
 

 

平成24 年8 月29 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』    

キャラクター読み込みシステムのキャラクター読み込みシステムのキャラクター読み込みシステムのキャラクター読み込みシステムのアップデートアップデートアップデートアップデート、、、、    9999 月月月月 29292929 日（土）オフラインイベント日（土）オフラインイベント日（土）オフラインイベント日（土）オフラインイベント

「「「「LATALE PARTY 2012LATALE PARTY 2012LATALE PARTY 2012LATALE PARTY 2012」」」」開催開催開催開催発表発表発表発表！！！！！！！！    

 

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、、8 月 29 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。また、9 月

29 日（土）オフラインイベントを開催することをお知らせいたします。 

    

キャラクター読み込み時の処理を変更キャラクター読み込み時の処理を変更キャラクター読み込み時の処理を変更キャラクター読み込み時の処理を変更    
 

 キャラクターを読み込む際の処理が大きくなる問題を本日、8月29日（水）定期メンテナンス時に、改善い

たしました。 

今後も継続的に操作性の改善に繋がるシステムの検討は随時行ってまいります。 

ご利用の皆様には長期にわたりご迷惑をおかけして、誠に申し訳ございません。    

    

9999 月月月月 29292929 日（土）オフラインイベント「日（土）オフラインイベント「日（土）オフラインイベント「日（土）オフラインイベント「LATALE PARTY 2012LATALE PARTY 2012LATALE PARTY 2012LATALE PARTY 2012」」」」開催！！開催！！開催！！開催！！    

    

来る、9 月29 日（土）オフラインイベント「LATALE PARTY 2012」を開催いたします。 

ぱんともんきちが「らてあんぎゃ」で皆さまから受け取った気持ちにお礼になるようなことをしたい

と準備してきたイベントです。ぜひ、遊びにきてください！ 

 



 

 

「「「「LATALE PARTY LATALE PARTY LATALE PARTY LATALE PARTY     2012 2012 2012 2012 」」」」概要概要概要概要    

【開催日時】【開催日時】【開催日時】【開催日時】    

2012 年9 月29 日（土）11：00 開場、17：30 終了予定 

    

【開催場所】【開催場所】【開催場所】【開催場所】    

パシフィコ橫浜会議センター3F 

（http://www.pacifico.co.jp/） 

 

【入場料】【入場料】【入場料】【入場料】    

無料（ただし、「入場チケット（無料）」が必要となります。） 

 

【入場チケット申し込み方法】【入場チケット申し込み方法】【入場チケット申し込み方法】【入場チケット申し込み方法】    

特設サイトよりお申込みください 

http://www.latale.jp/event/lataleparty2012/【注意事項】【注意事項】【注意事項】【注意事項】    

※ 入場可能人数に上限があるため、イベントへの参加には「入場チケット（無料）」「入場チケット（無料）」「入場チケット（無料）」「入場チケット（無料）」が 必要です。なおグ

ッズ販売にもチケットが必要となっております。 

※「入場チケット」は特設サイト 1 人もしくは 2 人でのお申し込みを 

受け付けております。 

※ 入場チケットお申込みは 2012201220122012 年年年年8888 月月月月29292929 日（水）定期メンテナンス後～日（水）定期メンテナンス後～日（水）定期メンテナンス後～日（水）定期メンテナンス後～9999 月月月月12121212 日（水）定期メンテナンス日（水）定期メンテナンス日（水）定期メンテナンス日（水）定期メンテナンス

前前前前までにお願いいたします。 

※ 入場チケットのお申込みが多数の場合、誠に勝手ながら抽選とさせていただきます。お申し込みは、

お一人様、一度までとさせていただきます。複数アカウントでのお申し込みと判断した場合、抽選対象

から除外させていただく場合がございます。 （お申し込み期間中の人数変更は可能です。） 

※ 入場チケットの抽選結果の発表は 2012201220122012 年年年年9999 月月月月 14141414 日（金）日（金）日（金）日（金）を予定しております。 

ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。 

 

【イベント内容】【イベント内容】【イベント内容】【イベント内容】    

■らてあんぎゃふぁいなるらてあんぎゃふぁいなるらてあんぎゃふぁいなるらてあんぎゃふぁいなる 

運営スタッフぱんと、もんきちが先着 166 名様に「らてあんぎゃオリジナル T シャツ」と「プリリンヘッドフォ

ン（ゲーム内アイテム）シリアル付き名刺」をお配りします！ また、全国から集まった仲間が色紙に書いて

くれたメッセージも一挙展示！ 

 

 



 

 

■らてらじ■らてらじ■らてらじ■らてらじ 2222    

らてらじ 2 パーソナリティの榊原ゆいさんとぱんともんきちでお送りするニコニコ生放送「らてらじ 2」。今回

はラテールパーティ会場での公開生放送です！ 

 
 

■来場特典■来場特典■来場特典■来場特典    

 ・ファッション衣装シリアルカード・ファッション衣装シリアルカード・ファッション衣装シリアルカード・ファッション衣装シリアルカード    

ゲーム内で使える「Latale Party 2012 オリジナルアイテム 2 種」のシリアルカードをプレゼント！

とってもかわいい「レッサーパンダマント」とまぼろしの？「ヘッドホン」のシリアルが記載されて

います。お楽しみに！！ 

※レッサーパンダマントはマント、ヘッドホンは頭の衣装装備です。  

  

 
    ・・・・Latale Party 2012 Selection Original Sound TrackLatale Party 2012 Selection Original Sound TrackLatale Party 2012 Selection Original Sound TrackLatale Party 2012 Selection Original Sound Track    

   スタッフ厳選のラテールオリジナル・サウンドトラックをプレゼント！ 

        ※音質はゲーム内と同等のものとなります。  

 

 

 

 

    

    

    

    



 

 

■グッズ販売■グッズ販売■グッズ販売■グッズ販売    

初出のトキメキグッズが盛りだくさん！ ご期待ください！！ 

 

 3333 次職タンブラー【限定】次職タンブラー【限定】次職タンブラー【限定】次職タンブラー【限定】101010100000 個個個個    1,5001,5001,5001,500 円円円円    

 

プリリントートバッグ【限定】プリリントートバッグ【限定】プリリントートバッグ【限定】プリリントートバッグ【限定】150150150150 個個個個    800800800800 円円円円    

        

        

プリリンぱらぱらノート【限定】プリリンぱらぱらノート【限定】プリリンぱらぱらノート【限定】プリリンぱらぱらノート【限定】200200200200 個個個個    400400400400 円円円円    

        
    

クリアファイル（イリス＆リトルフレンズ）【限定】クリアファイル（イリス＆リトルフレンズ）【限定】クリアファイル（イリス＆リトルフレンズ）【限定】クリアファイル（イリス＆リトルフレンズ）【限定】500500500500 個個個個    300300300300 円円円円    

            

    



 

 

クリアファイル（クリアファイル（クリアファイル（クリアファイル（2222ndndndnd    SeasonSeasonSeasonSeason）【限定】）【限定】）【限定】）【限定】500500500500 個個個個    300300300300 円円円円    

  
 

    

『『『『LATALE PARTY 2012LATALE PARTY 2012LATALE PARTY 2012LATALE PARTY 2012』について詳しくは下記』について詳しくは下記』について詳しくは下記』について詳しくは下記 URLURLURLURL をご覧ください！をご覧ください！をご覧ください！をご覧ください！    

≪≪≪≪http://whttp://whttp://whttp://www.latale.jp/event/lataleparty2012/ww.latale.jp/event/lataleparty2012/ww.latale.jp/event/lataleparty2012/ww.latale.jp/event/lataleparty2012/≫≫≫≫ 



 

 

『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。 

 

  

ゲームゲームゲームゲーム内にあるファッションショップ内にあるファッションショップ内にあるファッションショップ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/ 

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

メビウスオンライン http://mebius-online.jp/ 

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

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

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

トリックスター http://www.trickster.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/ 

わグルま！    http://www.waguruma.jp/ 

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/ 

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

萌妖★クライシス http://company.gamepot.co.jp/special/moeyou/ 

 


