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～黄昏の海の錬金術士～』とのコラボレーションを開始いたします。

 

本日7 月23 日（水）定期メンテナンス
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今回はコラボレーション限定イベントが盛りだくさん！

『シャリーのアトリエ』のキャラクタ
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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

ル）において、7 月23 日（水）定期メンテナンス終了後より『シャリーのアトリエ

』とのコラボレーションを開始いたします。 
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MMORPG『トキメキファンタ
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ラテール』と『シャリーのアトリ

ーたちの衣装やボイス、さらにはアトリエならではの樽エモーショ

いたします。また、生産イベントや限定キャンペーンなども同時開催。 
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本日7月23日（水）定期メンテナンス終了後から

トキメキダーツに、『シャリーのアトリエ

ア変更券）、さらにファッション武器がセットになった「

セットが登場いたします。 

各キャラクターのボイスリングも同時登場。

『シャリーのアトリエ』に登場するキャラクターの衣装と声で、『ラテール』の世界で

 

シャリステラシャリステラシャリステラシャリステラ    

衣装セット衣装セット衣装セット衣装セット    

 
  
 

【中身】 

シャリステラヘア変更券 

シャリステラのカチューシャ 

シャリステラのチュニックワンピ 

シャリステラのミサンガ 

シャリステラのリボン 
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船の民の鈴 
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※コラボレーションダーツ賞品が当たると、交換券が手に入ります。

（声変わリングは、当選した際に、直接インベントリ内に入ります。）

※各「ヘア変更券」は、エリアスのビューティーショップにいる

※コラボレーション期間が終了すると「ヘア変更券」を持っていても、

  コラボレーションのヘアースタイルへの変更はできなくなります。

※コラボレーション期間に変更したヘアースタイルは、コラボレーション期間が終了してもそのまま残ります。
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ア変更券）、さらにファッション武器がセットになった「シャリステラ」・「シャルロッテ」・「ウィルベル」の衣装

各キャラクターのボイスリングも同時登場。 

に登場するキャラクターの衣装と声で、『ラテール』の世界で冒険
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（声変わリングは、当選した際に、直接インベントリ内に入ります。） 

※各「ヘア変更券」は、エリアスのビューティーショップにいる NPC ボニーから利用することができます。

※コラボレーション期間が終了すると「ヘア変更券」を持っていても、 

コラボレーションのヘアースタイルへの変更はできなくなります。必ず期間中に変更を行って

※コラボレーション期間に変更したヘアースタイルは、コラボレーション期間が終了してもそのまま残ります。
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』とのコラボレーション衣装、ヘアー（ヘ
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販売されています！ 

※当たるのは 1 種類です 

ボニーから利用することができます。 

必ず期間中に変更を行ってください。 
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※ 声変わリングを装備すると、キャラクターが『シャリーのアトリエ』の声優の声で
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本日7月23日（水）定期メンテナンス終了後から、

コラボレーション限定イベント「生産で衣装を作ろう！」を開催いたします。

イベント期間中、NPC「ホムラ」から「アトリエ錬金術」と

NPC「ホムラ」から 1 日1 枚もらえる「イベントマップへのチケット」を使い

をしてみましょう！ 

生産を全て行うと、ミルカ衣装を揃えることができます。ぜひ、チャレンジしてみてください。
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本日7月23日（水）定期メンテナンス終了後から、

コラボレーション限定クエストが登場いたします。
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に散らばった樽を見つけ出しましょう。
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コラボレーション記念キャンペーン一気に開催コラボレーション記念キャンペーン一気に開催コラボレーション記念キャンペーン一気に開催コラボレーション記念キャンペーン一気に開催
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本日7月23日（水）定期メンテナンス終了後から、

コラボレーション限定キャンペーンを

新キャラクター作成キャンペーンや、『シャリーのアトリエ』に登場する豪華声優

や、色紙が当たるキャンペーンなど内容盛りだくさん。ぜひ、この機会をお見逃しなく！

    

＜＜＜＜キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン①＞①＞①＞①＞    

新規キャラクター作成キャンペーン新規キャラクター作成キャンペーン新規キャラクター作成キャンペーン新規キャラクター作成キャンペーン

本日7 月23 日（水）定期メンテナンス終了後から

新しくキャラクターを作成された方全員に、

枚プレゼントいたします。 

イベントで衣装をゲットして、ミルカに大変身しましょう

 
 

※「ミルカカールヘア変更券」は、新しく作成したキャラクターのインベントリ（アイテム保

布されます。 

※「ミルカカールヘア変更券」

 

    

＜キャンペーン＜キャンペーン＜キャンペーン＜キャンペーン②②②②＞＞＞＞    

抽選でもらえる！抽選でもらえる！抽選でもらえる！抽選でもらえる！    豪華声優豪華声優豪華声優豪華声優4444 名のサイン入りポスターや色紙をゲットしよう名のサイン入りポスターや色紙をゲットしよう名のサイン入りポスターや色紙をゲットしよう名のサイン入りポスターや色紙をゲットしよう

7 月17 日定期メンテナンス終了後から、

成したキャラクターで、ミルカ衣装を

優陣のサイン入りポスター、色紙をプレゼントいたします。

ぜひ、キャンペーン情報をチェックしてご応募ください。
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日（水）定期メンテナンス終了後から、8月20日（水）定期メンテナンス開始前までの期間中、

コラボレーション限定キャンペーンを 3 種同時に開催いたします。 

新キャラクター作成キャンペーンや、『シャリーのアトリエ』に登場する豪華声優陣のサイン入りポスター

色紙が当たるキャンペーンなど内容盛りだくさん。ぜひ、この機会をお見逃しなく！

新規キャラクター作成キャンペーン新規キャラクター作成キャンペーン新規キャラクター作成キャンペーン新規キャラクター作成キャンペーン    

日（水）定期メンテナンス終了後から、8 月20 日（水）定期メンテナンス開始前までの期間中、

された方全員に、ゲーム内販売アイテム「ミルカカールヘア変更券」

衣装をゲットして、ミルカに大変身しましょう！ 

 

ミルカカールヘア変更券」は、新しく作成したキャラクターのインベントリ（アイテム保

ミルカカールヘア変更券」はゲーム内の「LP ショップ」から購入でも手に入れることができます。

名のサイン入りポスターや色紙をゲットしよう名のサイン入りポスターや色紙をゲットしよう名のサイン入りポスターや色紙をゲットしよう名のサイン入りポスターや色紙をゲットしよう    

日定期メンテナンス終了後から、8 月20 日（水）定期メンテナンス開始前までの期間中に新規に作

ミルカ衣装を1つでも生産してくださった方の中から抽選で合計

優陣のサイン入りポスター、色紙をプレゼントいたします。 

ぜひ、キャンペーン情報をチェックしてご応募ください。 
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日（水）定期メンテナンス開始前までの期間中、

陣のサイン入りポスター

色紙が当たるキャンペーンなど内容盛りだくさん。ぜひ、この機会をお見逃しなく！ 

日（水）定期メンテナンス開始前までの期間中、

ミルカカールヘア変更券」を無料で 1

 

ミルカカールヘア変更券」は、新しく作成したキャラクターのインベントリ（アイテム保有場所）に配

ショップ」から購入でも手に入れることができます。 

期メンテナンス開始前までの期間中に新規に作

つでも生産してくださった方の中から抽選で合計24名の方に豪華声



 
※賞品は選ぶことができません。

※上記賞品は一例です。画像の色とは若干異なる場合がございます。

※当選の発表は、当選メールおよび賞品の発送をもって代えさせていただきます。

※当選した方には当選連絡および、賞品発送のためのメールをお送りいたします。

※登録情報の確認・変更等は＜こちら＞

 

 

＜キャンペーン＜キャンペーン＜キャンペーン＜キャンペーン③③③③＞＞＞＞    

『シャリーのアトリエ『シャリーのアトリエ『シャリーのアトリエ『シャリーのアトリエ    ～黄昏の海の錬金術士～～黄昏の海の錬金術士～～黄昏の海の錬金術士～～黄昏の海の錬金術士～

 

本日7 月23 日（水）定期メンテナンス終了後から

等の賞品がコラボレーションアイテムになっている

から抽選で 5 名様に、『シャリーのアトリエ

ダーツを楽しみつつ、ゲームソフトもゲットしましょう！

 

※上記賞品は一例です。画像の色とは若干異なる場合がございます。

※当選はメールをもってお知らせさせていただきます。

※登録情報の確認・変更等は下記ＵＲＬ

https://ic.gamepot.co.jp/my/ 

 

    

    

    

 

賞品は選ぶことができません。 

上記賞品は一例です。画像の色とは若干異なる場合がございます。 

当選の発表は、当選メールおよび賞品の発送をもって代えさせていただきます。 

当選した方には当選連絡および、賞品発送のためのメールをお送りいたします。 

＜こちら＞のページより行ってください。 

～黄昏の海の錬金術士～～黄昏の海の錬金術士～～黄昏の海の錬金術士～～黄昏の海の錬金術士～』ゲームソフトもプレゼントキャンペーン開催』ゲームソフトもプレゼントキャンペーン開催』ゲームソフトもプレゼントキャンペーン開催』ゲームソフトもプレゼントキャンペーン開催

日（水）定期メンテナンス終了後から 8 月20 日（水）定期メンテナンス開始前までの期間中、

アイテムになっているチャンネルでトキメキダーツ 5 回以上利用

『シャリーのアトリエ ～黄昏の海の錬金術士～』のゲームソフト

ダーツを楽しみつつ、ゲームソフトもゲットしましょう！  

 

画像の色とは若干異なる場合がございます。 

当選はメールをもってお知らせさせていただきます。 

下記ＵＲＬページより行ってください。   

        

』ゲームソフトもプレゼントキャンペーン開催』ゲームソフトもプレゼントキャンペーン開催』ゲームソフトもプレゼントキャンペーン開催』ゲームソフトもプレゼントキャンペーン開催    

日（水）定期メンテナンス開始前までの期間中、1

回以上利用した方の中

ゲームソフトをプレゼントします。



 
＜キャンペーン④＞＜キャンペーン④＞＜キャンペーン④＞＜キャンペーン④＞    

トキメキダーツトキメキダーツトキメキダーツトキメキダーツ25252525本で対象の衣装が本で対象の衣装が本で対象の衣装が本で対象の衣装が

    

本日7 月23 日（水）定期メンテナンス終了後から

ーツ1等賞品に「衣装セット交換券」

を投げた方に、チャネルごとに設定されている

トいたします。    

    

※キャンペーン期間は 7 月23 日（水）定期メンテナンス終了後から

までとなります。他のキャンペーンと期間が異なりますのでご注意ください。

※キャンペーンの特典アイテムは、条件達成時ではなく条件達成後の

ます。配布日は 8 月6 日（水）メンテナンス時となります。

※キャンペーンの特典アイテムは、

に 1 つのプレゼントとなります。 

※プレゼントアイテムは、都市にいる物品保管所

※プレゼントは全ワールド共通で、受け取ったあとはほかのワールドに

※本キャンペーンの特典により、同じ１等賞品を２つ以上獲得された場合にも、他の１等賞品との交換な

どの対応を行うことはできません。

※チケットの交換締切日は 2014

    

    

『シャリーのアトリエ『シャリーのアトリエ『シャリーのアトリエ『シャリーのアトリエ    ～黄昏の海の錬金術士～～黄昏の海の錬金術士～～黄昏の海の錬金術士～～黄昏の海の錬金術士～

    

 

本で対象の衣装が本で対象の衣装が本で対象の衣装が本で対象の衣装が    必ず必ず必ず必ずもらもらもらもらえる！える！える！える！    

日（水）定期メンテナンス終了後から 8 月6 日（水）定期メンテナンス開始前までの期間中、

等賞品に「衣装セット交換券」「声変わリング」が設定されているチャンネルにて、

チャネルごとに設定されている 1 等賞品の「衣装セット交換券」「声変わリング」

日（水）定期メンテナンス終了後から 8 月6 日（水）定期メンテナンス開始

となります。他のキャンペーンと期間が異なりますのでご注意ください。 

キャンペーンの特典アイテムは、条件達成時ではなく条件達成後の 「特典アイテム配布日」に配布し

日（水）メンテナンス時となります。 

キャンペーンの特典アイテムは、50 本以上投げた場合でも、 投げた本数に関わらず、対象アカウント

 

プレゼントアイテムは、都市にいる物品保管所NPC の「プレゼント」の 項目から受け取れます。

プレゼントは全ワールド共通で、受け取ったあとはほかのワールドに 移動することはできません。

本キャンペーンの特典により、同じ１等賞品を２つ以上獲得された場合にも、他の１等賞品との交換な

どの対応を行うことはできません。 

2014 年8 月20 日（水）メンテナンス開始前までとなっております。

～黄昏の海の錬金術士～～黄昏の海の錬金術士～～黄昏の海の錬金術士～～黄昏の海の錬金術士～』』』』特設サイトは特設サイトは特設サイトは特設サイト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/special/project_a16/http://www.latale.jp/special/project_a16/http://www.latale.jp/special/project_a16/http://www.latale.jp/special/project_a16/    

        

日（水）定期メンテナンス開始前までの期間中、ダ

が設定されているチャンネルにて、25本以上のダーツ

」「声変わリング」をプレゼン

    

定期メンテナンス開始前

「特典アイテム配布日」に配布し

投げた本数に関わらず、対象アカウント

項目から受け取れます。 

移動することはできません。 

本キャンペーンの特典により、同じ１等賞品を２つ以上獲得された場合にも、他の１等賞品との交換な

でとなっております。    

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    



 

●『シャリーのアトリエ●『シャリーのアトリエ●『シャリーのアトリエ●『シャリーのアトリエ    ～黄昏の海の錬金術士～～黄昏の海の錬金術士～～黄昏の海の錬金術士～～黄昏の海の錬金術士～

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

地の錬金術士～』、2013年に発売された『エスカ＆ロジーのアト

リエ ～黄昏の空の錬金術士～』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～～黄昏の海の錬金術士～～黄昏の海の錬金術士～～黄昏の海の錬金術士～

 

 

本作は前作『エスカ＆ロジー』からより一層、

表現がパワーアップしており、システム、グラフィックと多くの

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

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、

たくさんの“願い”を叶える物語です。

 

シリーズを重ねるたびに進化を続け

にふさわしい二人のシャリーが描きだす『シャリーのアトリエ

～黄昏の海の錬金術士～～黄昏の海の錬金術士～～黄昏の海の錬金術士～～黄昏の海の錬金術士～』、ぜひご期待ください！

 

●広がる『黄昏』シリーズ●広がる『黄昏』シリーズ●広がる『黄昏』シリーズ●広がる『黄昏』シリーズ    

＜『黄昏』シリーズとは＞＜『黄昏』シリーズとは＞＜『黄昏』シリーズとは＞＜『黄昏』シリーズとは＞ 

儚くも美しい光景が魅力である“黄昏

滅びを迎えつつある“黄昏の世界”

シャのアトリエ ～黄昏の大地の錬金術士～

『エスカ＆ロジーのアトリエ ～黄昏の空の錬金術士～

品が発売されている。 

    

    

    

 

～黄昏の海の錬金術士～～黄昏の海の錬金術士～～黄昏の海の錬金術士～～黄昏の海の錬金術士～』とは』とは』とは』とは    

年に発売された『アーシャのアトリエ ～黄昏の大

年に発売された『エスカ＆ロジーのアト

～黄昏の空の錬金術士～』に続く、『黄昏』シリーズの正当

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

～黄昏の海の錬金術士～～黄昏の海の錬金術士～～黄昏の海の錬金術士～～黄昏の海の錬金術士～』です。 

『エスカ＆ロジー』からより一層、“ 黄昏の世界”の

、システム、グラフィックと多くの要

登場したキャラクター達も登場

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

 

二人の少女が紡ぎだすお話は、儚さと優しさに溢れた、 

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“ 黄昏”の物語の最新作

にふさわしい二人のシャリーが描きだす『シャリーのアトリエ 

』、ぜひご期待ください！ 

黄昏”をテーマにした作品群。 

”を舞台とし、これまでに『アー

～黄昏の大地の錬金術士～』と 

～黄昏の空の錬金術士～』の 2 作

        

 



 

    本日7 月23 日（水）定期メンテナンスにて、「ジエ

 コラボレーションとあわせて、盛り上がる『トキメキファンタジー

    

■■■■新マップ「ジエンディアパーク」新マップ「ジエンディアパーク」新マップ「ジエンディアパーク」新マップ「ジエンディアパーク」

ビフレストの影に隠されていた遺跡「ジエンディアパーク」が発見されました。

ここにはレベリングにぴったりなマップと、

強力な装備の獲得に必要なアイテムが集められる

今後も新たなダンジョンが発見されるかもしれないこの遺跡に挑戦しましょう！

 

＜＜＜＜ジエンディアパークへの入園方法ジエンディアパークへの入園方法ジエンディアパークへの入園方法ジエンディアパークへの入園方法

今回実装されたマップへの中継地点となる場所。

ミッドガルドの右端にあるポータルから侵入可能です

    

■■■■新規マップ新規マップ新規マップ新規マップ 2222 種追加種追加種追加種追加 

サバンナサバンナサバンナサバンナ 

ジエンディアパーク左下の右側ポータルから侵入可能です。

推奨レベル：120～140 

クエスト：130 以上でジエンディアパークの「パークの少女」

から受諾可能です。 

 

 

植物園植物園植物園植物園 

ジエンディアパーク左下の左側ポータルから侵入可能です。

推奨レベル：150～170 

クエスト：160 以上でジエンディアパークの「パークの少女」

から受諾可能です。 

 

 

    

    

 

「ジエンディアパーク」アップデート実装「ジエンディアパーク」アップデート実装「ジエンディアパーク」アップデート実装「ジエンディアパーク」アップデート実装    

日（水）定期メンテナンスにて、「ジエンディアパーク」を実装いたします。

コラボレーションとあわせて、盛り上がる『トキメキファンタジー ラテール』でお楽しみください！

新マップ「ジエンディアパーク」新マップ「ジエンディアパーク」新マップ「ジエンディアパーク」新マップ「ジエンディアパーク」追加追加追加追加 

ビフレストの影に隠されていた遺跡「ジエンディアパーク」が発見されました。 

リングにぴったりなマップと、 

強力な装備の獲得に必要なアイテムが集められる 1 人専用のダンジョンが発見されています。

今後も新たなダンジョンが発見されるかもしれないこの遺跡に挑戦しましょう！ 

ジエンディアパークへの入園方法ジエンディアパークへの入園方法ジエンディアパークへの入園方法ジエンディアパークへの入園方法＞ 

今回実装されたマップへの中継地点となる場所。 

ミッドガルドの右端にあるポータルから侵入可能です。    

ジエンディアパーク左下の右側ポータルから侵入可能です。 

以上でジエンディアパークの「パークの少女」

ジエンディアパーク左下の左側ポータルから侵入可能です。 

以上でジエンディアパークの「パークの少女」

        

    
ンディアパーク」を実装いたします。 

ラテール』でお楽しみください！ 

人専用のダンジョンが発見されています。 



 
■■■■新規追加インスタンスダンジョン新規追加インスタンスダンジョン新規追加インスタンスダンジョン新規追加インスタンスダンジョン

冒険者の殿堂冒険者の殿堂冒険者の殿堂冒険者の殿堂 

ジエンディアパーク右下ポータルから侵入可能です。

推奨レベル：190 以上 

最大人数：1 人 

入場制限回数：1 日5 回 

クエスト：190 以上でジエンディアパークの「アインスト」から

受諾可能です。 

 

白い平原白い平原白い平原白い平原 

ジエンディアパーク右上ポータルから侵入可能です。

推奨レベル：190 以上 

最大人数：1 人のみ 

入場制限回数：1 日5 回 

クエスト：190 以上でジエンディアパークの「アインスト」から

受諾可能です。 

    

    

■■■■新システム「イベントシステム」新システム「イベントシステム」新システム「イベントシステム」新システム「イベントシステム」

 

イベントの開始と進行中のイベントの通知機能がキャラクター情報ウィンドウを追加しました。

赤枠のボタンをクリックするか、【

イベントは現在開催中のゲーム内での限定イベントを一覧することができます。

それぞれのイベントは詳細を押した後に、各達成条件を確認することができます。

各イベントの条件を達成してください。

条件を達成したアイテムをクリックするとアイテム受取確認が表示されます。

「はい」を選択することでアイテムインベントリに獲得できます。

 

■名人セット生産材料を下記の内容で緩和■名人セット生産材料を下記の内容で緩和■名人セット生産材料を下記の内容で緩和■名人セット生産材料を下記の内容で緩和

・名人セット生産材料のうち、「最上級水晶

・名人のヘルムの生産材料のうち、「厚い天上革

    

■決闘でかかる■決闘でかかる■決闘でかかる■決闘でかかる HPHPHPHP 補正を減少補正を減少補正を減少補正を減少 

・決闘時の HP 補正を下記の内容で調整いたします。

 

 

新規追加インスタンスダンジョン新規追加インスタンスダンジョン新規追加インスタンスダンジョン新規追加インスタンスダンジョン 

ジエンディアパーク右下ポータルから侵入可能です。 

以上でジエンディアパークの「アインスト」から

ジエンディアパーク右上ポータルから侵入可能です。 

以上でジエンディアパークの「アインスト」から

新システム「イベントシステム」新システム「イベントシステム」新システム「イベントシステム」新システム「イベントシステム」 

 

イベントの開始と進行中のイベントの通知機能がキャラクター情報ウィンドウを追加しました。

赤枠のボタンをクリックするか、【F8】(※初期設定)を押すとイベントウィンドウが開きます。

イベントは現在開催中のゲーム内での限定イベントを一覧することができます。 

それぞれのイベントは詳細を押した後に、各達成条件を確認することができます。 

各イベントの条件を達成してください。 

条件を達成したアイテムをクリックするとアイテム受取確認が表示されます。 

「はい」を選択することでアイテムインベントリに獲得できます。 

■名人セット生産材料を下記の内容で緩和■名人セット生産材料を下記の内容で緩和■名人セット生産材料を下記の内容で緩和■名人セット生産材料を下記の内容で緩和 

・名人セット生産材料のうち、「最上級水晶4 種」が「黄金ハンマー3 個」に変更しました。

・名人のヘルムの生産材料のうち、「厚い天上革15 個」が「ルセリアのリボン 15 個」に変更しました。

補正を減少補正を減少補正を減少補正を減少 

補正を下記の内容で調整いたします。 

イベントの開始と進行中のイベントの通知機能がキャラクター情報ウィンドウを追加しました。 

を押すとイベントウィンドウが開きます。 

個」に変更しました。 

個」に変更しました。 



 
1、決闘装備の HP 補正を 1/10 に変更されます。

例：[決闘]レッドジェム(1)の HP3000→300

  [決闘]護衛騎士の式神スピリット

2、全キャラクター共通の HP 補正を

例：サドンデスでの HP 補正500,000→200,000

 

■下記の鉱石・宝石の獲得確率を上方■下記の鉱石・宝石の獲得確率を上方■下記の鉱石・宝石の獲得確率を上方■下記の鉱石・宝石の獲得確率を上方

・オパール 

・ピンクトルマリン 

・アンバー 

・ローズクオーツ 

・グリーントルマリン    

    

■アップデート記念イベント開催中！■アップデート記念イベント開催中！■アップデート記念イベント開催中！■アップデート記念イベント開催中！

【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】 

 7 月23 日(水)定期メンテナンス終了後から

 

上記期間中、「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・モンスターの討伐をチャレンジしてみませんか

 

※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、「自動消費」の設定の有無に関わ

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。     

    

【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】 

 7 月23 日(水)定期メンテナンス終了後から

 

上記期間中、エリアスにいるイベント

獲得することができます。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】 

 7 月23 日(水)定期メンテナンス終了後から

 

モンスター図鑑の習得率UPイベントが開催！

 

※2013 年3 月21 日以前までに実装されたモンスターが対象となります。

    

 

に変更されます。 

HP3000→300 

スピリット二刀の HP12,000→1,200 

補正を 2/5 に変更いたします。 

500,000→200,000 

■下記の鉱石・宝石の獲得確率を上方■下記の鉱石・宝石の獲得確率を上方■下記の鉱石・宝石の獲得確率を上方■下記の鉱石・宝石の獲得確率を上方修正実施修正実施修正実施修正実施 

■アップデート記念イベント開催中！■アップデート記念イベント開催中！■アップデート記念イベント開催中！■アップデート記念イベント開催中！    

 

定期メンテナンス終了後から 8 月20 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・モンスターの討伐を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」の設定の有無に関わ

※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

定期メンテナンス終了後から 8 月20 日(水)定期メンテナンス開始前まで

エリアスにいるイベント NPC「シゲオ」から[イベント]高級スキルリセット本

獲得することができます。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】 

定期メンテナンス終了後から 8 月20 日(水)定期メンテナンス開始前まで

イベントが開催！この機会にどんどんカードを集めて登録しちゃいましょう！

日以前までに実装されたモンスターが対象となります。    

        

定期メンテナンス開始前まで 

ペナルティが、本イベント

※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」の設定の有無に関わ

※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

定期メンテナンス開始前まで 

高級スキルリセット本(15 日間)」を 

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ちゃいましょう！ 



 
『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 

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/ 
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http://shadowofeclipse.jp/ 

http://star.waguruma.jp/ 

http://shadowofeclipse.jp/ 

 

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。 


