
 
                                           

各位 

『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』

コラボレーション本日スタートコラボレーション本日スタートコラボレーション本日スタートコラボレーション本日スタート

コラボレーション限定アイテムやクエストなども実施コラボレーション限定アイテムやクエストなども実施コラボレーション限定アイテムやクエストなども実施コラボレーション限定アイテムやクエストなども実施

 

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®

（以下ラテール）において、12月

逆の物語』とのコラボレーションを開始いたしました。

    

『魔法少女まどかマギカ『魔法少女まどかマギカ『魔法少女まどかマギカ『魔法少女まどかマギカ

 

本日12 月4 日（水）定期メンテナンス終了後より、

マギカ[新編]叛逆の物語』のコラボレーションが

 

今回は、『魔法少女まどかマギカ

ャラクターボイスや「まどか魔法少女衣装セット」も再登場

します。 

ラテールの世界で、『魔法少女まどかマギカ

てください！ 

    

【コラボレーション期間】  

2013 年12 月4 日（水）定期メンテナンス終了

 

コラボレーションの詳細はコラボレーションの詳細はコラボレーションの詳細はコラボレーションの詳細は『魔法少女まどかマギカ『魔法少女まどかマギカ『魔法少女まどかマギカ『魔法少女まどかマギカ
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会 社 名 株式会社ゲームポット

（URL http://www.gamepot.co.jp/

 

ラテール』ラテール』ラテール』ラテール』××××『魔法少女まどかマギカ『魔法少女まどかマギカ『魔法少女まどかマギカ『魔法少女まどかマギカ[[[[新編新編新編新編]]]]叛逆の物語』叛逆の物語』叛逆の物語』叛逆の物語』

コラボレーション本日スタートコラボレーション本日スタートコラボレーション本日スタートコラボレーション本日スタート！！！！    

コラボレーション限定アイテムやクエストなども実施コラボレーション限定アイテムやクエストなども実施コラボレーション限定アイテムやクエストなども実施コラボレーション限定アイテムやクエストなども実施    

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、

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

月4日（水）定期メンテナンス終了後より、『魔法少女まどかマギカ

とのコラボレーションを開始いたしました。 

『魔法少女まどかマギカ『魔法少女まどかマギカ『魔法少女まどかマギカ『魔法少女まどかマギカ[[[[新編新編新編新編]]]]叛逆の物語』叛逆の物語』叛逆の物語』叛逆の物語』ととととののののコラボレーションが開始コラボレーションが開始コラボレーションが開始コラボレーションが開始

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

のコラボレーションがスタートいたしました。 

『魔法少女まどかマギカ[新編]叛逆の物語』の魔法少女衣装セットが新登場！

ャラクターボイスや「まどか魔法少女衣装セット」も再登場します。また、限定クエストも同時に実施いた

『魔法少女まどかマギカ[新編]叛逆の物語』とのコラボレーションを、

日（水）定期メンテナンス終了後～ 2014 年2 月5 日（水）定期メンテナンス開始

『魔法少女まどかマギカ『魔法少女まどかマギカ『魔法少女まどかマギカ『魔法少女まどかマギカ[[[[新編新編新編新編]]]]叛逆の物語』叛逆の物語』叛逆の物語』叛逆の物語』特設サイト特設サイト特設サイト特設サイトをををを

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

        

25 年12 月4 日 

株式会社ゲームポット 

http://www.gamepot.co.jp/ ） 

叛逆の物語』叛逆の物語』叛逆の物語』叛逆の物語』    

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、

『トキメキファンタジー ラテール』

『魔法少女まどかマギカ[新編]叛

コラボレーションが開始コラボレーションが開始コラボレーションが開始コラボレーションが開始    

 

ラテール』と『魔法少女まどか

が新登場！ もちろんキ

します。また、限定クエストも同時に実施いた

とのコラボレーションを、ぜひ堪能し

日（水）定期メンテナンス開始前 

ををををご確認くださいご確認くださいご確認くださいご確認ください



 

トキメキダーツにコラボレーション衣装が登場トキメキダーツにコラボレーション衣装が登場トキメキダーツにコラボレーション衣装が登場トキメキダーツにコラボレーション衣装が登場

コラボレーション期間中、衣装と髪型

「杏子」・「さやか」・「マミ」の魔法少女衣装セット

再登場のキャラクターボイスや「まどか魔法少女衣装セット」もお見逃しなく！

 

〇新登場アイテム〇新登場アイテム〇新登場アイテム〇新登場アイテム    

アルティメットアルティメットアルティメットアルティメットまどかまどかまどかまどか    

衣装セット衣装セット衣装セット衣装セット    

マミマミマミマミ

衣装セット衣装セット衣装セット衣装セット

 
  
 

【セットの中身】 

アルティメットまどかヘア交換券 

アルティメットまどか衣装 

アルティメットまどか手袋 

アルティメットまどかシューズ 

【セットの中身】

マミヘア変更券

マミマジカルブラウス

マミマジカルスカート

マミマジカルグローブ

マミマジカルシューズ

 

 

※ヘア変更券は男性キャラクター・女性キャラクターのどちらでもご利用いただけます。

※まどか☆マギカコラボレーション期間が終了すると専用のヘア変更券をもっていても、

ヘアに変更することができなくなります。

変更可能期間：2013 年12 月4 日（水）～

 

    

 

トキメキダーツにコラボレーション衣装が登場トキメキダーツにコラボレーション衣装が登場トキメキダーツにコラボレーション衣装が登場トキメキダーツにコラボレーション衣装が登場    

    

コラボレーション期間中、衣装と髪型（ヘア変更券）がセットになった「アルティメットまどか

の魔法少女衣装セットが新登場いたします。 

再登場のキャラクターボイスや「まどか魔法少女衣装セット」もお見逃しなく！ 

マミマミマミマミ    

衣装セット衣装セット衣装セット衣装セット    

さやかさやかさやかさやか    

衣装セット衣装セット衣装セット衣装セット    

杏子杏子杏子杏子    

衣装セット衣装セット衣装セット衣装セット    

            

【セットの中身】 

変更券 

マミマジカルブラウス 

マミマジカルスカート 

マミマジカルグローブ 

マミマジカルシューズ 

【セットの中身】 

さやかヘア変更券 

さやかマジカル衣装 

さやかマジカルグローブ 

さやかマジカルシューズ 

 

【セットの中身】 

杏子ヘア変更券 

杏子マジカル衣装 

杏子マジカルグローブ 

杏子マジカルシューズ 

 

※ヘア変更券は男性キャラクター・女性キャラクターのどちらでもご利用いただけます。

※まどか☆マギカコラボレーション期間が終了すると専用のヘア変更券をもっていても、

ができなくなります。  

日（水）～2014 年2 月5 日（水） 

        

まどか」・「ほむら」・

ほむらほむらほむらほむら    

衣装セット衣装セット衣装セット衣装セット    

 
  
 

【セットの中身】 

ほむらヘア変更券 

ほむらマジカルブラウス 

ほむらマジカルスカート 

ほむらマジカルシューズ 

ほむらマジカルグローブ 

ほむらマジカルストッキング） 

※ヘア変更券は男性キャラクター・女性キャラクターのどちらでもご利用いただけます。  

※まどか☆マギカコラボレーション期間が終了すると専用のヘア変更券をもっていても、コラボレーション



 

〇再登場アイテム〇再登場アイテム〇再登場アイテム〇再登場アイテム    

まどか魔法少女衣装とキャラクターの声になり切れる声変わリングがダーツの

アルティメットアルティメットアルティメットアルティメットまどかまどかまどかまどか

衣装セット衣装セット衣装セット衣装セット    

【セットの中身】 

まどかヘアー（かつら） 

まどかマジカルブラウス 

まどかマジカルスカート 

まどかマジカルグローブ 

まどかマジカルシューズ 

 

※ 声変わリングを装備すると、キャラクターが

ます。 
 

 

トキメキダーツについての詳細はトキメキダーツについての詳細はトキメキダーツについての詳細はトキメキダーツについての詳細は

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

    

 

まどか魔法少女衣装とキャラクターの声になり切れる声変わリングがダーツの 1 等賞品に登場

まどかまどかまどかまどか    

    
声変わリング各種声変わリング各種声変わリング各種声変わリング各種

    

 ○実装キャラクター    

 ・ 鹿目まどか （CV:悠木碧） 

 ・ 暁美ほむら （CV:斎藤千和） 

 ・ 巴マミ （CV:水橋かおり）  

 ・ 美樹さやか （CV:喜多村英梨） 

 ・ 佐倉杏子 （CV:野中藍） 

声変わリングを装備すると、キャラクターが『魔法少女まどかマギカ』の声優の声でしゃべるようになり

トキメキダーツについての詳細はトキメキダーツについての詳細はトキメキダーツについての詳細はトキメキダーツについて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    

等賞品に登場 

声変わリング各種声変わリング各種声変わリング各種声変わリング各種    

 
  
 

 

の声優の声でしゃべるようになり



 

LPLPLPLP

    

本日12 月4 日（水）定期メンテナンス終了後より、

ョンアイテムとして販売されている下記のアイテムは、ゲーム内の

    

マミヘアーマミヘアーマミヘアーマミヘアー    さやかヘアーさやかヘアーさやかヘアーさやかヘアー

 
  
 

 

※「ほむらヘアー」「マミヘアー」「杏子ヘアー」「さやかヘアー」

する必要があります。 

※「まどかヘアー」に変更するには、「まどか衣装セット」に含まれる、「まどか

なります。 

※ 「キュゥべえマスコット」装備時は、一部マント装備とグラフィックが重なって表示されます。

 

 

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クエストをクリアしてクエストをクリアしてクエストをクリアしてクエストをクリアして

    

コラボレーション期間中、ベロス都市にいるイベント

ことができます。 

魔法少女のお仕事を手伝って、セーラから限定タイトルやアイテムをもらいましょう！

 

    

 

LPLPLPLP ショップショップショップショップににににコラボレーション衣装がコラボレーション衣装がコラボレーション衣装がコラボレーション衣装が再再再再登場登場登場登場    

日（水）定期メンテナンス終了後より、LP ショップに衣装が再登場いたします。

ョンアイテムとして販売されている下記のアイテムは、ゲーム内のLPショップで購入すること

さやかヘアーさやかヘアーさやかヘアーさやかヘアー    杏子ヘアー杏子ヘアー杏子ヘアー杏子ヘアー    ほむらヘアーほむらヘアーほむらヘアーほむらヘアー    見滝原中学校見滝原中学校見滝原中学校見滝原中学校

 
  
  

  
  

  
 

※「ほむらヘアー」「マミヘアー」「杏子ヘアー」「さやかヘアー」に変更するには、専用のヘア変更券を購入

」に変更するには、「まどか衣装セット」に含まれる、「まどかヘアー」（かつら）が必要に

「キュゥべえマスコット」装備時は、一部マント装備とグラフィックが重なって表示されます。

クエストをクリアしてクエストをクリアしてクエストをクリアしてクエストをクリアして限定タイトルやアイテムを限定タイトルやアイテムを限定タイトルやアイテムを限定タイトルやアイテムをゲットしようゲットしようゲットしようゲットしよう

コラボレーション期間中、ベロス都市にいるイベントNPC「セーラ」からコラボレーションクエストを受ける

魔法少女のお仕事を手伝って、セーラから限定タイトルやアイテムをもらいましょう！

    

        

ショップに衣装が再登場いたします。コラボレーシ

ショップで購入することができます。 

見滝原中学校見滝原中学校見滝原中学校見滝原中学校    キュゥべえマスコットキュゥべえマスコットキュゥべえマスコットキュゥべえマスコット    

        

は、専用のヘア変更券を購入

」（かつら）が必要に

「キュゥべえマスコット」装備時は、一部マント装備とグラフィックが重なって表示されます。 

ゲットしようゲットしようゲットしようゲットしよう！！！！    

「セーラ」からコラボレーションクエストを受ける

魔法少女のお仕事を手伝って、セーラから限定タイトルやアイテムをもらいましょう！ 

    



 

 

2014 年1 月8 日（水）定期メンテナンス終了

お楽しみに！    

 

 

 

コラボレーションの詳細はコラボレーションの詳細はコラボレーションの詳細はコラボレーションの詳細は『魔法少女まどかマギカ『魔法少女まどかマギカ『魔法少女まどかマギカ『魔法少女まどかマギカ

©Magica Quartet／Aniplex Madoka

    

 

第第第第2222 弾開催決定！弾開催決定！弾開催決定！弾開催決定！    

日（水）定期メンテナンス終了後より、第2 弾 コラボレーションがスタートします。

『魔法少女まどかマギカ『魔法少女まどかマギカ『魔法少女まどかマギカ『魔法少女まどかマギカ[[[[新編新編新編新編]]]]叛逆の物語』叛逆の物語』叛逆の物語』叛逆の物語』特設サイト特設サイト特設サイト特設サイトをををを

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

    

Madoka Movie Project Rebellion 

        

コラボレーションがスタートします。 

ををををご確認くださいご確認くださいご確認くださいご確認ください



 

    

『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、

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

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

 

 

 

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

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

●『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

  

横スクロールのアクション

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

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

 

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    

 

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。

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。

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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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

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
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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

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。（

 

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 

スカッとゴルフ パンヤ 

ファンタジーアース ゼロ 

ペーパーマン 

Wizardry Online 

CABAL ONLINE 

トリックスター 

Livly Island COR 

Shadow of Eclipse 

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！    

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★ 

Shadow of Eclipse(Android版) 

    

 

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す。 

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/ ） 
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