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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』

榊原ゆいが歌うオリジナルソングを実装！榊原ゆいが歌うオリジナルソングを実装！榊原ゆいが歌うオリジナルソングを実装！榊原ゆいが歌うオリジナルソングを実装！

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、

ービス開始 7 周年を記念して、声優・榊原ゆいが歌うオリジナルソング

催することをお知らせいたします。

 

大型アップデート「ヴァナヘイム大型アップデート「ヴァナヘイム大型アップデート「ヴァナヘイム大型アップデート「ヴァナヘイム

本日4 月23 日（水）定期メンテナンス

 

大型アップデート「ヴァナヘイムⅡ」は、

デートとなっており、神秘的で美しいマップ、強力なモンスターやパーティを組んで進むダンジョンの数々

がストーリーを引き立てます。 

イリス一行の前に立ちはだかる魔王の過去。明かされる秘密と、さらに深まる謎。何故魔王と恐れられ

るようになったのか…。 

そして、プレイヤーのイリスを探す旅は新たな出会いを生み、物語は次のステージへと進んでいきま

す。 

また、今回の大型アップデートに合わせ

より楽しく、遊びやすくなった『トキメキファンタジー

 

 

    

 

    

    

 

                                           平成25

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』7777 周年＆大型アップデート『ヴァナヘイムⅡ』＆周年＆大型アップデート『ヴァナヘイムⅡ』＆周年＆大型アップデート『ヴァナヘイムⅡ』＆周年＆大型アップデート『ヴァナヘイムⅡ』＆

榊原ゆいが歌うオリジナルソングを実装！榊原ゆいが歌うオリジナルソングを実装！榊原ゆいが歌うオリジナルソングを実装！榊原ゆいが歌うオリジナルソングを実装！    

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：服

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、4 月 23 日（水）に大型アップデート「ヴァナヘイム

周年を記念して、声優・榊原ゆいが歌うオリジナルソング公開や、その他キャンペーン

お知らせいたします。 

大型アップデート「ヴァナヘイム大型アップデート「ヴァナヘイム大型アップデート「ヴァナヘイム大型アップデート「ヴァナヘイム IIIIIIII」」」」    ついに実装！ついに実装！ついに実装！ついに実装！ 

）定期メンテナンスにて、大型アップデート「ヴァナヘイムⅡ」を実装いたします。

大型アップデート「ヴァナヘイムⅡ」は、1 年半ぶりとなる「イリスストーリー」の続編が公開されるアップ

となっており、神秘的で美しいマップ、強力なモンスターやパーティを組んで進むダンジョンの数々

イリス一行の前に立ちはだかる魔王の過去。明かされる秘密と、さらに深まる謎。何故魔王と恐れられ

そして、プレイヤーのイリスを探す旅は新たな出会いを生み、物語は次のステージへと進んでいきま

また、今回の大型アップデートに合わせ、ゲーム内の UI 変更を行います。 

より楽しく、遊びやすくなった『トキメキファンタジー ラテール』を実感してみてください！

        

25 年4 月23 日 

ゲームポット株式会社 

http://www.gamepot.co.jp/） 

周年＆大型アップデート『ヴァナヘイムⅡ』＆周年＆大型アップデート『ヴァナヘイムⅡ』＆周年＆大型アップデート『ヴァナヘイムⅡ』＆周年＆大型アップデート『ヴァナヘイムⅡ』＆    

ゲームポット株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長：服

MMORPG『トキメキファンタ

大型アップデート「ヴァナヘイム II」および、サ

や、その他キャンペーンを開

 

にて、大型アップデート「ヴァナヘイムⅡ」を実装いたします。 

年半ぶりとなる「イリスストーリー」の続編が公開されるアップ

となっており、神秘的で美しいマップ、強力なモンスターやパーティを組んで進むダンジョンの数々

イリス一行の前に立ちはだかる魔王の過去。明かされる秘密と、さらに深まる謎。何故魔王と恐れられ

そして、プレイヤーのイリスを探す旅は新たな出会いを生み、物語は次のステージへと進んでいきま

ラテール』を実感してみてください！ 



 
■新■新■新■新 NPCNPCNPCNPC 登場登場登場登場    
    

    

 

無限回廊から続く、時空の狭間で冒険者を待ち受

ける謎の少女「ニィ」 

彼女の願いは世界を破滅へと導くのか、それとも

…。 

    

    

 

 

ヴァナヘイムで冒険者を待つ神秘的な女性「デル」

彼女の口から語られるのは、イリスストーリーの原

点とも言える、デル族誕生の話。

全ての物語はここからはじまる…。

    

無限回廊から続く、時空の狭間で冒険者を待ち受

彼女の願いは世界を破滅へと導くのか、それとも

    

ヴァナヘイムで冒険者を待つ神秘的な女性「デル」 

彼女の口から語られるのは、イリスストーリーの原

点とも言える、デル族誕生の話。 

全ての物語はここからはじまる…。 



 
    

    

    

■新インスタンスダンジョン実装■新インスタンスダンジョン実装■新インスタンスダンジョン実装■新インスタンスダンジョン実装

●朽ちた花の遺跡、朽ちた月の遺跡、朽ちた夢の遺跡●朽ちた花の遺跡、朽ちた月の遺跡、朽ちた夢の遺跡●朽ちた花の遺跡、朽ちた月の遺跡、朽ちた夢の遺跡●朽ちた花の遺跡、朽ちた月の遺跡、朽ちた夢の遺跡

ヴァナヘイムに存在する遺跡。 

シナリオクエストを進めるうえで攻略が必要。

それぞれのダンジョンで異なるボスが待ち

落下するとペナルティエリアに飛ばされてしまうマップも。

 

 

神々の住む世界「ユグドラシル」で出会う少年

「オーディン」 

彼が探す少女とは…。 

    

■新インスタンスダンジョン実装■新インスタンスダンジョン実装■新インスタンスダンジョン実装■新インスタンスダンジョン実装    

●朽ちた花の遺跡、朽ちた月の遺跡、朽ちた夢の遺跡●朽ちた花の遺跡、朽ちた月の遺跡、朽ちた夢の遺跡●朽ちた花の遺跡、朽ちた月の遺跡、朽ちた夢の遺跡●朽ちた花の遺跡、朽ちた月の遺跡、朽ちた夢の遺跡    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シナリオクエストを進めるうえで攻略が必要。 

それぞれのダンジョンで異なるボスが待ち受けている。 

落下するとペナルティエリアに飛ばされてしまうマップも。 

神々の住む世界「ユグドラシル」で出会う少年 



 
●世界樹の幻影●世界樹の幻影●世界樹の幻影●世界樹の幻影    

無限回廊に新たに発生した「時空の狭間」から進入できるダンジョン。

ユグドラシルで倒したモンスターの幻影が漂っている。

 

●ビッグチューブ●ビッグチューブ●ビッグチューブ●ビッグチューブ    

ビッグアップルの地下鉄に現れたインスタンスダンジョン。

中では盗賊団になってしまったモンスターや、盗賊団のリーダー：ボリウッドが待ち構えている。

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無限回廊に新たに発生した「時空の狭間」から進入できるダンジョン。 

ユグドラシルで倒したモンスターの幻影が漂っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ビッグアップルの地下鉄に現れたインスタンスダンジョン。 

中では盗賊団になってしまったモンスターや、盗賊団のリーダー：ボリウッドが待ち構えている。

        

中では盗賊団になってしまったモンスターや、盗賊団のリーダー：ボリウッドが待ち構えている。 



 
■■■■新システム新システム新システム新システム    

●業績システム●業績システム●業績システム●業績システム    

与えられたミッションをクリアすると

ランクをあげることで、ステータスバフを得られるシステム。

業績システムは画面右上の簡易ステータス画面から見ることが

 

1.1.1.1.業績ポイント業績ポイント業績ポイント業績ポイント    

マウスオーバーで次のランクに必要な点数を確認できる。

2.2.2.2.業績一覧業績一覧業績一覧業績一覧        

各タブ毎に異なる内容が記載されている。

3.3.3.3.業績ランク業績ランク業績ランク業績ランク    

ランクが上がることでステータスを得られる。

4.4.4.4.詳細詳細詳細詳細    

業績ポイントを獲得するための条件が記載されている。

5.5.5.5.報酬報酬報酬報酬    

条件を達成した時に報酬がもらえる。

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すると得られるポイントを貯めて、 

ステータスバフを得られるシステム。 

業績システムは画面右上の簡易ステータス画面から見ることが可能。 

マウスオーバーで次のランクに必要な点数を確認できる。 

各タブ毎に異なる内容が記載されている。 

ランクが上がることでステータスを得られる。 

業績ポイントを獲得するための条件が記載されている。 

条件を達成した時に報酬がもらえる。 

        



 
●メッセンジャーシステム●メッセンジャーシステム●メッセンジャーシステム●メッセンジャーシステム    

元々登録していた友達同士と［グループチャット］を作成し、会話することができる機能。

会話以外のログが流れず、インスタンスダンジョンに入ってもログが消え

また、メッセージが来ると［メッセンジャータブ］が光って知らせてくれ

 

1.1.1.1.メッセンジャーアイコンメッセンジャーアイコンメッセンジャーアイコンメッセンジャーアイコン    

 会話グループを最大5 つまで登録可能

2.2.2.2.登録グループ登録グループ登録グループ登録グループ    

 フレンドとギルドから最大20 人メッセンジャーに登録することが可能

3.3.3.3.グループチャットグループチャットグループチャットグループチャット    

 メッセンジャー会話ウィンドウ。

 

 

■■■■大型アップデート実装記念イベント開催！大型アップデート実装記念イベント開催！大型アップデート実装記念イベント開催！大型アップデート実装記念イベント開催！

●デスペナルティゼロイベントデスペナルティゼロイベントデスペナルティゼロイベントデスペナルティゼロイベント    

【開催期間】【開催期間】【開催期間】【開催期間】    

 4 月23 日(水)定期メンテナンス終了後から

    

【イベント内容】【イベント内容】【イベント内容】【イベント内容】    

「デスペナルティゼロ」イベントを開催いたします。

この機会に難関なクエスト・モンスターの討伐

 

※Lv21 以上のキャラクター死亡時には、「経験値：

期間内においては適用されません。

※デスペナルティを無効にするアイテム「不屈の魂」はイベント期間中、

わらず消費されません。 

※イベント期間中、キャラクター死亡時に「不屈の魂」の使用を選択した場合、「復活の魂」は消費されま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

元々登録していた友達同士と［グループチャット］を作成し、会話することができる機能。

会話以外のログが流れず、インスタンスダンジョンに入ってもログが消えない。 

また、メッセージが来ると［メッセンジャータブ］が光って知らせてくれる。 

つまで登録可能となっている。 

人メッセンジャーに登録することが可能となっている。 

。 

大型アップデート実装記念イベント開催！大型アップデート実装記念イベント開催！大型アップデート実装記念イベント開催！大型アップデート実装記念イベント開催！ 

    

定期メンテナンス終了後から 5 月21 日(水)定期メンテナンス開始前まで

「デスペナルティゼロ」イベントを開催いたします。 

この機会に難関なクエスト・モンスターの討伐にチャレンジしてみませんか？ 

以上のキャラクター死亡時には、「経験値：3％ ELY：2％」が減算されるペナルティが、本イベント

期間内においては適用されません。 

※デスペナルティを無効にするアイテム「不屈の魂」はイベント期間中、 「自動消費」の設定の有無に関

※イベント期間中、キャラクター死亡時に「不屈の魂」の使用を選択した場合、「復活の魂」は消費されま

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

元々登録していた友達同士と［グループチャット］を作成し、会話することができる機能。 

 

定期メンテナンス開始前まで 

％」が減算されるペナルティが、本イベント

「自動消費」の設定の有無に関

※イベント期間中、キャラクター死亡時に「不屈の魂」の使用を選択した場合、「復活の魂」は消費されま



 
●スキルリセットイベント●スキルリセットイベント●スキルリセットイベント●スキルリセットイベント    

【開催期間】【開催期間】【開催期間】【開催期間】    

 4 月23 日(水)定期メンテナンス終了後か

    

【イベント内容】【イベント内容】【イベント内容】【イベント内容】    

エリアスにいるイベント NPC「シゲオ」から

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！

 

 

●モンスターカード習得率上昇イベント●モンスターカード習得率上昇イベント●モンスターカード習得率上昇イベント●モンスターカード習得率上昇イベント

【開催期間】【開催期間】【開催期間】【開催期間】    

 4 月23 日(水)定期メンテナンス終了後から

    

【イベント内容】【イベント内容】【イベント内容】【イベント内容】    

全モンスター図鑑の習得率UP

 

大型アップデート「ヴァナヘイムⅡ」予告動画公開中！大型アップデート「ヴァナヘイムⅡ」予告動画公開中！大型アップデート「ヴァナヘイムⅡ」予告動画公開中！大型アップデート「ヴァナヘイムⅡ」予告動画公開中！

https://www.youtube.com/watch?v=eBPDGkJhoSs&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=eBPDGkJhoSs&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=eBPDGkJhoSs&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=eBPDGkJhoSs&feature=youtu.be

「ヴァナヘイムⅡ」特設サイトは下記「ヴァナヘイムⅡ」特設サイトは下記「ヴァナヘイムⅡ」特設サイトは下記「ヴァナヘイムⅡ」特設サイトは下記

    

    

■『■『■『■『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』サービス開始ラテール』サービス開始ラテール』サービス開始ラテール』サービス開始

2014 年4 月26 日(土)に『トキメキファンタジーラテール』は、

それに伴い、7 周年特設サイトをオープンし、ツイッターキャンペーンやゲーム内イベントなど、

盛大に祝う様々なイベントを開催

 ぜひ奮ってご参加ください。 

 

7777 周年特設サイトは下記周年特設サイトは下記周年特設サイトは下記周年特設サイトは下記

 

 

定期メンテナンス終了後から 5 月21 日(水)定期メンテナンス開始前まで

「シゲオ」から「[イベント]高級スキルリセット本(15 日間)」を

ぜひ、この機会に様々なスキルを試してみてください！ 

●モンスターカード習得率上昇イベント●モンスターカード習得率上昇イベント●モンスターカード習得率上昇イベント●モンスターカード習得率上昇イベント    

定期メンテナンス終了後から 5 月21 日(水)定期メンテナンス開始前まで

UP イベントを開催！ この機会にどんどんカードを集めて登録しましょう！

大型アップデート「ヴァナヘイムⅡ」予告動画公開中！大型アップデート「ヴァナヘイムⅡ」予告動画公開中！大型アップデート「ヴァナヘイムⅡ」予告動画公開中！大型アップデート「ヴァナヘイムⅡ」予告動画公開中！    

https://www.youtube.com/watch?v=eBPDGkJhoSs&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=eBPDGkJhoSs&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=eBPDGkJhoSs&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=eBPDGkJhoSs&feature=youtu.be

    

「ヴァナヘイムⅡ」特設サイトは下記「ヴァナヘイムⅡ」特設サイトは下記「ヴァナヘイムⅡ」特設サイトは下記「ヴァナヘイムⅡ」特設サイトは下記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/update/vana2nd/http://www.latale.jp/update/vana2nd/http://www.latale.jp/update/vana2nd/http://www.latale.jp/update/vana2nd/    

ラテール』サービス開始ラテール』サービス開始ラテール』サービス開始ラテール』サービス開始 7777 周年！周年！周年！周年！    

に『トキメキファンタジーラテール』は、サービス開始から 7 周年を迎えます。

周年特設サイトをオープンし、ツイッターキャンペーンやゲーム内イベントなど、

盛大に祝う様々なイベントを開催中です。 

周年特設サイトは下記周年特設サイトは下記周年特設サイトは下記周年特設サイトは下記 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/event/2014_7th/http://www.latale.jp/event/2014_7th/http://www.latale.jp/event/2014_7th/http://www.latale.jp/event/2014_7th/    

    

定期メンテナンス開始前まで 

を獲得することがで

定期メンテナンス開始前まで 

この機会にどんどんカードを集めて登録しましょう！ 

https://www.youtube.com/watch?v=eBPDGkJhoSs&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=eBPDGkJhoSs&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=eBPDGkJhoSs&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=eBPDGkJhoSs&feature=youtu.be    

    

周年を迎えます。 

周年特設サイトをオープンし、ツイッターキャンペーンやゲーム内イベントなど、7 周年を



 
 

■『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』×榊原ゆいさんとの夢のコラボ！ラテール』×榊原ゆいさんとの夢のコラボ！ラテール』×榊原ゆいさんとの夢のコラボ！ラテール』×榊原ゆいさんとの夢のコラボ！

 

ラテールオリジナルソングとなる「

は、ラテールと関わりが深い人気声優の榊原ゆいさんに歌っていただくことが決定

ゲーム内のログイン画面および、イベントの特設マップにてショートバージョンを聞くことができます。

これを記念して 2014 年4 月26

行います。 

ゲストに榊原ゆいさんを迎え、「

また、視聴者数に応じて特典アイテムがもらえるキャンペーンや、

ベントでは、この時にしか手に入らないリングが登場

ぜひ放送をチェックして、限定リングを手に入れてください！

 

ニコニコ生放送ラテール公式コミュニティーは下記ニコニコ生放送ラテール公式コミュニティーは下記ニコニコ生放送ラテール公式コミュニティーは下記ニコニコ生放送ラテール公式コミュニティーは下記

http://com.nicovideo.jp/community/co1130354http://com.nicovideo.jp/community/co1130354http://com.nicovideo.jp/community/co1130354http://com.nicovideo.jp/community/co1130354

    

    

■■■■7777 周年記念イベント「永遠の歌姫～トワノウタヒメ～」がスタート！周年記念イベント「永遠の歌姫～トワノウタヒメ～」がスタート！周年記念イベント「永遠の歌姫～トワノウタヒメ～」がスタート！周年記念イベント「永遠の歌姫～トワノウタヒメ～」がスタート！

本日4月23日（水）定期メンテナンス終了後より、

タヒメ～」がスタートいたします。 

春の訪れを祝うべく、エリアスに呼ばれた歌姫「ゆいにゃん」が用意したオリジナルソング

奪われてしまい途方にくれる「ゆいにゃん」…。

「ゆいにゃん」に協力して、オリジナルソングを取り戻し

今回のイベントのために用意された特設ステージマップでは、人気声優の榊原ゆいさんが歌う『トキメ

キファンタジー ラテール』オリジナルソング「

ます！ 

 

7777 周年記念イベント「永遠の歌姫～トワノウタヒメ～」については下記周年記念イベント「永遠の歌姫～トワノウタヒメ～」については下記周年記念イベント「永遠の歌姫～トワノウタヒメ～」については下記周年記念イベント「永遠の歌姫～トワノウタヒメ～」については下記

https://www.latale.jp/notice/notice_eventview.aspx?seq=509https://www.latale.jp/notice/notice_eventview.aspx?seq=509https://www.latale.jp/notice/notice_eventview.aspx?seq=509https://www.latale.jp/notice/notice_eventview.aspx?seq=509

    

    

 

ラテール』×榊原ゆいさんとの夢のコラボ！ラテール』×榊原ゆいさんとの夢のコラボ！ラテール』×榊原ゆいさんとの夢のコラボ！ラテール』×榊原ゆいさんとの夢のコラボ！    生放送にもゲストで登場生放送にもゲストで登場生放送にもゲストで登場生放送にもゲストで登場

ラテールオリジナルソングとなる「memories remember U」を、日本版『トキメキファンタジー

ラテールと関わりが深い人気声優の榊原ゆいさんに歌っていただくことが決定いたしました！

ゲーム内のログイン画面および、イベントの特設マップにてショートバージョンを聞くことができます。

26 日(土)には、2 時間にわたる【公式放送】ラテール 7 周年記念生放送を

ゲストに榊原ゆいさんを迎え、「memories remember U」のフルバージョンをいち早くお届け

また、視聴者数に応じて特典アイテムがもらえるキャンペーンや、GM イベントも開催

ベントでは、この時にしか手に入らないリングが登場！ 

限定リングを手に入れてください！ 

ニコニコ生放送ラテール公式コミュニティーは下記ニコニコ生放送ラテール公式コミュニティーは下記ニコニコ生放送ラテール公式コミュニティーは下記ニコニコ生放送ラテール公式コミュニティーは下記 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://com.nicovideo.jp/community/co1130354http://com.nicovideo.jp/community/co1130354http://com.nicovideo.jp/community/co1130354http://com.nicovideo.jp/community/co1130354    

周年記念イベント「永遠の歌姫～トワノウタヒメ～」がスタート！周年記念イベント「永遠の歌姫～トワノウタヒメ～」がスタート！周年記念イベント「永遠の歌姫～トワノウタヒメ～」がスタート！周年記念イベント「永遠の歌姫～トワノウタヒメ～」がスタート！    

日（水）定期メンテナンス終了後より、7周年にちなんだ記念イベント「永遠の歌姫～トワノウ

 

に呼ばれた歌姫「ゆいにゃん」が用意したオリジナルソング

奪われてしまい途方にくれる「ゆいにゃん」…。 

「ゆいにゃん」に協力して、オリジナルソングを取り戻し、ステージを成功させましょう！

今回のイベントのために用意された特設ステージマップでは、人気声優の榊原ゆいさんが歌う『トキメ

ラテール』オリジナルソング「memories remember U」のショートバージョンを聞くことが出来

周年記念イベント「永遠の歌姫～トワノウタヒメ～」については下記周年記念イベント「永遠の歌姫～トワノウタヒメ～」については下記周年記念イベント「永遠の歌姫～トワノウタヒメ～」については下記周年記念イベント「永遠の歌姫～トワノウタヒメ～」については下記 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。

https://www.latale.jp/notice/notice_eventview.aspx?seq=509https://www.latale.jp/notice/notice_eventview.aspx?seq=509https://www.latale.jp/notice/notice_eventview.aspx?seq=509https://www.latale.jp/notice/notice_eventview.aspx?seq=509    

    

        

生放送にもゲストで登場生放送にもゲストで登場生放送にもゲストで登場生放送にもゲストで登場    

」を、日本版『トキメキファンタジー ラテール』で

いたしました！ 

ゲーム内のログイン画面および、イベントの特設マップにてショートバージョンを聞くことができます。 

周年記念生放送を 

」のフルバージョンをいち早くお届けいたします。 

開催予定です。GM イ

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。    

 

「永遠の歌姫～トワノウ

に呼ばれた歌姫「ゆいにゃん」が用意したオリジナルソングをルナレサに

ステージを成功させましょう！ 

今回のイベントのために用意された特設ステージマップでは、人気声優の榊原ゆいさんが歌う『トキメ

」のショートバージョンを聞くことが出来

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。    



 
■トキメキダーツに「猫遣い衣装」＆「らびっちょ衣装」が登場！■トキメキダーツに「猫遣い衣装」＆「らびっちょ衣装」が登場！■トキメキダーツに「猫遣い衣装」＆「らびっちょ衣装」が登場！■トキメキダーツに「猫遣い衣装」＆「らびっちょ衣装」が登場！

本日4月23日（水）定期メンテナンス終了後より、

ちょ衣装セット」が登場いたします。

どちらも、男女兼用の衣装となっており、ゴスパンクチックな「猫遣い衣装セット」と、ポップな色使いの

「らびっちょ衣装セット」それぞれ異なった魅力を持っています。

また、「らびっちょ衣装セット」の実装を記念して、ペットの「らびっちょ」も期間限定で再登場

ので、こちらもお見逃しなく！ 

 

●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    

 

さらに期間中、ダーツ 1 等賞品に対象の衣装セットが設定されているチャンネルにて、

メキダーツを投げた方に、ここでしか手に入らない特別なアイテムをプレゼントするキャンペーンも同時に

開催いたします。 

 

    

 

■トキメキダーツに「猫遣い衣装」＆「らびっちょ衣装」が登場！■トキメキダーツに「猫遣い衣装」＆「らびっちょ衣装」が登場！■トキメキダーツに「猫遣い衣装」＆「らびっちょ衣装」が登場！■トキメキダーツに「猫遣い衣装」＆「らびっちょ衣装」が登場！    

日（水）定期メンテナンス終了後より、トキメキダーツの１等に「猫遣い衣装セット」と、「らびっ

いたします。 

どちらも、男女兼用の衣装となっており、ゴスパンクチックな「猫遣い衣装セット」と、ポップな色使いの

「らびっちょ衣装セット」それぞれ異なった魅力を持っています。 

また、「らびっちょ衣装セット」の実装を記念して、ペットの「らびっちょ」も期間限定で再登場

 

猫遣い衣装セット猫遣い衣装セット猫遣い衣装セット猫遣い衣装セット        

・猫遣いハット 

・猫遣いジャケット 

・猫遣いパンツ 

・猫遣いブーツ 

・金色のゼンマイ 

 

 

らびっちょ衣装セットらびっちょ衣装セットらびっちょ衣装セットらびっちょ衣装セット    

・らびっちょ帽子 

・らびっちょだぼだぼシャツ 

・らびっちょパンツ 

・らびっちょブーツ 

・らびっちょの夢 

 

等賞品に対象の衣装セットが設定されているチャンネルにて、

メキダーツを投げた方に、ここでしか手に入らない特別なアイテムをプレゼントするキャンペーンも同時に

        

 

トキメキダーツの１等に「猫遣い衣装セット」と、「らびっ

どちらも、男女兼用の衣装となっており、ゴスパンクチックな「猫遣い衣装セット」と、ポップな色使いの

また、「らびっちょ衣装セット」の実装を記念して、ペットの「らびっちょ」も期間限定で再登場いたします

等賞品に対象の衣装セットが設定されているチャンネルにて、15 本以上のトキ

メキダーツを投げた方に、ここでしか手に入らない特別なアイテムをプレゼントするキャンペーンも同時に



 
【キャンペーン開催期間】【キャンペーン開催期間】【キャンペーン開催期間】【キャンペーン開催期間】    

4 月23 日(水)定期メンテナンス終了から

 

【猫遣い衣装コース特典アイテム】【猫遣い衣装コース特典アイテム】【猫遣い衣装コース特典アイテム】【猫遣い衣装コース特典アイテム】

『片目の包帯』『片目の包帯』『片目の包帯』『片目の包帯』((((男女兼用男女兼用男女兼用男女兼用))))    

 

【らびっちょ衣装コース特典アイテム】【らびっちょ衣装コース特典アイテム】【らびっちょ衣装コース特典アイテム】【らびっちょ衣装コース特典アイテム】

『ぐったりらびっちょ人形』『ぐったりらびっちょ人形』『ぐったりらびっちょ人形』『ぐったりらびっちょ人形』((((男女兼用男女兼用男女兼用男女兼用

 

 

 

トキメキダーツについては下記トキメキダーツについては下記トキメキダーツについては下記トキメキダーツについては下記

http://www.latale.jp/notice/notice_newsview.aspx?seq=1665http://www.latale.jp/notice/notice_newsview.aspx?seq=1665http://www.latale.jp/notice/notice_newsview.aspx?seq=1665http://www.latale.jp/notice/notice_newsview.aspx?seq=1665

 

 

定期メンテナンス終了から 5 月14 日(水)定期メンテナンス開始まで 

【猫遣い衣装コース特典アイテム】【猫遣い衣装コース特典アイテム】【猫遣い衣装コース特典アイテム】【猫遣い衣装コース特典アイテム】    

【らびっちょ衣装コース特典アイテム】【らびっちょ衣装コース特典アイテム】【らびっちょ衣装コース特典アイテム】【らびっちょ衣装コース特典アイテム】    

男女兼用男女兼用男女兼用男女兼用))))    

トキメキダーツについては下記トキメキダーツについては下記トキメキダーツについては下記トキメキダーツについては下記 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_newsview.aspx?seq=1665http://www.latale.jp/notice/notice_newsview.aspx?seq=1665http://www.latale.jp/notice/notice_newsview.aspx?seq=1665http://www.latale.jp/notice/notice_newsview.aspx?seq=1665    

    

    

  



 
『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

 

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。

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

(c)2006 Actoz Soft., All rights reserved.

(c)2006 GMO 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

 

 

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    

(c)2006 Actoz Soft., All rights reserved. 

(c)2006 GMO Gamepot Inc. All rights reserved. 

『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

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

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

 

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！    

 



 
GMOGMOGMOGMO ゲームポット株式会社ゲームポット株式会社ゲームポット株式会社ゲームポット株式会社についてについてについてについて 

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

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 

コアマスターズ 

MIRROR WAR 

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 

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/ ） 

http://www.latale.jp/ 

http://www.coremasters.jp/ 

http://www.mirrorwar.jp/pre/ 

http://www.pangya.jp/ 

http://www.fezero.jp/ 

http://www.paperman.jp/ 

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

http://www.livly.com/ 

http://shadowofeclipse.jp/ 

http://www.waguruma.jp/ 

http://star.waguruma.jp/ 

http://shadowofeclipse.jp/ 
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