
 

 

平成25 年10 月30 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』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    BREAK OUT!!BREAK OUT!!BREAK OUT!!BREAK OUT!!実装！実装！実装！実装！    

「サブクラス」リニューアルや新マップ、新スキル登場「サブクラス」リニューアルや新マップ、新スキル登場「サブクラス」リニューアルや新マップ、新スキル登場「サブクラス」リニューアルや新マップ、新スキル登場など盛りだくさんなど盛りだくさんなど盛りだくさんなど盛りだくさん    

 

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、10 月30 日（水）に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「BREAK OUT!!BREAK OUT!!BREAK OUT!!BREAK OUT!!」実装」実装」実装」実装    

    
    

本日10 月30 日（水）定期メンテナンスにて、大型アップデート「BREAK OUT!!」を実装いたします。 

さらに大型アップデートを記念し、様々なイベント、キャンペーンもご用意しておりますので、ぜひ

お楽しみください。 

    

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「BREAK OUT!!BREAK OUT!!BREAK OUT!!BREAK OUT!!」詳細は下記」詳細は下記」詳細は下記」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/notice/notice_updateview.aspx?seq=90http://www.latale.jp/notice/notice_updateview.aspx?seq=90http://www.latale.jp/notice/notice_updateview.aspx?seq=90http://www.latale.jp/notice/notice_updateview.aspx?seq=907777    

    



 

 

【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「BREAK OUT!!BREAK OUT!!BREAK OUT!!BREAK OUT!!」】」】」】」】    

 

■サブクラスリニューアルサブクラスリニューアルサブクラスリニューアルサブクラスリニューアル    

サブクラスのスキルが大きく変更されます。主な変更点は以下の通りです。 

・各サブクラスに 2～3 つの強力な攻撃スキルを追加 

・攻撃スキル以外のスキルが多数追加、変更 

・レベルごとの獲得スキルポイントが 1 ポイントから 3 ポイントに変更 

 

※スキル習得に必要なスキルポイント量、スキルツリーも大きく変更されます。 

※アップデート時にサブクラスのスキルリセットが行われます。 

※サブクラスのスキル初期化にともない、「スキルリセット無料イベント」を実施します。 

 

＜追加される主な攻撃スキル＞ 

ハイランダーハイランダーハイランダーハイランダー    

・スパイラルラッシュ 

・スパイラルスラッシュ 

・スパイラルサモン 

 

ソードダンサーソードダンサーソードダンサーソードダンサー    

・飛燕裂斬
ひえんれつざん

 

・華麗
か れ い

剣舞
け ん ぶ

 

 

ダークナイトダークナイトダークナイトダークナイト    

・ディスペア 

・カオスガントレット 

 

サイキッカーサイキッカーサイキッカーサイキッカー    

・サイキッククラッシャー 

・サイキッククラック 

 

ファントファントファントファントムメイジムメイジムメイジムメイジ    

・リバース 

・デスソウル 

 

マエストロマエストロマエストロマエストロ    

・ヴィルトゥオーソ 

・ファシナション 

 

ローグマスターローグマスターローグマスターローグマスター    

・秘技_幻舞 

・秘技_撹乱



 

 

ジャッジメントジャッジメントジャッジメントジャッジメント 

・アサルトラッシュ 

・クルエルショット 

 

スターシーカースターシーカースターシーカースターシーカー    

・DM-EMP001 

・DS-SL1 

 

    

■「決闘システム」リニューアル■「決闘システム」リニューアル■「決闘システム」リニューアル■「決闘システム」リニューアル    

新たなルールが登場し、決闘ポイントによりステータスが付与されるようになりました。 

決闘場や決闘装備の補正効果が大きく上昇し、今までとは異なった楽しみ方ができるように 

なりました。 

 

決闘モード決闘モード決闘モード決闘モード    

1．個人決闘、既存の決闘と同様のモード 

2．3on3 1：1 での決闘を 3 回行うモード 

3．サドンデス、復活不可能な個人決闘モード 

4．パーティ決闘、既存のパーティ決闘と同様のモード（復活不可） 

 

 

新決闘レベル名新決闘レベル名新決闘レベル名新決闘レベル名とステータス上昇量とステータス上昇量とステータス上昇量とステータス上昇量    

決闘レベル名 必要名声 基本ステータス上昇量 

新入騎士 0～19,000 0～45 

護衛騎士 20,000～84,999 50～95 

精鋭騎士 85,000～314,999 100～129 

名誉騎士 315,000～884,999 130～139 

騎士団長 885,000～2,999,999 140～149 

皇帝 3,000,000 150 

    

    

■新マップ「魔法博物館」■新マップ「魔法博物館」■新マップ「魔法博物館」■新マップ「魔法博物館」    登場登場登場登場    

○推奨レベル 

Lv.160～195 以上 

 

プレイオスにある「ベルパ図書館」から入場できるマップです。 

パーティでのプレイを推奨するレベル 165 以上のモンスターが出現します。 

討伐時に低確率で特殊なモンスターが出現する場合があります。 

モンスターから獲得できるアイテムには魔法博物館内の移動や特殊アイテムを生産するための材料

などがあります。 

    



 

 

    

    

    

    

■新システム「イリスのプレゼント」■新システム「イリスのプレゼント」■新システム「イリスのプレゼント」■新システム「イリスのプレゼント」    

「イリスのプレゼント」とは？「イリスのプレゼント」とは？「イリスのプレゼント」とは？「イリスのプレゼント」とは？    

「LP ショップ」の LP アイテム購入時に「プレゼントポイント」が獲得できます。 

ポイントは「1LP（ラテールポイント）」使用時に「1 ポイント」獲得でき、アカウント内で共有されます。 

プレゼントポイントが 100 ポイントに到達するとアイテムが贈られます。 

なお、プレゼントポイントは毎月1 日の 0：00 に初期化されます。 

 

「初購入記念プレゼント」「初購入記念プレゼント」「初購入記念プレゼント」「初購入記念プレゼント」    

    

初めて LP ショップで LP を使用した際に獲得できる報酬アイテムです。（2013 年10 月30 日時点） 

本アップデート以前に LP アイテムを購入されている場合にも LP を使用する必要があります。 

・小型チェリーポット × 20 

・小型ソーダポット × 20 

・小型ラベンダーポット × 20 

・ワープクリスタルピース × 1 

 



 

 

「イリスのプレゼント（月次報酬）」「イリスのプレゼント（月次報酬）」「イリスのプレゼント（月次報酬）」「イリスのプレゼント（月次報酬）」    

    

期間中に「100LP」を使用すると獲得できるアイテムです。 

上段のアイテムは 1 回のみ、下段のアイテムは「100LP」を使用するたびに獲得することができます。 

※2013 年10 月、11 月の月次報酬は「おにぎり帽子」が登場 

 

 

■■■■ビューティーショップに新ヘアースタイルが登場ビューティーショップに新ヘアースタイルが登場ビューティーショップに新ヘアースタイルが登場ビューティーショップに新ヘアースタイルが登場    

    
ヘアメイク【カリスマ】に「ショートツインテール」・「ゆるふわツインテール」さらに「バロンパーマショート」・

「バロンパーマ」が新登場。 

いつもと違うキャラクターに変身して、いろんなおしゃれを楽しみましょう！ 

 

 

■■■■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！    新衣装・新ペット登場新衣装・新ペット登場新衣装・新ペット登場新衣装・新ペット登場    

    
ブルーローズが華やかな気品漂う「ホーリーナイト衣装セット」とシマシマの尻尾が可愛い健気なペットの

「アプーの卵」がトキメキダーツに登場します。ぜひチェックしてみてください。    

＜次回ダーツ更新予定＞ 

2013 年11 月13 日（水）定期メンテナンス時 

 

トキメキダーツの詳細はトキメキダーツの詳細はトキメキダーツの詳細はトキメキダーツ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/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    



 

 

 

■ハロウィンにぴったりの新衣装・ペットが■ハロウィンにぴったりの新衣装・ペットが■ハロウィンにぴったりの新衣装・ペットが■ハロウィンにぴったりの新衣装・ペットが 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    

    
ハロウィンの季節にぴったりの死神衣装セットとおしゃれが大好きなガイコツペットルパートの卵がLPショ

ップに登場します。 

合わせて街を歩けば、みんな驚いちゃうかも！？ 

クールなペットと一緒に冒険に出かけましょう。 

 

 

■■■■キャンペーン・イベント情報キャンペーン・イベント情報キャンペーン・イベント情報キャンペーン・イベント情報    

ハロウィンハロウィンハロウィンハロウィンイベント開催イベント開催イベント開催イベント開催    

 
＜イベント期間＞ 

2013 年10 月30 日（水）定期メンテナンス終了後 ～ 11 月27 日（水）定期メンテナンス開始前 

 

＜イベント内容＞ 

エリアス都市に遊びにきた「ハロウィンパンプキン」が「甘～いお菓子」を欲しがっています。 

モンスターから「ハロウィンキャンディ」を集めてきたら、素敵なアイテムと交換してもらうことができます。 

ぜひ挑戦してみてください。 

 

ハロウィンパーティーの詳細は下記ハロウィンパーティーの詳細は下記ハロウィンパーティーの詳細は下記ハロウィンパーティーの詳細は下記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://www.latale.jp/notice/notice_eventview.aspx?seq=4http://www.latale.jp/notice/notice_eventview.aspx?seq=4http://www.latale.jp/notice/notice_eventview.aspx?seq=4http://www.latale.jp/notice/notice_eventview.aspx?seq=420202020    

    

 



 

 

大型アップデート記念イベント開催大型アップデート記念イベント開催大型アップデート記念イベント開催大型アップデート記念イベント開催    

○開催期間 

2013 年10 月30 日（水）定期メンテナンス終了後 ～ 11 月13 日（水）定期メンテナンス開始前 

 

大型アップデート記念イベントの詳細は下記大型アップデート記念イベントの詳細は下記大型アップデート記念イベントの詳細は下記大型アップデート記念イベントの詳細は下記 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://www.latale.jp/notice/notice_updateview.aspx?seq=907http://www.latale.jp/notice/notice_updateview.aspx?seq=907http://www.latale.jp/notice/notice_updateview.aspx?seq=907http://www.latale.jp/notice/notice_updateview.aspx?seq=907    

    

 

■■■■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。 

 

 

■■■■オプションリフレッシュ割引キャンペーン開催オプションリフレッシュ割引キャンペーン開催オプションリフレッシュ割引キャンペーン開催オプションリフレッシュ割引キャンペーン開催    

    
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。 

 

 

■■■■デスペナルティ・ゼロ開催デスペナルティ・ゼロ開催デスペナルティ・ゼロ開催デスペナルティ・ゼロ開催    

    
キャラクター死亡時に受けるデスペナルティがゼロとなります。 

この機会に強力なモンスターにチャレンジしてみましょう！ 

 

 



 

 

■■■■今ならボーナスポイントがお得！今ならボーナスポイントがお得！今ならボーナスポイントがお得！今ならボーナスポイントがお得！    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開催開催開催開催    

    
一度に 300LP 以上チャージをすると、もらえる LP ボーナスがいつもよりもアップします。 

お得な機会をお見逃しなく！ 

 

・300LP チャージで  + 20LP ボーナス（通常は+15LP ボーナス） 

・500LP チャージで  + 50LP ボーナス（通常は+30LP ボーナス） 

・1000LP チャージで + 140LP ボーナス（通常は+70LP ボーナス） 

 

※ 50LP ボーナス、100LP、160LP、200LP のチャージは LP ボーナスがありません。 

※ 300LP、500LP、1000LP チャージ時の LP ボーナスに回数制限はありません。 

 

 



 

 

『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/ 

スカッとゴルフ パンヤ http://www.pangya.jp/ 

ペーパーマン http://www.paperman.jp/ 

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

ファンタジーアース ゼロ http://www.fezero.jp/ 

CABAL ONLINE http://www.cabal.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/ 

    


