 

ソーシャルゲームソーシャルゲームソーシャルゲームソーシャルゲーム 

童話スピリッツ    http://www.gamepot.co.jp/service/socialgame/douwa/ 

狩りとも http://www.gamepot.co.jp/service/socialgame/karitomo/ 

ミニチュアガーデン http://yahoo-mbga.jp/43086316/diary/823168547 

Alteil バトル RPG http://www.alteil.jp/mobile/ 

ネイビーウォーズ http://www.gamepot.co.jp/service/socialgame/navy/ 

わグルま！    http://www.waguruma.jp/ 

青春アカペラ甲子園 全国ハモネプリーグ http://company.gamepot.co.jp/special/hamonepu/ 

    


