
 

 

平成25 年2 月21 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』ついについについについに 4444 次職の次職の次職の次職の職業名など新情報公開！！職業名など新情報公開！！職業名など新情報公開！！職業名など新情報公開！！    

さらにさらにさらにさらに 4444 次職実装に備えたイベントや新ファッションアイテム登場と内容次職実装に備えたイベントや新ファッションアイテム登場と内容次職実装に備えたイベントや新ファッションアイテム登場と内容次職実装に備えたイベントや新ファッションアイテム登場と内容盛りだくさん！！盛りだくさん！！盛りだくさん！！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、2 月20 日（水）にアップデートを行いました。    

    

    

新情報が続々公開！！新情報が続々公開！！新情報が続々公開！！新情報が続々公開！！    「「「「4444 次職特設サイト」更新！次職特設サイト」更新！次職特設サイト」更新！次職特設サイト」更新！

    

2 月20 日（水）定期メンテナンスにて、4 次職の特設サイトを更新いたしました。 

4次職になるための条件、職業名、特性など、魅力的な情報が盛りだくさんです！ 今後も4次職に関連

する情報は随時更新されますので、チェックをお忘れなく！ 

 

また、4 次職の実装に向けたイベントを次々に紹介していく「4 次職実装に備えよう！イベントロードマッ

プ」も公開！ 

イベント情報が先行公開されますので、こちらもぜひチェックしてみてください！！ 

    

    

4444 次職特設サイトは次職特設サイトは次職特設サイトは次職特設サイトは下記下記下記下記 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://www.latale.jp/update/4thclass/http://www.latale.jp/update/4thclass/http://www.latale.jp/update/4thclass/http://www.latale.jp/update/4thclass/    

    

4444 次職イベントロードマップは次職イベントロードマップは次職イベントロードマップは次職イベントロードマップは下記下記下記下記 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://www.latale.jp/http://www.latale.jp/http://www.latale.jp/http://www.latale.jp/eventeventeventevent////20130220/20130220/20130220/20130220/    

    



 

 

期間延長期間延長期間延長期間延長！！！！！！！！    レベルダウンエンチャントレベルダウンエンチャントレベルダウンエンチャントレベルダウンエンチャント 50505050％引き！％引き！％引き！％引き！    

 

好評につき、2 月 6 日（水）定期メンテナンス終了後より開催中の本イベントを 3 月 6 日（水）定期メ

ンテナンス開始前まで期間延長いたします。期間中はレベルダウンエンチャントに必要なELYがほぼ

50％OFF となっております！ 

 制限レベルの高い武器を装備できる絶好の機会です！ ぜひ、このチャンスをお見逃しなく！！ 

 

【開催期間】 

2013 年2 月6 日（水）定期メンテナンス後 ～2013 年3 月6 日（水）定期メンテナンス開始前 

 

【レベルダウンエンチャントとは】 

装備ごとに設定されている制限レベル(装備可能レベル)を、ELY の消費と引き換えに 引き下げられる機

能です。 

 



 

 

初めての初めての初めての初めての LPLPLPLP チャージでボーナスチャージでボーナスチャージでボーナスチャージでボーナス GETGETGETGET！！！！    

 

2 月 20 日（水）メンテナンス終了後から 3 月 6 日（水）定期メンテナンス開始前までの期間中、過去

にLPチャージを行ったことがなく、キャンペーン期間内に初めてLPチャージを50LP以上された方にはも

れなく 20LP をプレゼントいたします！！ 

初めての LP チャージでボーナス GET のチャンスです！ ぜひ、お得なこの機会をご活用ください！ 

 

【開催期間】 

2013 年2 月20 日（水）定期メンテナンス終了後～3 月6 日（水）定期メンテナンス開始前 

 

【LP 配布日】  

 2013年2月20日（水）定期メンテナンス終了後～2月27日（水）定期メンテナンス前にチャージされた方 

  →2 月27 日（水）定期メンテナンス時に配布 

 

 2013 年2 月27 日（水）定期メンテナンス終了後～3 月6 日（水）定期メンテナンス前にチャージされた方 

  →3 月6 日（水）定期メンテナンス時に配布 

 

※プレゼントは 1 アカウントにつき 1 回のみのプレゼントとなります。 

※LP はチャージ・配布より 6 ヶ月間有効です。 

 有効期間は公式サイト上部のメニュー「サポート」→「LP 利用履歴」のメニューへログインすると 

 確認が可能です。 

 

        



 

 

第第第第 6666 弾！弾！弾！弾！    大人気の声変わリングや衣装セット交換券がダーツアイテムで帰ってきた！大人気の声変わリングや衣装セット交換券がダーツアイテムで帰ってきた！大人気の声変わリングや衣装セット交換券がダーツアイテムで帰ってきた！大人気の声変わリングや衣装セット交換券がダーツアイテムで帰ってきた！    

 

2 月 20 日（水）メンテナンス終了後から 3 月6 日（水）定期メンテナンス開始前までの期間中、大人

気の声変わリングや衣装セット交換券がダーツアイテムで帰ってきます！  

今回の福袋には、声変わリング[子安武人 2](男) や声変わリング[沢城みゆき 2](女) などエモーション

やアクションなどが、もっと素敵になるアイテムが再登場！ 

さらに、白髪狼耳が可愛い桜狼衣装セット交換券や、一目で分かるほど目立てる、ムーウェン衣装セット

交換券も復活いたします！ 

 

  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！！ 

 

【第6 弾 登場期間】 

2013 年2 月20 日（水）定期メンテナンス終了後～2013 年 3 月6 日（水）定期メンテナンス開始前 

 

【注意事項】 

※ダーツ 1 等アイテムの「2012 年度福袋交換券（第5 弾・第6 弾）」をベロス都市トキメキ広場の NPC ソレ

イユに持っていくと、ご希望の 2012 年度福袋第5 弾・第6 弾アイテム交換券と交換してもらえます。 

 

※ダーツ1等アイテムの「2012年度福袋交換券（第１弾～第4弾）」は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１弾～第4 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6弾のアイテム交換期限は、2013 年5 月1 日（水）定期メンテナン

ス前までです。 

 

第第第第6666 弾弾弾弾    福袋交換券のアイテム詳細福袋交換券のアイテム詳細福袋交換券のアイテム詳細福袋交換券のアイテム詳細については下記については下記については下記については下記URLURLURLURL よりご確認くださいよりご確認くださいよりご確認くださいよりご確認ください    

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    

    

 

 



 

 

新新新新LPLPLPLP ファッションアイテムに「ファッショナブル衣装セット」が登場！ファッションアイテムに「ファッショナブル衣装セット」が登場！ファッションアイテムに「ファッショナブル衣装セット」が登場！ファッションアイテムに「ファッショナブル衣装セット」が登場！    

 

2 月20 日（水）メンテナンス終了後より、カジュアルに決まる、ラフなスタイルながら個性的でおしゃれ

な「ファッショナブル衣装」が登場いたします。 

髪型の変化が楽しめるニット帽が特にイチオシです！ 

一味違うおしゃれファッションでラテールの世界を駆け抜けよう！  

 

 

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 53535353」更新！」更新！」更新！」更新！    

    

2 月 20 日（水）メンテナンス終了後より、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 GET しよう！ 

 

【開催期間】 

2013 年2 月20 日（水）定期メンテナンス終了後～2013 年 3 月6 日（水）定期メンテナンス開始前 

 

※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。 

 

※2 月 20 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 52」に変更しております。 

 

ベリーさんのお願いベリーさんのお願いベリーさんのお願いベリーさんのお願い 53535353 の詳細は下記の詳細は下記の詳細は下記の詳細は下記 URLURLURLURL よりご確認くださいよりご確認くださいよりご確認くださいよりご確認ください    

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

    

    

    

    



 

 

『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    

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

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/ 

メビウスオンライン http://mebius-online.jp/ 

トリックスター http://www.trickster.jp/ 

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

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

幕末魂 http://bakuspirits.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（R）-魔法のﾄﾗﾝﾌﾟ- http://company.gamepot.co.jp/special/douwa2/ 

童話スピリッツ-海と空の島々- http://company.gamepot.co.jp/special/douwa3/ 

狩りとも http://company.gamepot.co.jp/special/karitomo/ 

わグルま！    http://www.waguruma.jp/ 

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/ 

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

蒼穹ドラゴンギルド http://pf.mbga.jp/12010535 

スマートフォンアプリスマートフォンアプリスマートフォンアプリスマートフォンアプリ 

ゆるロボ製作所 http://yururobo.jp 

ゆるロボ製作所ふぃーばー http://yururobo.jp 

 


