
 
                                           

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    

さらにお正月イベントやキャンペーンなど目白押しさらにお正月イベントやキャンペーンなど目白押しさらにお正月イベントやキャンペーンなど目白押しさらにお正月イベントやキャンペーンなど目白押し

 

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、本日12

 

大型アップデート「時空の旅人大型アップデート「時空の旅人大型アップデート「時空の旅人大型アップデート「時空の旅人

 本日12 月26 日（木）メンテナンスにて、大型アップデート「時空の旅人

らに大型アップデートを記念し、イベント、キャンペーンを開催いたします。

 ぜひ、パワーアップした『トキメキファンタジー

 

大型アップデート「時空の旅人大型アップデート「時空の旅人大型アップデート「時空の旅人大型アップデート「時空の旅人
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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』』』』大型大型大型大型アップデート「アップデート「アップデート「アップデート「時空の旅人時空の旅人時空の旅人時空の旅人 NextNextNextNext

さらにお正月イベントやキャンペーンなど目白押しさらにお正月イベントやキャンペーンなど目白押しさらにお正月イベントやキャンペーンなど目白押しさらにお正月イベントやキャンペーンなど目白押し！！！！    

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

12 月26 日（木）メンテナンスにてアップデートを行いました。

大型アップデート「時空の旅人大型アップデート「時空の旅人大型アップデート「時空の旅人大型アップデート「時空の旅人    NEXTNEXTNEXTNEXT」実装」実装」実装」実装    

日（木）メンテナンスにて、大型アップデート「時空の旅人 NEXT」を実装いたしました。

大型アップデートを記念し、イベント、キャンペーンを開催いたします。 

ぜひ、パワーアップした『トキメキファンタジー ラテール』でお楽しみください！ 

大型アップデート「時空の旅人大型アップデート「時空の旅人大型アップデート「時空の旅人大型アップデート「時空の旅人    NEXTNEXTNEXTNEXT」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
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25 年12 月26 日 

株式会社ゲームポット 

http://www.gamepot.co.jp/ ） 

NextNextNextNext」」」」実装実装実装実装    

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』

日（木）メンテナンスにてアップデートを行いました。 

」を実装いたしました。さ

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    



 

【大型アップデート「時空の旅人【大型アップデート「時空の旅人【大型アップデート「時空の旅人【大型アップデート「時空の旅人    

    

■■■■2222 つのダンジョンとつのダンジョンとつのダンジョンとつのダンジョンと 1111 つのマップが追加つのマップが追加つのマップが追加つのマップが追加

今回の追加されたダンジョンの名前

出現するモンスターは強力なため、パーティーの結成やキ

強力な装備の獲得などを行なった

 

「タイムアタック－妖精樹」プレイオ

レベル 180 以上のキャラクターが受託可能なクエストが用意されている

 

「タイムアタック – 天空の仙境」プレイオス大陸の無限回廊に新たに追加されたタイムアタックダンジョン

レベル 195 以上のキャラクターが受託可能なクエストが用意されている

 

さらに追加されたマップの名前は「ホワイトチャペル裏路地」。

 

「ベーカー通り」に隣接する「ホワイトチャペル」の奥に新たに追加されたマップ

レベル 171 以上のキャラクターが受託可能なクエストが用意されている

 

 

    

 

    ＮＥＸＮＥＸＮＥＸＮＥＸTTTT」】」】」】」】    

つのマップが追加つのマップが追加つのマップが追加つのマップが追加    

の名前は「タイムアタック – 妖精樹」と「タイムアタック – 

出現するモンスターは強力なため、パーティーの結成やキャラクター強化アイテムの獲得、

強力な装備の獲得などを行なった上での挑戦が推奨されます。 

プレイオス大陸の無限回廊に新たに追加されたタイムアタックダンジョン

以上のキャラクターが受託可能なクエストが用意されている 

プレイオス大陸の無限回廊に新たに追加されたタイムアタックダンジョン

以上のキャラクターが受託可能なクエストが用意されている 

追加されたマップの名前は「ホワイトチャペル裏路地」。 

に隣接する「ホワイトチャペル」の奥に新たに追加されたマップ 

以上のキャラクターが受託可能なクエストが用意されている 

        

 天空の仙境」。 

ャラクター強化アイテムの獲得、 

 
ス大陸の無限回廊に新たに追加されたタイムアタックダンジョン 

 
プレイオス大陸の無限回廊に新たに追加されたタイムアタックダンジョン 

 



 

■■■■便利な機能改善便利な機能改善便利な機能改善便利な機能改善 「タイトル設定」や「スターツリーのバランス調整」「タイトル設定」や「スターツリーのバランス調整」「タイトル設定」や「スターツリーのバランス調整」「タイトル設定」や「スターツリーのバランス調整」

本日12 月26 日（木）メンテナンス終了後より、

好きなタイトルとステータスを組み合わせることができるようになりました。また、

獲得に必要な「星」の獲得量が調整され、獲得できるアイテムも追加されました。

 

「タイトル設定」機能のスクリーンショット、

これまでは 1 つしか選べなかったタイトルが「タイトル表示設定」と「タイトル効果設定」が

選択できるようになっている 

 

 

■お正月イベントお正月イベントお正月イベントお正月イベント「お正月だヨ！「お正月だヨ！「お正月だヨ！「お正月だヨ！

2013 年も残すところ、あと少し。本日

メンテナンス開始前までの期間中、お正月イベントを開催いたします。

お正月も『トキメキファンタジー ラテール』でお楽しみください。
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「タイトル設定」や「スターツリーのバランス調整」「タイトル設定」や「スターツリーのバランス調整」「タイトル設定」や「スターツリーのバランス調整」「タイトル設定」や「スターツリーのバランス調整」 

日（木）メンテナンス終了後より、これまでタイトルとステータスが 1 セットだったものが、

好きなタイトルとステータスを組み合わせることができるようになりました。また、スターツリー

調整され、獲得できるアイテムも追加されました。 

 
「タイトル設定」機能のスクリーンショット、 

つしか選べなかったタイトルが「タイトル表示設定」と「タイトル効果設定」が

「お正月だヨ！「お正月だヨ！「お正月だヨ！「お正月だヨ！    全員集合」全員集合」全員集合」全員集合」スタートスタートスタートスタート    

年も残すところ、あと少し。本日12 月26 日（木）メンテナンス終了後から 2014 年

メンテナンス開始前までの期間中、お正月イベントを開催いたします。 

ラテール』でお楽しみください。 

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    
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セットだったものが、 

スターツリーでアイテム

つしか選べなかったタイトルが「タイトル表示設定」と「タイトル効果設定」が 

    

年1 月22 日（水）定期



 

■■■■今ならお得なアイテムがついてくる！今ならお得なアイテムがついてくる！今ならお得なアイテムがついてくる！今ならお得なアイテムがついてくる！

本日12月26日（木）メンテナンス終了後から

LP チャージキャンペーンを開催いたします。

キャンペーン期間中、300ＬＰ以上チャージされた方全員に「馬の帽子」を、

員に「馬の帽子＋馬マント」をプレゼントいたします。

また、過去に1度もLPチャージをしたことがなく、キャンペーン期間内に初めて

はトキメキダーツも 1 本プレゼント。

 

 

■■■■平成平成平成平成26262626 年記念年記念年記念年記念    通常マップの通常マップの通常マップの通常マップの

本日12月26日（木）メンテナンス終了後から

来る平成26 年を記念し、通常マップの獲得経験値

 

 

 

今ならお得なアイテムがついてくる！今ならお得なアイテムがついてくる！今ならお得なアイテムがついてくる！今ならお得なアイテムがついてくる！    LPLPLPLP チャージキャンペーン開催チャージキャンペーン開催チャージキャンペーン開催チャージキャンペーン開催    

日（木）メンテナンス終了後から2014年1月8日（水）定期メンテナンス開始前までの期間中、

チャージキャンペーンを開催いたします。 

ＬＰ以上チャージされた方全員に「馬の帽子」を、500LP 以上チャージされた方全

員に「馬の帽子＋馬マント」をプレゼントいたします。 

チャージをしたことがなく、キャンペーン期間内に初めてLPチャージをされた方に

本プレゼント。 

 

通常マップの通常マップの通常マップの通常マップの獲得経験値獲得経験値獲得経験値獲得経験値＆アイテムドロップ率＆アイテムドロップ率＆アイテムドロップ率＆アイテムドロップ率 26262626％ＵＰ！％ＵＰ！％ＵＰ！％ＵＰ！    

日（木）メンテナンス終了後から2014年1月8日（水）定期メンテナンス開始前までの期間中、

年を記念し、通常マップの獲得経験値とアイテムドロップ率が 26％アップいたします。

 

 

  

    

日（水）定期メンテナンス開始前までの期間中、

以上チャージされた方全

チャージをされた方に

    

日（水）定期メンテナンス開始前までの期間中、

％アップいたします。 



 

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

本日12月26日（木）メンテナンス終了後から

オプションリフレッシュキャンペーンを開催いたします。

期間中、オプションリフレッシュに必要な

す。 

 

■■■■期間限定クエスト期間限定クエスト期間限定クエスト期間限定クエスト    「ベリーさんのお願い」更新！「ベリーさんのお願い」更新！「ベリーさんのお願い」更新！「ベリーさんのお願い」更新！

本日12 月26 日（木）メンテナンス終了後から

中、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」を多くのモンスターが低確率でドロ

ップします。 

「トキメキボックス」はエリアスにいる

を使って開けることができます。 

ベリーさんの依頼をクリアして、レアファッションアイテムをゲットしましょう！
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オプションリフレッシュ割引キャンペーンオプションリフレッシュ割引キャンペーンオプションリフレッシュ割引キャンペーンオプションリフレッシュ割引キャンペーン開催開催開催開催    

日（木）メンテナンス終了後から2014年1月8日（水）定期メンテナンス開始前までの期間中、

オプションリフレッシュキャンペーンを開催いたします。 

期間中、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。装備を磨ける絶好の機会で

「ベリーさんのお願い」更新！「ベリーさんのお願い」更新！「ベリーさんのお願い」更新！「ベリーさんのお願い」更新！    

日（木）メンテナンス終了後から 2014 年1 月22 日（水）定期メンテナンス開始前までの期間

中、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」を多くのモンスターが低確率でドロ

「トキメキボックス」はエリアスにいるNPC「エステル」または、「LPショップ」から購入できる「トキメキの鍵」

 

ベリーさんの依頼をクリアして、レアファッションアイテムをゲットしましょう！ 

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    
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日（水）定期メンテナンス開始前までの期間中、

装備を磨ける絶好の機会で

    

日（水）定期メンテナンス開始前までの期間

中、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」を多くのモンスターが低確率でドロ

ショップ」から購入できる「トキメキの鍵」



 

    

『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。 

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

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

 

●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

 

 

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！
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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。（
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