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『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』

新衣装アイテム新衣装アイテム新衣装アイテム新衣装アイテムや再登場のや再登場のや再登場のや再登場の

コラボレーションイベントなど内容盛りだくさんコラボレーションイベントなど内容盛りだくさんコラボレーションイベントなど内容盛りだくさんコラボレーションイベントなど内容盛りだくさん

オンラインゲームの開発・運営を行う

部直人、以下ゲームポット）は、Windows®

ラテール』（以下ラテール）において、

表取締役：伊藤博之）が所有する、『初音ミク』を筆頭とした

ます。 

    

『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

 

本日2月5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

レーションがスタートいたします。

 

  キャラクターたちの新衣装や再登場のアイテムが目白押し！

も同時開催いたします。 

ぜひ、ラテールの世界で 『初音ミク

    

【コラボレーション期間】 

2 月5 日（水）定期メンテナンス終了

 

 

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

    

 

                                           平成

会 社 名 GMO ゲームポット株式会社

（URL http://www.gamepot.co.jp/

ラテール』ラテール』ラテール』ラテール』×『初音ミク×『初音ミク×『初音ミク×『初音ミク』』』』コラボレーション本日コラボレーション本日コラボレーション本日コラボレーション本日よりスタート！よりスタート！よりスタート！よりスタート！

や再登場のや再登場のや再登場のや再登場のアイテムに加え、アイテムに加え、アイテムに加え、アイテムに加え、限定アイテム限定アイテム限定アイテム限定アイテムががががもらえるもらえるもらえるもらえる

コラボレーションイベントなど内容盛りだくさんコラボレーションイベントなど内容盛りだくさんコラボレーションイベントなど内容盛りだくさんコラボレーションイベントなど内容盛りだくさん 

オンラインゲームの開発・運営を行う GMO ゲームポット株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長：

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

ル）において、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（本社：北海道札幌市／代

表取締役：伊藤博之）が所有する、『初音ミク』を筆頭としたキャラクターとのコラボレーションを実施いたし

『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』××××『『『『初音ミク初音ミク初音ミク初音ミク』コラボレーション』コラボレーション』コラボレーション』コラボレーションスタートスタートスタートスタート

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 

。 

や再登場のアイテムが目白押し！ また、限定クエストやキャンペーンなど

初音ミク』とのコラボレーションをご堪能ください！ 

日（水）定期メンテナンス終了後 ～ 3 月26 日（水）定期メンテナンス開始前 

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特設サイト特設サイト特設サイト特設サイトは下記は下記は下記は下記 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/special/miku2014/http://www.latale.jp/special/miku2014/http://www.latale.jp/special/miku2014/http://www.latale.jp/special/miku2014/    

        

平成25 年2 月5 日 

ゲームポット株式会社 

http://www.gamepot.co.jp/） 

よりスタート！よりスタート！よりスタート！よりスタート！    

もらえるもらえるもらえるもらえる    

区、代表取締役社長：服

『トキメキファンタジー 

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社（本社：北海道札幌市／代

キャラクターとのコラボレーションを実施いたし

スタートスタートスタートスタート！！！！    

 

 『初音ミク』のコラボ

また、限定クエストやキャンペーンなど

 



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

 

コラボレーション期間中、衣装とヘアー

たします。 

大きめの帽子にキラキラのステッキ。

れており、細部にこだわった、雪ミク

「【復刻版】初音ミクなりきりセット」

 

◇◇◇◇新登場アイテム新登場アイテム新登場アイテム新登場アイテム     
雪ミク雪ミク雪ミク雪ミク 2014201420142014 衣装セット衣装セット衣装セット衣装セット    

(C) CFM 

※「雪ミク2014衣装セット」の一部の交換は、「雪ミク

できます。 

※ヘア変更券についての使用方法については

http://www.latale.jp/notice/notice_eventview.aspx?seq=463

※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。

※VOCALOID 初音ミク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、コラボレーションヘアーに変更

することができなくなります。 

変更可能期間：2013 年2 月5 日（水）～

※変更した髪型は、変更可能期間が終了しても継続します。

 

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

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

    

    

 

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

コラボレーション期間中、衣装とヘアー(ヘア変更券)がセットになった「雪ミク 2014」衣装セットが

大きめの帽子にキラキラのステッキ。前髪部分に虹色の雪の結晶、アイメイクにもキラキラの結晶を入

雪ミク 2014ver のかわいさがギュッとつまった衣装です。

「【復刻版】初音ミクなりきりセット」なども再登場。お見逃しなく！ 

    雪ミク雪ミク雪ミク雪ミク 2014201420142014 衣装セットアイテム一覧衣装セットアイテム一覧衣装セットアイテム一覧衣装セットアイテム一覧    

    

雪ミク雪ミク雪ミク雪ミク 2014201420142014 魔女帽子魔女帽子魔女帽子魔女帽子     

雪ミク雪ミク雪ミク雪ミク 2014201420142014 ブラウスブラウスブラウスブラウス     

雪ミク雪ミク雪ミク雪ミク 2014201420142014 スカートスカートスカートスカート     

雪ミク雪ミク雪ミク雪ミク 2014201420142014 グローブグローブグローブグローブ     

雪ミク雪ミク雪ミク雪ミク 2014201420142014 タイツタイツタイツタイツ     

雪ミク雪ミク雪ミク雪ミク 2014201420142014 シューズシューズシューズシューズ     

雪ミク雪ミク雪ミク雪ミク 2014201420142014 マントマントマントマント     

雪ミク雪ミク雪ミク雪ミク 2014201420142014 スノーステッキスノーステッキスノーステッキスノーステッキ     

雪ミク雪ミク雪ミク雪ミク 2014201420142014 ﾍｱ変更券ﾍｱ変更券ﾍｱ変更券ﾍｱ変更券     

雪ミク雪ミク雪ミク雪ミク 2014201420142014 アイメイク変更券アイメイク変更券アイメイク変更券アイメイク変更券    

衣装セット」の一部の交換は、「雪ミク2014衣装セット」に含まれる「雪ミク2014アクセサリ変更券」で行うことが

※ヘア変更券についての使用方法については下記URL をご覧ください。 

http://www.latale.jp/notice/notice_eventview.aspx?seq=463 

※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。 

初音ミク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、コラボレーションヘアーに変更

日（水）～2014 年3 月26 日（水） 

※変更した髪型は、変更可能期間が終了しても継続します。 

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    

    

        

」衣装セットが登場い

前髪部分に虹色の雪の結晶、アイメイクにもキラキラの結晶を入

た衣装です。 

アクセサリ変更券」で行うことが

初音ミク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、コラボレーションヘアーに変更



 
◆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(LP(LP(LP(LP アイテムアイテムアイテムアイテム

コラボレーシ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

が可能です。。。。    

    

◇新登場アイテム◇新登場アイテム◇新登場アイテム◇新登場アイテム 

雪ミク雪ミク雪ミク雪ミク 2014201420142014 リボンリボンリボンリボン    

 

  

(C) CFM 

 

    

 

◇再登場アイテム！◇再登場アイテム！◇再登場アイテム！◇再登場アイテム！    

                                                                                                

アイテム名アイテム名アイテム名アイテム名    

【復刻版】初音ミクなりきりセット

【復刻版】初音ミク衣装セット

 

アイテムアイテムアイテムアイテム))))    

コラボレーシ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

                                                            

詳細詳細詳細詳細    画像画像画像画像    

【復刻版】初音ミクなりきりセット セット（髪あり） 

 
(C) CFM 

【復刻版】初音ミク衣装セット セット（髪なし） 

 
(C) CFM 

ショップで購入すること



 

巡音ルカ衣装なりきりセット

巡音ルカ衣装セット 

ヘア変更券[巡音ルカ] 

【復刻版】MEIKO 衣装なりきりセット

【復刻版】MEIKO 衣装セット

 

 

巡音ルカ衣装なりきりセット セット（髪あり） 

 

(C) CFM 

セット（髪なし） 

 

(C) CFM 

 へア変更券 

 
(C) CFM 

衣装なりきりセット セット（髪あり） 

 

(C) CFM 

衣装セット セット（髪なし） 

 
(C) CFM 

  



 

ヘア変更券[MEIKO] 

【復刻版】KAITO 衣装なりきりセット

【復刻版】KAITO 衣装セット

ヘア変更券[KAITO] 

【復刻版】鏡音リンなりきりセット

 

へア変更券 

 

 

 

(C) CFM 

衣装なりきりセット セット（髪あり） 

 

(C) CFM 

衣装セット セット（髪なし） 

 

(C) CFM 

へア変更券 

 

(C) CFM 

【復刻版】鏡音リンなりきりセット セット（髪あり） 

 

(C) CFM 



 

【復刻版】鏡音レンなりきりセット

【復刻版】ねんどろいどぷち 初音ミク

【復刻版】ねんどろいどぷち 鏡音リン

【復刻版】ねんどろいどぷち 鏡音レン

【復刻版】ねんどろいどぷち 巡音ルカ

 

【復刻版】鏡音レンなりきりセット セット（髪あり） 

 

(C) CFM 

初音ミク マント 

 

(C) CFM 

鏡音リン マント 

 

(C) CFM 

鏡音レン マント 

 

 

(C) CFM 

巡音ルカ マント 

 

 

(C) CFM 



 

【復刻版】ねんどろいどぷち MEIKO 

【復刻版】ねんどろいどぷち KAITO

 

さらに… 

2 月19 日(水)定期メンテナンス終了

 

 

ファミリーマート限定「ファミリーマート限定「ファミリーマート限定「ファミリーマート限定「NET CASH×NET CASH×NET CASH×NET CASH×

2 月1 日から 3 月3 日(月)23：

ペーン」を開催中です。 

キャンペーン期間中、全国約 10

ポートで、3,000 円以上の NET CASH

Gamepot ver.」ゲーム内アイテム

NET CASH・NET CASH モバイル

Gamepot ver.」ゲーム内アイテムが使用できるゲームは『ペーパーマン』『トキメキファンタジー

『スカッとゴルフ パンヤ』の 3 種類となっております。

 

あなたの隣でプレイしているあの人は、もう手に入れ

ぜひこの機会をお見逃しなく！

 

キャンペーンの詳細はキャンペーンの詳細はキャンペーンの詳細はキャンペーンの詳細は

http://www.gamepot.co.jp/miku/campaign/http://www.gamepot.co.jp/miku/campaign/http://www.gamepot.co.jp/miku/campaign/http://www.gamepot.co.jp/miku/campaign/

 

MEIKO  マント 

 

(C) CFM 

KAITO マント 

 

 

(C) CFM 

定期メンテナンス終了後に第2 弾 コラボレーションがスタートいたします。ご期待ください！

NET CASH×NET CASH×NET CASH×NET CASH×ゲームポットゲームポットゲームポットゲームポット byGMObyGMObyGMObyGMO×初音ミクキャンペーン」開催中×初音ミクキャンペーン」開催中×初音ミクキャンペーン」開催中×初音ミクキャンペーン」開催中

：59 までの期間中、「NET CASH ×ゲームポット byGMO

10,200 店のファミリーマート店舗に設置しているマルチメディア端末

NET CASH または NET CASH モバイルをご購入いただいた方に

アイテムが入手できるシリアルコードをプレゼントいたします。

モバイルのご購入コースは 3,000 円・5,000 円・10,000 円の

アイテムが使用できるゲームは『ペーパーマン』『トキメキファンタジー

種類となっております。 

あなたの隣でプレイしているあの人は、もう手に入れたかも・・・！？ 

ぜひこの機会をお見逃しなく！ 

キャンペーンの詳細はキャンペーンの詳細はキャンペーンの詳細はキャンペーンの詳細は下記下記下記下記 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.gamepot.co.jp/miku/campaign/http://www.gamepot.co.jp/miku/campaign/http://www.gamepot.co.jp/miku/campaign/http://www.gamepot.co.jp/miku/campaign/    

 

いたします。ご期待ください！ 

×初音ミクキャンペーン」開催中×初音ミクキャンペーン」開催中×初音ミクキャンペーン」開催中×初音ミクキャンペーン」開催中    

    
byGMO×初音ミクキャン

店のファミリーマート店舗に設置しているマルチメディア端末 Fami

いただいた方に、「初音ミク

が入手できるシリアルコードをプレゼントいたします。 

円の 3 コース。「初音ミク

アイテムが使用できるゲームは『ペーパーマン』『トキメキファンタジー ラテール』



 
    

みんなで協力して豪華なアイテムをゲットしようみんなで協力して豪華なアイテムをゲットしようみんなで協力して豪華なアイテムをゲットしようみんなで協力して豪華なアイテムをゲットしよう

1 月29 日から 3 月12 日（水）定期メンテナンス開始前までの期間中、ラテールサークルイベントを開催

中です。 

お友だちや、そのお友だちのお友だちとラテールを広げ、

特典アイテムをみんなでゲットしましょう！

ぜひご参加ください。 

  

イベント詳細はイベント詳細はイベント詳細はイベント詳細は

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

―――――――――――――――――――――――――

雪ミク2014衣装原案：dera_fury  

(C)Crypton Future Media,INC. www.piapro.net

――――――――――――――――――――――――――

 

 

 

    

 

みんなで協力して豪華なアイテムをゲットしようみんなで協力して豪華なアイテムをゲットしようみんなで協力して豪華なアイテムをゲットしようみんなで協力して豪華なアイテムをゲットしよう    

ラテールサークルイベント開催中！ラテールサークルイベント開催中！ラテールサークルイベント開催中！ラテールサークルイベント開催中！ 

日（水）定期メンテナンス開始前までの期間中、ラテールサークルイベントを開催

そのお友だちのお友だちとラテールを広げ、コードを入力し合って、武器やダーツなどの

しましょう！ 

イベント詳細はイベント詳細はイベント詳細はイベント詳細は下記下記下記下記 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/event/http://www.latale.jp/event/http://www.latale.jp/event/http://www.latale.jp/event/lateinvite201401/lateinvite201401/lateinvite201401/lateinvite201401/    

    

    

――――――――――――――――――――――――― 

(C)Crypton Future Media,INC. www.piapro.net 

―――――――――――――――――――――――――― 

        

 
日（水）定期メンテナンス開始前までの期間中、ラテールサークルイベントを開催

武器やダーツなどの



 
『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。 
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●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。

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。

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。 
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GMOGMOGMOGMO ゲームポット株式会社についてゲームポット株式会社についてゲームポット株式会社についてゲームポット株式会社について 

GMO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。（
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『初音ミク』とは？『初音ミク』とは？『初音ミク』とは？『初音ミク』とは？    

『初音ミク』とは、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が、

フトウェアのパッケージに描かれた「キャラクター」です。発売後、たくさんのクリエイターがソフトウェア『初音ミク』を使い、音

楽を制作して、インターネットに公開していきました。また音楽だけでなく、イラストや動画など様々なジャンルのクリエイター

も、同社の許諾するライセンスのもと『初音ミク』をモチーフとした創作に加わり、インターネットに公開するようになりました。

現在では、3D 映像技術を駆使した『初音ミク』のコンサートが国内外で行われるなど、その人気は世界

ております。 
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『初音ミク』とは、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が、2007 年8 月に企画・発売した「歌を歌うソフトウェア」であり、ソ
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