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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

本日本日本日本日よりスタート！よりスタート！よりスタート！よりスタート！

オンラインゲームの開発・運営を行う

部直人、以下GMO ゲームポット）は、

ジー ラテール』（以下ラテール）において、

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

弾を実施いたします。 

    

『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19 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

ボレーション第2 弾をスタートいたしま

 

  『雪ミク2011』『雪ミク2012』『雪ミク

さん。 

可愛いアイテムを身につけて、

    

【第2 弾コラボレーション期間】 

2 月19 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25

会 社 名 GMO ゲームポット株式会社

（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』×『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第第第第 2222

よりスタート！よりスタート！よりスタート！よりスタート！    クオリティの高いクオリティの高いクオリティの高いクオリティの高い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を多数追加を多数追加を多数追加を多数追加

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：

ゲームポット）は、Windows®用2D 横スクロールアクション MMORPG

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

『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』コラボレーション第第第第 2222 弾弾弾弾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

スタートいたします。 

』『雪ミク2013』の新衣装アイテムや、はちゅねミクマントなどアイテム盛りだく

可愛いアイテムを身につけて、『初音ミク』とのコラボレーションをお楽しみください！

 

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/    

    

25 年2 月19 日 

ゲームポット株式会社 

http://www.gamepot.co.jp/） 

2222 弾が弾が弾が弾が    

を多数追加を多数追加を多数追加を多数追加    

区、代表取締役社長：服

MMORPG『トキメキファンタ

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の第2  

スタートスタートスタートスタート！！！！    

 

ラテール』と 『初音ミク』のコラ

アイテムや、はちゅねミクマントなどアイテム盛りだく

お楽しみください！ 

前 

        



 
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

2013』の衣装セットが登場いたします。

 

『雪ミク 2011』のヘアにはうっすらと雪の結晶が描かれており、シンプルで可愛い衣装です。『

2012』のヘアにもオーロラ色の雪の結晶が描かれており、水色の中にさりげなく光る虹色がとても綺麗で

印象的です。また、『雪ミク 2013』

和テイストの着物で式を挙げたい方はぜ

 

「雪ミク 2014 衣装セット」も引き続きゲットのチャンス！

 

◇◇◇◇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 2011201120112011 衣装セット衣装セット衣装セット衣装セット    雪ミク雪ミク雪ミク雪ミク

 

雪ミク雪ミク雪ミク雪ミク 2011201120112011 ヘアヘアヘアヘア変更券変更券変更券変更券    雪ミク雪ミク雪ミク雪ミク

雪ミク雪ミク雪ミク雪ミク 2011201120112011 ｲﾔｰﾏﾌﾗｰｲﾔｰﾏﾌﾗｰｲﾔｰﾏﾌﾗｰｲﾔｰﾏﾌﾗｰ    

雪ミク雪ミク雪ミク雪ミク 2011201120112011 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 2011201120112011 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 2011201120112011 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

雪ミク雪ミク雪ミク雪ミク 2011201120112011 ブーツブーツブーツブーツ    

 

 

 

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 2011』『雪ミク

登場いたします。 

』のヘアにはうっすらと雪の結晶が描かれており、シンプルで可愛い衣装です。『

のヘアにもオーロラ色の雪の結晶が描かれており、水色の中にさりげなく光る虹色がとても綺麗で

』の衣装は、和装で、結婚式をあげることができるようになっています！

和テイストの着物で式を挙げたい方はぜひチェックしてみてください。 

衣装セット」も引き続きゲットのチャンス！  合わせてお見逃しなく。 

雪ミク雪ミク雪ミク雪ミク 2012201220122012 衣装セット衣装セット衣装セット衣装セット    雪ミク雪ミク雪ミク雪ミク 2013201320132013 衣装セット衣装セット衣装セット衣装セット    

  

雪ミク雪ミク雪ミク雪ミク 2012201220122012 ヘアヘアヘアヘア変更券変更券変更券変更券    雪ミク雪ミク雪ミク雪ミク 2013201320132013 ヘアヘアヘアヘア変更券変更券変更券変更券    

雪ミク雪ミク雪ミク雪ミク 2012201220122012 髪飾り髪飾り髪飾り髪飾り    雪ミク雪ミク雪ミク雪ミク 2013201320132013 髪飾り髪飾り髪飾り髪飾り    

雪ミク雪ミク雪ミク雪ミク 2012201220122012 コートコートコートコート    雪ミク雪ミク雪ミク雪ミク 2013201320132013 練帽子練帽子練帽子練帽子    

雪ミク雪ミク雪ミク雪ミク 2012201220122012 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 2013201320132013 打掛打掛打掛打掛    

雪ミク雪ミク雪ミク雪ミク 2012201220122012 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 2013201320132013 掛け下掛け下掛け下掛け下    

雪ミク雪ミク雪ミク雪ミク 2012201220122012 ブーツブーツブーツブーツ    雪ミク雪ミク雪ミク雪ミク 2013201320132013 足袋足袋足袋足袋    

  

雪ミク 2012』『雪ミク

』のヘアにはうっすらと雪の結晶が描かれており、シンプルで可愛い衣装です。『雪ミク

のヘアにもオーロラ色の雪の結晶が描かれており、水色の中にさりげなく光る虹色がとても綺麗で

結婚式をあげることができるようになっています！ 



 
※「雪ミク 2014」の頭装備を取った状態のグラフィックは以下をご参考ください。

  

 

※「雪ミク2014衣装セット」の一部の交換は、「雪ミク

できます。 

※ヘア変更券の使用方法についてはをご覧ください。

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する

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トキメキダーツの詳細トキメキダーツの詳細トキメキダーツの詳細

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

    

    

◆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 

はちゅねミクマントはちゅねミクマントはちゅねミクマントはちゅねミクマント    

 

 

」の頭装備を取った状態のグラフィックは以下をご参考ください。 

 

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

※ヘア変更券の使用方法についてはをご覧ください。 

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する

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トキメキダーツの詳細トキメキダーツの詳細トキメキダーツの詳細は下記は下記は下記は下記URLURLURLURL ををををご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。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    

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

たこルカ帽子たこルカ帽子たこルカ帽子たこルカ帽子    

 

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することがで

ショップで購入すること



 
    

『初音ミク』とは？『初音ミク』とは？『初音ミク』とは？『初音ミク』とは？    

http://piapro.net     

『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。 

    

    

『雪ミク』『雪ミク』『雪ミク』『雪ミク』とは？とは？とは？とは？ 

http://snowmiku.com/ 

『雪ミク』とは「真っ白い『初音ミク』の雪像」をモチーフにデザインされた冬の北海道を応援するキャラクター仕様の『初音ミク』

です。2010年の「さっぽろ雪まつり」で雪像となる『雪ミク』を記念して、フィギュアが登場したのがその始まりです。各方面で人

気を博し、翌2011年にはマフラーなどを身につけてバージョンアップしたデザインが誕生いたしました。

装デザインをピアプロコラボにて一般公募しております。

魔法少女に欠かせない小さなペットは

法少女になった『雪ミク』が北海道にかける雪の魔法とは……？

    

    

 

 

『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、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

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。

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

『雪ミク』とは「真っ白い『初音ミク』の雪像」をモチーフにデザインされた冬の北海道を応援するキャラクター仕様の『初音ミク』

年の「さっぽろ雪まつり」で雪像となる『雪ミク』を記念して、フィギュアが登場したのがその始まりです。各方面で人

年にはマフラーなどを身につけてバージョンアップしたデザインが誕生いたしました。

装デザインをピアプロコラボにて一般公募しております。2014年は「雪ミク×魔法少女」をテーマに募集し、衣装は

小さなペットはnekosumi氏のデザインに決定いたしました。今シーズンで5周年を迎える『雪ミク』。魔

法少女になった『雪ミク』が北海道にかける雪の魔法とは……？ 

  

月に企画・発売した「歌を歌うソフトウェア」であり、ソ

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。

た『初音ミク』のコンサートが国内外で行われるなど、その人気は世界レベルで広がりを見せ

『雪ミク』とは「真っ白い『初音ミク』の雪像」をモチーフにデザインされた冬の北海道を応援するキャラクター仕様の『初音ミク』

年の「さっぽろ雪まつり」で雪像となる『雪ミク』を記念して、フィギュアが登場したのがその始まりです。各方面で人

年にはマフラーなどを身につけてバージョンアップしたデザインが誕生いたしました。2012年からは毎年衣

年は「雪ミク×魔法少女」をテーマに募集し、衣装はdera_fury氏、

周年を迎える『雪ミク』。魔



 
『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

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

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

 

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。

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。
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