
 

 

平成25 年4 月24 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 次職実装次職実装次職実装次職実装！！！！！！！！    

さらにさらにさらにさらに新マップ、新モンスター、新クエスト登場と新マップ、新モンスター、新クエスト登場と新マップ、新モンスター、新クエスト登場と新マップ、新モンスター、新クエスト登場と新たな新たな新たな新たな魅力が盛りだくさん！！魅力が盛りだくさん！！魅力が盛りだくさん！！魅力が盛りだくさん！！    

 

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、4 月24 日（水）に大型アップデートを行います。    

    

    

待望の待望の待望の待望の 4444 次職次職次職次職ついについについについに実装！！実装！！実装！！実装！！    

    
    

本日4 月24 日（水）定期メンテナンスにて、待望の 4 次職を実装いたします！！ さらに本日より 4 次職

実装を記念したイベントやキャンペーンなどを同時開催！！ 

この機会をお見逃しなく！！ 

    



 

 

    

    

    

4444 次職の詳細は次職の詳細は次職の詳細は次職の詳細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/    

    



 

 

新マップ新マップ新マップ新マップ「漂流都市」「漂流都市」「漂流都市」「漂流都市」登場登場登場登場！！！！！！！！    

本日4 月24 日（水）定期メンテナンス終了後より新マップが登場いたします！！ 

今回の新マップ、「漂流都市」はプレイヤーが転職をするための舞台です。 

プレイヤーはギルド連合の要請を受け、この都市で遭難した調査隊員たちの探索をします。 

思いもよらなかった人物たちと再会し、真実の１つに触れることになるでしょう。 

漂流都市へは、無限回廊から大空号に乗って移動することができます。 

 

～ 漂流都市 ～ 

推奨レベル 170 以上 

 

    

～ イミル研究所 ～ 

 漂流都市の中で発見された、謎の研究所 

 

推奨レベル 190 以上 

    



 

 

    

新モンスターも続々登場！！新モンスターも続々登場！！新モンスターも続々登場！！新モンスターも続々登場！！    

 

4 月24 日（水）定期メンテナンス終了後より新モンスターも登場いたします！ 

漂流都市のモンスターの多くはプレイヤーが既に知っているような姿や名前をしています。 

果たしてその理由とは・・・ 

 

 

    さらに新クエストも追加！！さらに新クエストも追加！！さらに新クエストも追加！！さらに新クエストも追加！！        

    

4月24日（水）定期メンテナンス終了後より新クエストも追加いたします。漂流都市にいるNPCミュラ

ー、NPC アニス、依頼掲示板から新クエストを受けることができます。 

ぜひ、チェックしてみてください！！ 

    

NPCNPCNPCNPC ミュラーミュラーミュラーミュラー                                                NPCNPCNPCNPC アニスアニスアニスアニス    



 

 

新システムも要チェック！！新システムも要チェック！！新システムも要チェック！！新システムも要チェック！！    

4 月24日（水）定期メンテナンス終了後より新システムも実装いたします。4次職実装に合わせ、よ

り楽しみやすくなった『トキメキファンタジー ラテール』をお楽しみください！！ 

 

○○○○    封印システム封印システム封印システム封印システム    

今までの取引ができず倉庫にも預けることができなかったアイテムが 

アイテム【封印の鍵】を使用し封印することで 

取引や倉庫への預け入れが行えるようになります。 

    

    

○○○○    2222 段ジャンプ段ジャンプ段ジャンプ段ジャンプ    

キャラクターがジャンプ中に再度、ジャンプボタンを押すと 2 段ジャンプすることができます。 

・メインクラスは 4 次転職クエスト完了後、習得いたします。 

・サブクラスは、レベル 170 になると習得いたします。 

 

 



 

 

○○○○    ギルドシステムリニューアルギルドシステムリニューアルギルドシステムリニューアルギルドシステムリニューアル    

・ギルドタイプ変更システム 

ギルドタイプを変更することができるようになりました。 

「ギルドタイプ変更券」は、LP ショップにて販売しております。 

 

 

・ギルドメンバーの最終ログイン日を確認できる「最終ログイン」項目を追加いたしました。 

 

○○○○    キャラクタースロットの上限をキャラクタースロットの上限をキャラクタースロットの上限をキャラクタースロットの上限を 6666 個へ拡張個へ拡張個へ拡張個へ拡張    

LPアイテム【キャラクタースロットカード】を使用すると使用したワールドのキャラクタースロットが拡張さ

れます。スロットは最大6 まで拡張することができます。 

 

○○○○    新モンスター図鑑を新モンスター図鑑を新モンスター図鑑を新モンスター図鑑を 15151515 種類追加種類追加種類追加種類追加    

○○○○    新アイテム図鑑を新アイテム図鑑を新アイテム図鑑を新アイテム図鑑を 4444 種類追加種類追加種類追加種類追加    

 

○「不屈の魂」を○「不屈の魂」を○「不屈の魂」を○「不屈の魂」を LPLPLPLP ショップから削除いたしました。ショップから削除いたしました。ショップから削除いたしました。ショップから削除いたしました。    

各道具店にて、50,000Ely で販売されるようになりました。 

 



 

 

新アイテム新アイテム新アイテム新アイテム≪黄昏装備シリーズ≫≪黄昏装備シリーズ≫≪黄昏装備シリーズ≫≪黄昏装備シリーズ≫    ≪名人シリーズ≫≪名人シリーズ≫≪名人シリーズ≫≪名人シリーズ≫登場！！登場！！登場！！登場！！ 

 

 4 月 24 日（水）定期メンテナンス終了後より、今回新しく実装される「イミル研究所」などのドロップアイ

テムに新規アイテムが登場いたします！！ 

        

  ≪黄昏装備シリーズ≫（サブクラス専用装備） 

  ≪名人シリーズ≫ 

   

  ≪特殊≫ 

   正しい生活教本 

   虎のバッジ 

 

  ≪生産レシピ≫ 

    ピヨル武器シリーズ 

   天空の武器シリーズ 

   名人シリーズ 

 

  ・闇防具シリーズが強化可能になりました。 

最大 +4 まで強化することができます。 

   

上記以外にも新アイテム盛りだくさん！ ぜひ、ゲーム内で探してみてください！ 

    

        



 

 

LPLPLPLP チャージチャージチャージチャージ WWWW 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開催開催開催！！！！    

    
4月24日（水）定期メンテナンス終了後から5月8日（水）定期メンテナンス開始前までの期間中、アップ

デート実装記念！ LP チャージ W キャンペーンを開催いたします。 

 

■キャンペーンその 1 

期間中、300LP 以上を一括チャージし、応募ボタンを押していただいた方の中から抽選で 500 名様に、 

トキメキファンタジーラテール特製『4 次職トランプ』をプレゼント！ 

 

 

※画像は見本です 

 

■キャンペーンその 2 

さらに 50LP 以上を「WebMoney」でチャージしていただいた方の中から抽選で 100 名様に 6 周年記念品と

して制作された『特製WebMoney カード（500 円分）』をプレゼント！ 

 

 

※画像は見本です 

    

本キャンペーンの詳細・応募については下記リンク先をご覧ください本キャンペーンの詳細・応募については下記リンク先をご覧ください本キャンペーンの詳細・応募については下記リンク先をご覧ください本キャンペーンの詳細・応募については下記リンク先をご覧ください    

http://www.latale.jp/event/2013springlpcp/http://www.latale.jp/event/2013springlpcp/http://www.latale.jp/event/2013springlpcp/http://www.latale.jp/event/2013springlpcp/



 

 

NewClassNewClassNewClassNewClass アップデート実装記念イベント開催！アップデート実装記念イベント開催！アップデート実装記念イベント開催！アップデート実装記念イベント開催！    

  4月24日（水）定期メンテナンス終了後から5月8日（水）定期メンテナンス開始前までの期間中、

4 次職実装記念イベントを 3 種同時開催いたします！！ ぜひご参加ください！！ 

 

○スキルリセット無料イベント開催○スキルリセット無料イベント開催○スキルリセット無料イベント開催○スキルリセット無料イベント開催    

    

    

    

    

    

    

    

    

エリアスにいるイベント NPC シゲオから、「[イベント]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試してみてください！ 

    

    ○デスペナルティ・ゼロ！○デスペナルティ・ゼロ！○デスペナルティ・ゼロ！○デスペナルティ・ゼロ！    

 
  期間中、デスペナルティがゼロとなります！ 今まで戦ったことがない、モンスターにチャレンジしてみ

よう！ 

 

    ○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！    

 
   レベルダウンエンチャントに必要な ELY が再びほぼ半額です！ 制限レベルの高い武器を装備でき

る素敵な期間です！ 

 



 

 

「らてぽ」を貯めてアイテムを手にいれよう！「らてぽ」を貯めてアイテムを手にいれよう！「らてぽ」を貯めてアイテムを手にいれよう！「らてぽ」を貯めてアイテムを手にいれよう！    

    
  4月24日（水）定期メンテナンス終了後から5月22日（水）定期メンテナンス開始前までの期間中、

らてぽを貯めるとお得なアイテムが手に入るイベントを開催いたします。 

今回は新衣装「ツインキャットリボン」や新アイテム「封印の鍵」、人気のペット「見習いプチネコネ」など

の目玉アイテムが盛りだくさん！ 

ぜひお得なイベントに参加してみてください！ 

 

“らてぽ”とは・・・？ 

 ラテールへログインすると貯まるポイントです。 

 ログインすると 1 日 1 ポイント貯まり、連続で 3 日以上ログインするとボーナスで以降 3 ポイント貰えま

す。 

 ただし、連続ログインが途切れてしまうと、また 1 ポイントに戻るので気を付けてください。 

 

 ポイントは、ラテールのゲーム内アイテムと交換することができます。 

 欲しいアイテムを選んで「らてぽ」で交換しよう！ 

 

【ポイント獲得期間】 

2013 年4 月24 日（水）定期メンテナンス終了後 ～ 5 月22 日（水）定期メンテナンス開始前まで 

 

【アイテム受取可能期間】 

2013 年4 月24 日（水）定期メンテナンス終了後 ～ 5 月29 日（水）定期メンテナンス開始前まで 

 

「らてぽ」の詳細は「らてぽ」の詳細は「らてぽ」の詳細は「らてぽ」の詳細は下記リンク先下記リンク先下記リンク先下記リンク先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/latalepoint/index.aspxww.latale.jp/latalepoint/index.aspxww.latale.jp/latalepoint/index.aspxww.latale.jp/latalepoint/index.aspx    

    

    

    



 

 

トキメキダーツ更新！トキメキダーツ更新！トキメキダーツ更新！トキメキダーツ更新！    6666 周年記念！！周年記念！！周年記念！！周年記念！！    新ペット登場！新ペット登場！新ペット登場！新ペット登場！    

    
4月24日（水）定期メンテナンス終了後より、トキメキダーツに6周年記念の新アイテムが登場いた

します！ 

抱きしめて寝たくなるほどかわいいうさぎ人形ペット「らびっちょ」と、ピンクのリボンが特徴的な「ベレー

帽の少女セット」がトキメキダーツに登場！ 

さらに、6 周年を記念して過去に人気のあった衣装と交換できる「6 周年セレクト交換券」も登場！ 期間

限定ですので、お見逃しなく！ 

  

【【【【6666 周年セレクトアイテム】周年セレクトアイテム】周年セレクトアイテム】周年セレクトアイテム】    

ビジネススーツセット交換券 ラビット衣装セット交換券 ロイヤルチャコールセット交換券 

ロイヤルミルキー（女）セット交

換券 

キューティーバンド(女)セット交

換券 
軍服(女)セット 交換券 

軍服セット交換券 イルカ衣装セット交換券 
ねずみ衣装＋ダーツ2等ｴﾓｰｼｮﾝ交換

券 

にゃんこジャケットセット交換券 
ノーブルパンク白（女）セット交換

券 
ノーブルパンク黒セット交換券 

クリスタルスノーセット交換券 
クリスタルスノー（女）セット交換

券 
エリザベスの卵 

スチュワートの卵 声変わリング[田村ゆかり 2](女) 声変わリング[田村ゆかり 3](女) 

声変わリング[田村ゆかり 4] 声変わリング[釘宮理恵2](女) 声変わリング[釘宮理恵3](女) 

声変わリング[釘宮理恵4] 
  

 

【次回更新日】【次回更新日】【次回更新日】【次回更新日】    

5 月8 日（水）定期メンテナンス時 

 



 

 

 

新ビューティーショップアイテム登場！新ビューティーショップアイテム登場！新ビューティーショップアイテム登場！新ビューティーショップアイテム登場！    

 
4 月24 日（水）定期メンテナンス終了後より、ビューティーショップに新メニューが登場！ 

今回登場するのは新アイメイク【カリスマ】に「二重」！ くっきりパチパチした目をみんなに自慢しよう！ 

 

 

期間限定のクエスト「期間限定のクエスト「期間限定のクエスト「期間限定のクエスト「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 55555555」更新！」更新！」更新！」更新！    

 
本日4月24日（水）定期メンテナンスにて一部のマップ、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。 

期間限定で交換できるアイテムをお見逃しなく！！ 

 

【開催期間】 

2013 年4 月24 日（水）定期メンテナンス終了後 ～ 5 月22 日（水）定期メンテナンス開始前 

 

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

http://www.latale.jp/intro_box.aspxhttp://www.latale.jp/intro_box.aspxhttp://www.latale.jp/intro_box.aspxhttp://www.latale.jp/intro_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、AGGP Holdings,Inc.（※）

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/ ） 

（※）AGGP Holdings,Inc.はソネットエンタテインメント株式会社のグループ会社です。 

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/ 

トリックスター http://www.trickster.jp/ 

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

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/ 

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 

 


