
 

 

平成24 年7 月25 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』大型アップデート実施！大型アップデート実施！大型アップデート実施！大型アップデート実施！    

久しぶりにカムバックされる方にはパワーアップした装備をプレゼント久しぶりにカムバックされる方にはパワーアップした装備をプレゼント久しぶりにカムバックされる方にはパワーアップした装備をプレゼント久しぶりにカムバックされる方にはパワーアップした装備をプレゼント    

期間限定イベント開催や新衣装登場とイベント盛りだくさん！期間限定イベント開催や新衣装登場とイベント盛りだくさん！期間限定イベント開催や新衣装登場とイベント盛りだくさん！期間限定イベント開催や新衣装登場とイベント盛りだくさん！    

 

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、7 月25 日（水）定期メンテナンスにてアップデートをいたしました。  

    

大型アップデート「星のドワーフ倉庫」大型アップデート「星のドワーフ倉庫」大型アップデート「星のドワーフ倉庫」大型アップデート「星のドワーフ倉庫」実装実装実装実装！！！！    

 

本日7月25日(水)定期メンテナンス終了後より、大型アップデート「星のドワーフ倉庫」を実装いたしまし

た。 

全サブクラスのスキル能力・利便性向上などの調整や、新たなマップ、クエスト、アイテム図鑑、クイズ

などの追加や、様々な便利機能の追加がされました。 

久しぶりにラテールにカムバックされる方には期間限定のパワーアップした装備をプレゼント！ また、

スキルリセット無料などの期間限定イベントや新ファッションアイテムの販売も開始いたしました。 

ぜひこの機会にラテールをお楽しみください！ 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

    

＜大型アップデート内容＜大型アップデート内容＜大型アップデート内容＜大型アップデート内容紹介紹介紹介紹介＞＞＞＞    

・バランス調整・バランス調整・バランス調整・バランス調整    

全サブクラスにおいて、スキル能力・利便性の向上・習得に必要なスキルポイントの減少、新スキル追

加などの調整を行いました。 

また、一部のメインクラスにおいてもバランス調整を行っております。 

 

詳細については下記URL をご覧ください 

http://www.latale.jp/notice/notice_newsview.aspx?seq=1343 

 

・新マップ追加・新マップ追加・新マップ追加・新マップ追加！！！！    

新マップ「星のドワーフ倉庫」が登場！ 推奨レベル 180 以上です。 

「星のドワーフ倉庫」へは、シルバーブランチ邸宅から移動が可能です。 

 

・新クエスト追加・新クエスト追加・新クエスト追加・新クエスト追加！！！！    

    

星のドワーフ倉庫クエスト 対象クエストレベル：Lv177

～ 

星のドワーフ倉庫にいるタフィから 新クエ

ストを受ける事ができます 

シルバーブランチ邸宅クエスト 対象クエストレベル：Lv177

～  

タフィ、ガフィ、依頼掲示板から名誉ポイント

などを獲得できる新クエストを受ける事がで

きます。 

 

また、エリアスにあるランダムクエスト掲示板から受けられる一部クエストの報酬に名誉ポイントを追加いたし

ました。 

 

・・・・新アイテム図鑑追加！新アイテム図鑑追加！新アイテム図鑑追加！新アイテム図鑑追加！    

新しく 5 種類のアイテムが「アイテム図鑑」に登録できるようになりました！ 

    

アイテム名アイテム名アイテム名アイテム名    登録成功後の効果登録成功後の効果登録成功後の効果登録成功後の効果    

切れたカーバンクルの毛 体力 +2 

キュウキの人形 体力 +4 

水晶炭鉱 入場許可証（3 時間） 物理/魔法ターゲット防御力減少+1 

DS コイン 物理/魔法クリティカルダメージ +2% 

虹パプリカ 物理/魔法クリティカル確率+1% 

    

・・・・インターフェースリニューアル！インターフェースリニューアル！インターフェースリニューアル！インターフェースリニューアル！    

下記のインターフェースがより見やすく、使いやすくなりました。ぜひ、便利になったそれぞれのイン

ターフェースをご確認ください！ 

    

○ウェイポイント 

ウェイポイントウィンドウがパワーアップ！各地域の保存した碑石や石塔などがより見やすく便利に！ 

 

○ショップ 

 ショップに購入総額の表示機能やヘルプ等を追加いたしました！ 



 

 

    

○取引 

取引の機能がパワーアップ！一度に取引交換可能な個数が4個から6個に増加！更にウインドウの位置

が自動調整されて見やすくなりました。 

 

○パーティー、クエストミニウィンドウ  

パーティーウィンドウ及びクエストのミニウィンドウを縮小できるようになりました。 

 

・・・・その他のアップデート内容！その他のアップデート内容！その他のアップデート内容！その他のアップデート内容！    

○ 各職業の必殺スキルを覚える際に 「必殺スキル習得書」を所持していなくても 習得できるよう変更

いたしました。 

○ 1 スロットのアイテム（LP アイテムを含む）上限数が 99 個から 300 個に拡張いたしました。 

○ クイズに新しい問題を追加いたしました。 

 

 

アップデート内容の詳細については下記URL をご覧ください 

http://www.latale.jp/notice/notice_updateview.aspx?seq=676 

 

 

体力の防具セットをプレゼント！体力の防具セットをプレゼント！体力の防具セットをプレゼント！体力の防具セットをプレゼント！    期間限定キャンペーン開催！期間限定キャンペーン開催！期間限定キャンペーン開催！期間限定キャンペーン開催！    

 

 

本日7月25日（水）定期メンテナンス終了後から、8月29日（水）定期メンテナンス開始前までの期

間中、6 月27 日（水）定期メンテナンス以降にログインされていないアカウントをお持ちの方を対象に

体力のコロシアム防具が少しパワーアップした防具セットを期間限定でプレゼントいたします。本防

具セットは使用期間が 30 日間に限定されております。 

ぜひ、このチャンスをお見逃しなく！ 

 

＜獲得可能対象者＞ 

6 月27 日（水）定期メンテナンス以降にログインされていないアカウント 

 

＜配布アイテム＞ 

・【期間限定】体力のヘルム 

・【期間限定】体力のプレート 

・【期間限定】体力のクリップ 

・【期間限定】体力のガントレット 

・【期間限定】体力のブーツ 

 

 



 

 

【注意事項】 

※クーポン番号は 1 アカウントにつき 1 度しか使用できません。 

※プレゼントは全ワールド共通で、受け取った後は他のワールドに移動することはできません。 

※本クーポン番号、「スペシャル防具交換券」は 8 月29 日（水）定期メンテナンス以降、使用できなくなり

ます。 

※本アイテムはエンチャント、強化をすることができません。 

 

キャンペーンの詳細につきましては、下記URL よりご確認ください 

http://www.latale.jp/notice/notice_newsview.aspx?seq=1339 

    

スキルリセット無料ベント実施スキルリセット無料ベント実施スキルリセット無料ベント実施スキルリセット無料ベント実施！！！！    

 

 

本日7月25日（水）定期メンテナンス終了後から、8月22日（水）定期メンテナンス開始前までの期

間中、エリアスにいるイベントNPC シゲオから「高級スキルリセット本（15日間）」を獲得することができ

ます。 

 ぜひ、この機会に様々なスキルをお試しください！ 

 

 

大型ア大型ア大型ア大型アップデート記念イベント開催！ップデート記念イベント開催！ップデート記念イベント開催！ップデート記念イベント開催！    

 

本日7 月25 日（水）定期メンテナンス終了後から、8 月8 日（水）定期メンテナンス開始前までの期

間中、ベロスにいるイベント NPC タフィから、アップデートイベント記念クエストを受けることができます。   

イベントアイテム「流れ星のかけら」を集めてタフィにもっていくと様々なアイテムを獲得することができ

ます。 

この機会にたくさんアイテムをゲットしてみてください！ 

 

詳細につきましては下記URL をご覧ください。 

http://www.latale.jp/notice/notice_eventview.aspx?seq=317 

 

 



 

 

期間限定のクエスト「ベリーさんのお願い期間限定のクエスト「ベリーさんのお願い期間限定のクエスト「ベリーさんのお願い期間限定のクエスト「ベリーさんのお願い 46464646」を更新！」を更新！」を更新！」を更新！    

 

本日7月25日（水）定期メンテナンス終了後から、8月22日（水）定期メンテナンス開始前までの期

間中、一部のマップ、モンスターを除く全モンスターが、ベリーさんが欲しがっているアイテムの入った「ト

キメキボックス」をドロップします。 

 ベリーさんの依頼をクリアして、レア装備アイテムを手に入れてみてください！ 

※ トキメキボックスはベロスにいる NPC「エステル」、および LP ショップから 購入できる「トキメキの鍵」

を使って開けることができます。  

※ 7 月25 日（水）定期メンテナンス以前の「トキメキボックス」は、 同メンテナンス時にアイテム「古いボッ

クス 45」に変更しております。 

詳しくは、＜トキメキボックス詳細ページ＞をご覧ください。 

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

 

 

新衣装セット登場！新衣装セット登場！新衣装セット登場！新衣装セット登場！    

 

本日7 月25 日（水）定期メンテナンス終了後から、LP ショップに新衣装「メカニカルヒーロー衣装セッ

ト」が登場いたします。 

銀色のとてもメカニカルな衣装です。ぜひ、「メカニカルヒーロー衣装セット」を身につけて、ヒーロー気

分を満喫してみてください！ 

 

 

 



 

 

『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』についてラテール』についてラテール』についてラテール』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。 

 

  

プレイヤーを導くイリスプレイヤーを導くイリスプレイヤーを導くイリスプレイヤーを導くイリス    派手なエフェクトのスキル派手なエフェクトのスキル派手なエフェクトのスキル派手なエフェクトのスキル    

  

タイプ別の様々な戦い方タイプ別の様々な戦い方タイプ別の様々な戦い方タイプ別の様々な戦い方    アクション性の高いマップアクション性の高いマップアクション性の高いマップアクション性の高いマップ    



 

 

 

●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。 

 

  

ゲーム内にあるファッションショップゲーム内にあるファッションショップゲーム内にあるファッションショップゲーム内にあるファッションショップ    仲間と一緒に冒険！仲間と一緒に冒険！仲間と一緒に冒険！仲間と一緒に冒険！    

  
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.  



 

 

株式会社ゲームポットについて株式会社ゲームポットについて株式会社ゲームポットについて株式会社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/ 

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/ 

お宝発掘 ホリキング http://horiking.jp/entrance/ 

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/ 

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/ 

ワイルドレーシング MAX http://company.gamepot.co.jp/special/wrmax/ 

バトルゴルフ パンヤ http://company.gamepot.co.jp/special/battlegolfpangya/ 

童話スピリッツ（R）-魔法のﾄﾗﾝﾌﾟ- http://company.gamepot.co.jp/special/douwa2/ 

ゾンビハンターズ by 狩りとも http://company.gamepot.co.jp/special/zombie 

ラテール イリス物語 http://www.latale.jp/smartphone/index.html 

特殊戦隊クロニクル http://tksc.docs.social-games.jp/support/gp_tksc/index.html 

戦姫★クライシス＠アクエリアンエイジ http://company.gamepot.co.jp/special/senki/ 

星戦サザンクロス http://company.gamepot.co.jp/special/southerncross/ 

ゆるロボ製作所 http://company.gamepot.co.jp/social/yururobo/ 

 


