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本日ティザーサイトオープン！本日ティザーサイトオープン！本日ティザーサイトオープン！本日ティザーサイトオープン！

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、

～』とのコラボレーションを実施することを発表いたします。

 

    

『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

来たる 7 月23 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

リエ ～黄昏の海の錬金術士～』のコラボレーションを開始いたします。

 

また、コラボレーション実施に先駆け

トを公開！ 

コラボレーション期間中は、アバター、キャラクターボイスの登場や、

ト目白押しです。 

ぜひご期待ください！ 
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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
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また、コラボレーション実施に先駆けて、本日7月17日（木）定期メンテナンス終了後より、
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7 月17 日発売の【週刊ファミ通】

限定アイテムのシリアルがもらえるキャンペーンを実施中です。

ぜひ、両雑誌をチェックして、「ミルカのリボン」をゲットしよう！

【掲載雑誌】 

週刊ファミ通（7 月17 日（木）発売

電撃PlayStation（7 月24 日（木）発売）

 

【注意】 

※シリアルコードは、『トキメキファンタジー

※シリアルコードは一回のみ使用可能です。

※シリアルコードには有効期限がございます。

 有効期限が切れた場合、シリアルコードは無効となりますので、ご了承ください。

交換可能期間：2014 年7 月

※上記はゲーム内にて行われる「コラボレーションイベント」でも手に入れることができます。

 

コラボレーションティザーサイトは下記コラボレーションティザーサイトは下記コラボレーションティザーサイトは下記コラボレーションティザーサイトは下記

    

    

７月23 日より、ラテール特設ページにてコラボレーション情報を公開！詳細はこちら！！
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より広がるより広がるより広がるより広がる““““黄昏の世界黄昏の世界黄昏の世界黄昏の世界””””    

本作は、2012年に発売された『アーシャのアトリエ

錬金術士～』、2013年に発売された『エスカ＆ロジーのアトリエ

昏の空の錬金術士～』に続く、『黄昏』シリーズの正当続編第三弾にな

ります。 

シリーズ3作目として、ユーザーの皆さんの期待に応えられる内容を

目指すべく、満を持しての発表となったのが『シャリーのアトリエ

黄昏の海の錬金術士～』です。 

 

 

本作は前作『エスカ＆ロジー』からより一層、

パワーアップしており、システム、グラフィックと多くの要素で進化を遂

げています。 

これまでの“ 黄昏シリーズ”で登場したキャラクター達も登場し、主人

公である二人の少女、シャリステラとシャルロッテと共に、黄昏の世界

を駆け抜けます。 

二人の少女が紡ぎだすお話は、儚さと優しさに溢れた、たくさ

い”を叶える物語です。 

 

シリーズを重ねるたびに進化を続ける“ 

わしい二人のシャリーが描きだす『シャリーのアトリエ

の錬金術士～』、ぜひご期待ください！
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儚くも美しい光景が魅力である“黄昏”をテーマにした作品群。

滅びを迎えつつある“黄昏の世界”を舞台とし、これまでに『アーシャ

のアトリエ ～黄昏の大地の錬金術士～』と

『エスカ＆ロジーのアトリエ ～黄昏の空の錬金術士～』の

売されている。 
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公である二人の少女、シャリステラとシャルロッテと共に、黄昏の世界
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 黄昏”の物語の最新作にふさ
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『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。
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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。 

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