
 

 

                                           平成25 年9 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』』』』××××『『『『とあるとあるとあるとある科学科学科学科学のののの超電磁砲超電磁砲超電磁砲超電磁砲 SSSS』』』』    コラボレーションコラボレーションコラボレーションコラボレーション本日開始本日開始本日開始本日開始！！！！    

コラボレーションコラボレーションコラボレーションコラボレーション限定限定限定限定アイテムアイテムアイテムアイテムややややイベントイベントイベントイベントがががが盛盛盛盛りだくさんりだくさんりだくさんりだくさん    

さらにさらにさらにさらにイベントマップイベントマップイベントマップイベントマップ&&&&クエストクエストクエストクエストなどなどなどなどもももも実施実施実施実施    

 

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、本日9月25日（水）定期メンテナンス終了後より、『とある科学の超電磁砲S』と

のコラボレーションを開始いたしました。 

    

『『『『とあるとあるとあるとある科学科学科学科学のののの超電磁砲超電磁砲超電磁砲超電磁砲 SSSS』』』』ととととののののコラボレーションコラボレーションコラボレーションコラボレーションがががが開始開始開始開始    

 
 

本日9 月25 日（水）定期メンテナンス終了後より、『トキメキファンタジー ラテール』と 『とある科学の超

電磁砲S』のコラボレーションが開始しました。 

今回はイベントが盛りだくさん！『とある科学の超電磁砲S』のキャラクターたちの衣装やボイス、さらに

はスキルなどが様々登場します。また、限定クエストやキャンペーンなども同時に実施いたします。 

ラテールの世界で『とある科学の超電磁砲S』 とのコラボレーションを、ぜひ堪能してください！ 

    

【コラボレーション期間】 

2013 年9 月25 日（水）定期メンテナンス終了後 ～ 2013 年11 月27 日（水）定期メンテナンス開始前 

 

 

 

                『『『『とあるとあるとあるとある科学科学科学科学のののの超電磁砲超電磁砲超電磁砲超電磁砲SSSS』』』』特設特設特設特設サイトサイトサイトサイトはははは下記下記下記下記 URLURLURLURL よりよりよりよりごごごご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。    

http://www.latale.jp/special/railgun/http://www.latale.jp/special/railgun/http://www.latale.jp/special/railgun/http://www.latale.jp/special/railgun/    

 

 



 

 

トキメキダーツトキメキダーツトキメキダーツトキメキダーツににににコラボレーションコラボレーションコラボレーションコラボレーション衣装衣装衣装衣装がががが登場登場登場登場    

一一一一つつつつ当当当当たればすべてがたればすべてがたればすべてがたればすべてが揃揃揃揃うううう！！！！    『『『『とあるとあるとあるとある科学科学科学科学のののの超電磁砲超電磁砲超電磁砲超電磁砲 SSSS』』』』なりきりなりきりなりきりなりきりセットセットセットセット    

 

期間中、衣装と声変わリングがセットになった『とある科学の超電磁砲S』なりきりセットがダーツの 1 等

賞品に登場。 

 キャラクターの姿と声でラテールの世界を冒険しましょう！ 

 

御坂御坂御坂御坂    美琴美琴美琴美琴    

衣装衣装衣装衣装セットセットセットセット    

白井白井白井白井    黒子黒子黒子黒子    

衣装衣装衣装衣装セットセットセットセット    

初春初春初春初春    飾利飾利飾利飾利    

衣装衣装衣装衣装セットセットセットセット    

佐天佐天佐天佐天    涙子涙子涙子涙子    

衣装衣装衣装衣装セットセットセットセット    

上条当麻上条当麻上条当麻上条当麻    

衣装衣装衣装衣装セットセットセットセット    

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 
  
 

 

【注意事項】 

※声変わリングを装備すると、『とある科学の超電磁砲S』のキャラクターの声でしゃべるようになりま

す。 

 

トキメキダーツトキメキダーツトキメキダーツトキメキダーツについてについてについてについて詳詳詳詳しくはしくはしくはしくは下記下記下記下記URLURLURLURL をごをごをごをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。    

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    

    

LPLPLPLP ショップショップショップショップににににボイスボイスボイスボイスもももも入入入入ったったったった豪華豪華豪華豪華ななななアニメーションアニメーションアニメーションアニメーション「「「「レールガンレールガンレールガンレールガン！！！！    習得書習得書習得書習得書」」」」がががが登場登場登場登場    

    

期間中、御坂 美琴の「超電磁砲（レールガン）」がラテールの世界でも使える、「レールガン！ 習得書」

が登場。 

あなたの合図で御坂 美琴 と白井 黒子 が出現し、御坂がレールガンを…。 

ボイスも入った豪華なアニメーションが楽しめる「レールガン！ 習得書」 をぜひお試しください。 

 

動画動画動画動画 URLURLURLURL    

http://www.youtube.com/watch?v=8GP8psjzRmAhttp://www.youtube.com/watch?v=8GP8psjzRmAhttp://www.youtube.com/watch?v=8GP8psjzRmAhttp://www.youtube.com/watch?v=8GP8psjzRmA&feature=youtu.be&feature=youtu.be&feature=youtu.be&feature=youtu.be        

    

        



 

 

    

    

さらに、期間中に御坂 美琴が大好きな 「ゲコ太の着ぐるみ」も登場。 

全身緑でラテールを駆け抜けてみましょう！ 

    

 

 

限定限定限定限定クエストクエストクエストクエストををををクリアクリアクリアクリアしてしてしてしてイベントスキルイベントスキルイベントスキルイベントスキル「「「「レールガンレールガンレールガンレールガン」」」」ををををゲットゲットゲットゲットしようしようしようしよう    

    

期間中、イベント NPC「御坂妹」と「固法 美偉」がラテールの世界に登場します。 

さらにコラボイベントマップ「とある科学の研究施設」を実装しました。 

 

そこに待ち構えている人物とは一体誰なのでしょうか…。 

クエストでもらえる習得書「超電磁砲（レールガン） 」を使用すると… 

衝撃！電撃ほとばしる超電磁砲（レールガン）が放てるようになります！

 

    



 

 

【【【【コラボレーションコラボレーションコラボレーションコラボレーション用用用用イベントマップイベントマップイベントマップイベントマップへのへのへのへの行行行行きききき方方方方】】】】 

べロス都市にいる NPC「固法美偉」の右のポータルから入場できます。 

 

 

トリプルキャンペーントリプルキャンペーントリプルキャンペーントリプルキャンペーン開催中開催中開催中開催中    

『『『『とあるとあるとあるとある科学科学科学科学のののの超電磁砲超電磁砲超電磁砲超電磁砲 SSSS』』』』ののののコラボレーションアイテムコラボレーションアイテムコラボレーションアイテムコラボレーションアイテムやややや賞品賞品賞品賞品ををををゲットゲットゲットゲットしようしようしようしよう    

    

【【【【キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン 1111】】】】    

必必必必ずもらえるずもらえるずもらえるずもらえる！！！！    「「「「ゲコゲコゲコゲコ太帽子太帽子太帽子太帽子」」」」ををををゲットゲットゲットゲットしようしようしようしよう 

期間中、モチモチしたほっぺがとっても可愛い「ゲコ太帽子」が登場。LP ショップで販売している「ゲコ太

のかぶりもの」とは違い、ゲコタとキャラクターの顔が 一緒に楽しめるデザインになっています。 

 

 

 

以下のいずれかの条件を達成で、「ゲコ太帽子」が必ずもらえます。 

・期間中に 1 回以上、トキメキダーツを利用 

・コラボレーション関連商品を 1 つ以上、購入 

 

必ずもらえる大チャンスをお見逃しなく！ 

    



 

 

【【【【キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン 2222】】】】    

抽選抽選抽選抽選でもらえるでもらえるでもらえるでもらえる！！！！    声優声優声優声優さんのさんのさんのさんのサインサインサインサイン色紙色紙色紙色紙ををををゲットゲットゲットゲットしようしようしようしよう    

以下のいずれかの条件を達成した方の中から抽選で 5 名様に声優さんのサイン色紙をプレゼントしま

す。 

・期間中に 1 回以上、トキメキダーツを利用 

・コラボレーション関連商品を 1 つ以上、購入 

 

＜＜＜＜サインサインサインサイン色紙色紙色紙色紙＞＞＞＞ 

御坂御坂御坂御坂    美琴美琴美琴美琴        

（（（（CV:CV:CV:CV:佐藤利奈佐藤利奈佐藤利奈佐藤利奈）））） 

白井白井白井白井    黒子黒子黒子黒子        

（（（（CV:CV:CV:CV:新井里美新井里美新井里美新井里美）））） 

初春初春初春初春    飾利飾利飾利飾利    

（（（（CV:CV:CV:CV:豊崎愛生豊崎愛生豊崎愛生豊崎愛生）））） 

佐天佐天佐天佐天    涙子涙子涙子涙子        

（（（（CV:CV:CV:CV:伊藤伊藤伊藤伊藤かなかなかなかな恵恵恵恵）））） 

上条当麻上条当麻上条当麻上条当麻        

（（（（CV:CV:CV:CV:阿部敦阿部敦阿部敦阿部敦）））） 

     

    

    

【【【【キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン 3333】】】】    

抽選抽選抽選抽選でもらえるでもらえるでもらえるでもらえる！！！！    WebMoneyWebMoneyWebMoneyWebMoney カードカードカードカードををををゲットゲットゲットゲットしようしようしようしよう    

期間中、 WebMoney で一回でも LP（ラテールポイント）を購入された方の中から抽選で、100 名様に『ト

キメキファンタジー ラテール』×『とある科学の超電磁砲S』コラボレーション記念WebMoneyカード500円

分をプレゼントします。 

 

    
    

キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン詳細詳細詳細詳細はははは下記下記下記下記 URLURLURLURL よりよりよりよりごごごご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。    

http://www.latale.jp/notice/notice_eventview.aspx?seq=412http://www.latale.jp/notice/notice_eventview.aspx?seq=412http://www.latale.jp/notice/notice_eventview.aspx?seq=412http://www.latale.jp/notice/notice_eventview.aspx?seq=412        

 

 

    『『『『とあるとあるとあるとある科学科学科学科学のののの超電磁砲超電磁砲超電磁砲超電磁砲SSSS』』』』特設特設特設特設サイトサイトサイトサイトはははは下記下記下記下記 URLURLURLURL よりよりよりよりごごごご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。 

 http://www.latale.jp/special/railgun/http://www.latale.jp/special/railgun/http://www.latale.jp/special/railgun/http://www.latale.jp/special/railgun/    

 

 



 

 

■『とある科学の超電磁砲S』とは 

『学園都市』。それは二三〇万人を超える学生が集い、超能力開発

が行われている巨大区域。そこでは学生全員を対象にした超能力

開発実験が行われており、全ての学生はレベル 0（無能力者）から

レベル 5（超能力者）の 6 段階に分けられている。 

その中でも、七人しかいない『超能力者（レベル 5）』の第三位にし

て、『超電磁砲（レールガン）』の異名を持つ御坂美琴は、彼女の友

人である白井黒子、初春飾利、佐天涙子、とともに学園都市で起き

る事件に立ち向かう。 

 

    

©鎌池和馬／冬川基／アスキー・メディアワークス／PROJECT-RAILGUN S    

        



 

 

■■■■レベルレベルレベルレベル 50505050 からのからのからのからの冒険冒険冒険冒険にににに便利便利便利便利なななな防具防具防具防具がががが新新新新たにたにたにたに登場登場登場登場 

 
 

本日9月25日（水）定期メンテナンス終了後より、ベロスのNPC「アビオレッド」に、レベル50、80、110、140

到達時に受諾できるクエスト「レベル--になった冒険者に」を追加いたしました。 

本クエストでは「アドベンチャー防具セット（5 部位）」が獲得できます。 

 

    
    

    

■■■■経験値獲得量経験値獲得量経験値獲得量経験値獲得量・・・・ドロップドロップドロップドロップ率率率率・・・・ElyElyElyEly 獲得量獲得量獲得量獲得量22220%0%0%0%増量増量増量増量 

 
 

【【【【開催期間開催期間開催期間開催期間】】】】    

 9 月25 日(水)定期メンテンナンス終了後 ～ 10 月8 日(火)定期メンテナンス開始前 

 

イベント期間中は、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 20%アップします。 

この機会に冒険をさらに楽しもう！ 

        



 

 

■■■■期間限定期間限定期間限定期間限定「「「「桃桃桃桃のののの缶詰缶詰缶詰缶詰（（（（50%50%50%50%）」）」）」）」販売中販売中販売中販売中

    
    

【【【【販売期間販売期間販売期間販売期間】】】】    

9 月25 日(水)定期メンテンナンス終了後 ～ 10 月8 日(火)定期メンテナンス開始前 

 

「LP ショップ」で期間限定「桃の缶詰（50%）」販売中です。  

食欲の秋をぜひお楽しみください！    

    

    

■■■■いつもよりおいつもよりおいつもよりおいつもよりお得得得得！！！！LPLPLPLP チャージキャンペーンチャージキャンペーンチャージキャンペーンチャージキャンペーン 

 
 

【【【【キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン期間期間期間期間】】】】 

9 月25 日(水)定期メンテンナンス終了後 ～ 10 月8 日(火)定期メンテナンス開始前 

 

期間中に 300LP 以上のチャージを一度にすると、もらえる LP ボーナスがいつもよりもアップします。 

この機会をぜひお見逃しなく！ 

    

■■■■オプションリフレッシュオプションリフレッシュオプションリフレッシュオプションリフレッシュ割引割引割引割引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中開催中開催中開催中    

    
    

【【【【開催期間開催期間開催期間開催期間】】】】 

9 月25 日(水)定期メンテンナンス終了後 ～ 10 月8 日(火)定期メンテナンス開始前 

 

期間中はオプションリフレッシュに必要な ELY がほぼ 50％OFF になります。 

自分の思い描く能力を狙って装備を磨ける絶好の機会です！    

    



 

 

■■■■期間限定期間限定期間限定期間限定クエストクエストクエストクエスト「「「「ベリーベリーベリーベリーさんのおさんのおさんのおさんのお願願願願いいいい」」」」更新更新更新更新 

 
 

【【【【開催期間開催期間開催期間開催期間】】】】 

9 月25 日（水）メンテナンス終了後 ～ 10 月30 日（水）メンテナンス開始前 

 

ベリーさんが欲しがっているアイテムが入った「トキメキボックス」は、多くのモンスターが低確率でドロッ

プします。 

クエストを攻略して限定アイテムを手に入れよう！ 

 

詳詳詳詳しくはしくはしくはしくは、、、、＜＜＜＜トキメキボックストキメキボックストキメキボックストキメキボックス詳細詳細詳細詳細ページページページページ＞＞＞＞をごをごをごをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。    

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        

    

■ ■ ■ ■ みんなでみんなでみんなでみんなで冒険冒険冒険冒険にでかけようにでかけようにでかけようにでかけよう 

 
 

【【【【開催期間開催期間開催期間開催期間】】】】    

9 月25 日（水）メンテナンス終了後 ～ 10 月30 日（水）メンテナンス開始前    

 

6 つのギルド応援キャンペーンを開催いたします。 

この機会にギルドに加入して、仲間と一緒に冒険にでかけよう！    

    

キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン詳細詳細詳細詳細はははは下記下記下記下記 URLURLURLURL よりよりよりよりごごごご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。    

http://www.latale.jp/notice/notice_eventview.aspx?seq=410http://www.latale.jp/notice/notice_eventview.aspx?seq=410http://www.latale.jp/notice/notice_eventview.aspx?seq=410http://www.latale.jp/notice/notice_eventview.aspx?seq=410            

        



 

 

『『『『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』』』』についてについてについてについて 

『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。 

 

  

プレイヤープレイヤープレイヤープレイヤーをををを導導導導くくくくイリスイリスイリスイリス    派手派手派手派手ななななエフェクトエフェクトエフェクトエフェクトののののスキルスキルスキルスキル    

  

タイプタイプタイプタイプ別別別別のののの様様様様々々々々なななな戦戦戦戦いいいい方方方方    アクションアクションアクションアクション性性性性のののの高高高高いいいいマップマップマップマップ    

 

  



 

 

●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内内内にあるにあるにあるにあるファッションショップファッションショップファッションショップファッションショップ    仲間仲間仲間仲間とととと一緒一緒一緒一緒にににに冒険冒険冒険冒険！！！！    

  
たくさんのたくさんのたくさんのたくさんのエモーションエモーションエモーションエモーション    

©2006 Actoz Soft., All rights reserved. ©2006 Gamepot Inc., All rights reserved.  



 

 

株式会社株式会社株式会社株式会社ゲームポットゲームポットゲームポットゲームポットについてについてについてについて 
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    

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/ 

ファンタジーアース ゼロ http://www.fezero.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/ 

トリックスター http://www.trickster.jp/ 

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

Shadow of Eclipse http://shadowofeclipse.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 

わグルま！    http://www.waguruma.jp/ 

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 

わグルま★ http://star.waguruma.jp/ 

 


