
 

 

平成24 年12 月20 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 12121212 月月月月 20202020 日大型アップデート日大型アップデート日大型アップデート日大型アップデート「夕陽の平原」「夕陽の平原」「夕陽の平原」「夕陽の平原」実装！実装！実装！実装！    

さらにさらにさらにさらに記念イベントやキャンペーン記念イベントやキャンペーン記念イベントやキャンペーン記念イベントやキャンペーン多数多数多数多数開催！開催！開催！開催！    お見逃しなく！！お見逃しなく！！お見逃しなく！！お見逃しなく！！    

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、12 月20 日（木）メンテナンスにてアップデートを行います。 

    

大型アップデート大型アップデート大型アップデート大型アップデート「夕陽の平原」「夕陽の平原」「夕陽の平原」「夕陽の平原」実装実装実装実装！！！！！！！！    

    

本日 12 月 20 日（木）メンテナンスにて大型アップデート「夕陽の平原」を実装いたします。また、こ

れを記念し、キャンペーンやイベントを開催いたします！ 

パワーアップした『トキメキファンタジー ラテール』で楽しもう！！ ぜひチェックしてみてください！ 

●夕陽の平原.wmv 

 

    

◇新名誉「リーグ◇新名誉「リーグ◇新名誉「リーグ◇新名誉「リーグ    オブオブオブオブ    モンスターズ」登場！モンスターズ」登場！モンスターズ」登場！モンスターズ」登場！ 

 本日12 月20 日（木）メンテナンス終了後より、新名誉「リーグ「リーグ「リーグ「リーグ    オブオブオブオブ    モンスターズ」モンスターズ」モンスターズ」モンスターズ」が追加されました。 

リーグオブモンスターズはＬｖ100 まで名誉レベルに応じてキャラクター能力値が上昇いたします。 

モンスタータワーロビーに立ち寄るとNPCジェリルが話かけてきて、リーグオブモンスターズに所属（オ

ープン）することが可能！！ リーグオブモンスターズの名誉ポイントはもっとぞくぞく村、モンスタータワもっとぞくぞく村、モンスタータワもっとぞくぞく村、モンスタータワもっとぞくぞく村、モンスタータワ

ーのモンスーのモンスーのモンスーのモンスターターターターを倒すことで獲得が可能となります！ 

    

        



 

 

◇新マップ◇新マップ◇新マップ◇新マップ&&&&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！ 

 

    ～～～～    夕陽の平原夕陽の平原夕陽の平原夕陽の平原    ～～～～  推奨レベル推奨レベル推奨レベル推奨レベル 197197197197 以上以上以上以上 

 

 夕焼けで染まった美しい平原。 

 本来の世界に還ってきた「忘れられた平原」に 

 時が流れ始めます。 

 

 夕陽の平原は忘れられた平原6 のポータルから 

 移動することができます。 

 

    ≪≪≪≪    ”夕陽の平原”クエスト”夕陽の平原”クエスト”夕陽の平原”クエスト”夕陽の平原”クエスト    ≫≫≫≫    

    対象クエストレベル：対象クエストレベル：対象クエストレベル：対象クエストレベル：Lv195Lv195Lv195Lv195～～～～ 

 

 忘れられた平原にいる 

 NPC 帝国エリート遊撃兵、依頼掲示板帝国エリート遊撃兵、依頼掲示板帝国エリート遊撃兵、依頼掲示板帝国エリート遊撃兵、依頼掲示板、 

 夕陽の平原の NPC ギルドボックス（レニ）ギルドボックス（レニ）ギルドボックス（レニ）ギルドボックス（レニ）から 

 新クエストを受けることができます。 

 

 

    ～～～～    もっとぞくぞく村もっとぞくぞく村もっとぞくぞく村もっとぞくぞく村    ～～～～  推奨レベル推奨レベル推奨レベル推奨レベル 160160160160～～～～170170170170 

 

 陰気な墓場、消えない人魂がはびこる村・・・ 

 あの恐怖が再び！もっとぞくぞく村 

 

 もっとぞくぞく村はエリアスのランダム掲示板左側の 

 ポータルから入場することができます。 

 

    ≪≪≪≪    ”もっとぞくぞく村”クエスト”もっとぞくぞく村”クエスト”もっとぞくぞく村”クエスト”もっとぞくぞく村”クエスト    ≫≫≫≫ 

 対象クエストレベル：対象クエストレベル：対象クエストレベル：対象クエストレベル：Lv160Lv160Lv160Lv160～～～～ 

 

 エリアスにいる NPC シズ、ラフィ、指名手配シズ、ラフィ、指名手配シズ、ラフィ、指名手配シズ、ラフィ、指名手配    

    掲示板掲示板掲示板掲示板、もっとぞくぞく村入り口の NPC マリーマリーマリーマリー 

 から新クエストを受けることができます。 

 

    



 

 

◇◇◇◇    新アイテム登場新アイテム登場新アイテム登場新アイテム登場 

  新マップや決闘場で獲得可能な新装備が追加されました。    

    ○○○○    鳳凰バッジ鳳凰バッジ鳳凰バッジ鳳凰バッジ 

    ○○○○    [[[[決闘決闘決闘決闘]]]]レッドジェムレッドジェムレッドジェムレッドジェム    」」」」1111～～～～4444    

            [[[[決闘決闘決闘決闘]]]]イエロージェムイエロージェムイエロージェムイエロージェム    」」」」1111～～～～4444    

            [[[[決闘決闘決闘決闘]]]]ブルージェム」ブルージェム」ブルージェム」ブルージェム」1111～～～～4444    

            [[[[決闘決闘決闘決闘]]]]レインボージェム」レインボージェム」レインボージェム」レインボージェム」    

    

◇システム変更◇システム変更◇システム変更◇システム変更 

    多数の新機能が実装され、ゲームの進行がより便利になりました。 

    ○○○○    アイテム説明ウィンドウリニューアルアイテム説明ウィンドウリニューアルアイテム説明ウィンドウリニューアルアイテム説明ウィンドウリニューアル    

    

アイテムの使用目的や取引可・不可などについてのアイコンが追加され使用用途が分かりやすくなりま

した。また、ショップやアイテムインベントリ内の装備と着用中の装備の能力比較がしやすくなりました。    

        



 

 

○○○○    クエストシステムリニューアルクエストシステムリニューアルクエストシステムリニューアルクエストシステムリニューアル    

                

・発生しているクエストの種類や難易度がアイコンの色によって分かりやすくなりました。 

    

○○○○    その他システムその他システムその他システムその他システム 

・メール一括受取機能や、Ely（ゲーム内通貨）の添付が見やすくなりました。 

・オークション出品期間が時間表示なり、即決価格でソートできる機能を追加いたしました。 

・ダンジョンに入場可能な人数制限の表示が追加されました。 

・連続してエンチャントを行う際、材料の再設置が不要となりました。 

・チャット入力時に TAB キーでパーティーやギルド、ささやきなどのチャットウィンドウの切り替えが

可能になりました。 



 

 

大型アップデート記念イベント・キャンペーン大型アップデート記念イベント・キャンペーン大型アップデート記念イベント・キャンペーン大型アップデート記念イベント・キャンペーン多数多数多数多数開催！開催！開催！開催！ 

本日12 月20 日（木）の大型アップデート実装を記念し、イベント・キャンペーンを同時開催させて頂

きます。内容は盛りだくさん！ ぜひチェックしてみてください！ 

 

■■■■    全ワールドの経験値獲得量・ドロップ率・全ワールドの経験値獲得量・ドロップ率・全ワールドの経験値獲得量・ドロップ率・全ワールドの経験値獲得量・ドロップ率・ElyElyElyEly 獲得量獲得量獲得量獲得量 25%25%25%25%アップ！アップ！アップ！アップ！ 

【開催期間】【開催期間】【開催期間】【開催期間】    

2012201220122012 年年年年12121212 月月月月20202020 日（木）定期メンテナンス日（木）定期メンテナンス日（木）定期メンテナンス日（木）定期メンテナンス終了終了終了終了後後後後    ～～～～2013201320132013 年年年年    1111 月月月月9999 日（水）定期メンテナンス開始前日（水）定期メンテナンス開始前日（水）定期メンテナンス開始前日（水）定期メンテナンス開始前 

  

【イベント内容】【イベント内容】【イベント内容】【イベント内容】 

イベント期間中、全ワールドでモンスターからの経験値獲得量・・・・アイテムドロップ率・・・・Ely 獲得量が 25%

アップします。ぜひチェックしてみてください！ 

 

 

■■■■    大人気の声大人気の声大人気の声大人気の声変変変変わリングやダーツわリングやダーツわリングやダーツわリングやダーツ 1111 等エモーションが等エモーションが等エモーションが等エモーションがダーツアイテムで帰ってきた！ダーツアイテムで帰ってきた！ダーツアイテムで帰ってきた！ダーツアイテムで帰ってきた！ 

【第【第【第【第2222 弾弾弾弾    登場期間】登場期間】登場期間】登場期間】    

2012201220122012 年年年年12121212 月月月月20202020 日（木日（木日（木日（木）定期メンテナンス終了後～）定期メンテナンス終了後～）定期メンテナンス終了後～）定期メンテナンス終了後～    2013201320132013 年年年年1111 月月月月 9999 日（水日（水日（水日（水）定期メンテナンス開始前）定期メンテナンス開始前）定期メンテナンス開始前）定期メンテナンス開始前 

  

第第第第2222 弾！弾！弾！弾！ 

田村ゆかりさんや釘宮理恵さんの声変わリングやダーツ1等 エモーション ＋ シャムネコ衣装セット

などが再登場！ 

今こそ獲得し損ねたあのアイテムを獲得する大チャンス！！ お見逃しなく！ 

    

再登場アイテムなどの詳細は再登場アイテムなどの詳細は再登場アイテムなどの詳細は再登場アイテムなどの詳細はこちらこちらこちらこちらををををご覧くだご覧くだご覧くだご覧くださいさいさいさい

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



 

 

※ダーツ1等アイテムの「2012年度福袋交換券（第2弾）」をベロス都市トキメキ広場のNPCプラチナに持

っていくと、ご希望の 2012 年度福袋第2 弾アイテム交換券と交換してもらえます。 

※「2012 年度福袋交換券」 第1 弾・第2 弾のアイテム交換期限は、2013201320132013 年年年年5555 月月月月1111 日（水）定期メンテナン日（水）定期メンテナン日（水）定期メンテナン日（水）定期メンテナン

ス前までス前までス前までス前までです。 

 

■■■■    アップデート記念！アップデート記念！アップデート記念！アップデート記念！    LPLPLPLP チャージでグッズチャージでグッズチャージでグッズチャージでグッズ GETGETGETGET キャンペーン！キャンペーン！キャンペーン！キャンペーン！ 

 

【開催期間】【開催期間】【開催期間】【開催期間】    

2012201220122012 年年年年12121212 月月月月20202020 日（木）定期メンテナンス日（木）定期メンテナンス日（木）定期メンテナンス日（木）定期メンテナンス終了終了終了終了後後後後    ～～～～2013201320132013 年年年年    1111 月月月月 16161616 日（水）定期メンテナンス開始前日（水）定期メンテナンス開始前日（水）定期メンテナンス開始前日（水）定期メンテナンス開始前 

    

本日より実装されました『夕日の平原アップデート』を記念として 2 大『LP チャージキャンペーン』を実施い

たします！ お得なチャンスをお見逃しなく！！ 

【キャンペーン内容】【キャンペーン内容】【キャンペーン内容】【キャンペーン内容】    

・・・・そのそのそのその 1111    

キャンペーン期間中、300LP 以上一括チャージをしていただいた方、もれなく全員にゲーム内アイテム

「蝶々ツインリボン」をプレゼントします！  

 

※配布は 2013 年1 月23 日（水）のメンテナンス時を予定しております。 

 

    



 

 

・・・・そのそのそのその 2222 

キャンペーン期間中に 500LP、1000LP を一括チャージして頂いた方の中から抽選で 300 名の方にラテー

ルオリジナルグッズ「ブラウニーブランケット 1 個」をプレゼントいたします！ 

※キャンペーンにご参加頂くには、チャージ後、応募ボタンを押して頂く必要があります。  

 

応募ボタンは応募ボタンは応募ボタンは応募ボタンはこちらこちらこちらこちら    

http://www.latale.jp/event/2012winterlpcp/http://www.latale.jp/event/2012winterlpcp/http://www.latale.jp/event/2012winterlpcp/http://www.latale.jp/event/2012winterlpcp/    

 

※写真と現物は色味が若干異なる場合がございます。 

    

 

■■■■    あのほっぺあのほっぺあのほっぺあのほっぺがががが LPLPLPLP ショップに登場！ショップに登場！ショップに登場！ショップに登場！ 

冬の寒さでもあったかい気持ちになれる「赤ほっぺ」メイクが登場！！ 寒い冬も「赤ほっぺ」メイクで

乗り切ろう！ ぜひ、チェックしてみてください！    



 

 

■■■■    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期間限定のクエスト「ベリーさんのお願い 51515151」更新！」更新！」更新！」更新！ 

【開催期間】【開催期間】【開催期間】【開催期間】    

2012201220122012 年年年年12121212 月月月月20202020 日（木日（木日（木日（木）定期メンテナンス終了後）定期メンテナンス終了後）定期メンテナンス終了後）定期メンテナンス終了後    ～～～～    2013201320132013 年年年年1111 月月月月23232323 日（水）日（水）日（水）日（水）定定定定期期期期メンテナンス開始前メンテナンス開始前メンテナンス開始前メンテナンス開始前 

 

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」をドロップいたします。 

 

※トキメキボックスはエリアスの 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。 

※12 月20 日（木）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 50」に変更しております。 

 

ベリーさんの依頼をクリアして、レア装備アイテムを GET しよう！ 

 

詳しくは、詳しくは、詳しくは、詳しくは、トキメキボックス詳細ページトキメキボックス詳細ページトキメキボックス詳細ページトキメキボックス詳細ページをご覧ください。をご覧ください。をご覧ください。をご覧ください。    

http://www.latale.jp/intro_box.aspxhttp://www.latale.jp/intro_box.aspxhttp://www.latale.jp/intro_box.aspxhttp://www.latale.jp/intro_box.aspx    

    

                            

    

    



 

 

 

■■■■    LAT48LAT48LAT48LAT48 の投票期間が終了！の投票期間が終了！の投票期間が終了！の投票期間が終了！

応募総数3,000 人の中から選ばれる 48 人は誰だ！？2012 年12 月26 日（木）の投票結果の発表を

お楽しみに！    

 

LAT48 とは・・・ 

ラテールが大好きな方、ラテールの魅力をもっとアピールしたい方が投稿されたゲーム内キャラクタ

ーのスクリーンショットからユーザー投票によりルビー、サファイア、エメラルドの各ワールドからそ

れぞれ 16 名、合計48 名の選ばれたラテールの世界のアイドルです！ 

 

LAT48LAT48LAT48LAT48 のののの詳細は詳細は詳細は詳細はこちらこちらこちらこちらをご覧ください。をご覧ください。をご覧ください。をご覧ください。    

http://www.latale.jp/notice/notice_eventview.aspx?seq=362http://www.latale.jp/notice/notice_eventview.aspx?seq=362http://www.latale.jp/notice/notice_eventview.aspx?seq=362http://www.latale.jp/notice/notice_eventview.aspx?seq=362    

候補者の一部をご紹介！ 

※無作為に選出しておりますので投票結果とは無関係です。 



 

 

【ルビーワールド】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【サファイヤワールド】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

【エメラルドワールド】 

 

 



 

 

    

『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。 
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