
 

 

                                           平成26 年10 月22 日 

各位 

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』大型アップデート実装大型アップデート実装大型アップデート実装大型アップデート実装    

いよいよ新職業「カードマスター」登場いよいよ新職業「カードマスター」登場いよいよ新職業「カードマスター」登場いよいよ新職業「カードマスター」登場    

さらに新モンスター、新マップ、新システムの登場など内容盛りだくさん！さらに新モンスター、新マップ、新システムの登場など内容盛りだくさん！さらに新モンスター、新マップ、新システムの登場など内容盛りだくさん！さらに新モンスター、新マップ、新システムの登場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：服

部直人、以下 GMO ゲームポット）は、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 ラテール』（以下ラテール）において、10月22日（水）定期メンテナンスにて、大型アップデートを実施

いたします。 

 

待望の新職業「カードマスター」ついに登場！待望の新職業「カードマスター」ついに登場！待望の新職業「カードマスター」ついに登場！待望の新職業「カードマスター」ついに登場！ 

 

本日10 月22 日（水）定期メンテナンスにて、新職業「カードマスター」を実装いたします。カードマスター

専用の新マップに加え、新モンスターや新システムの登場など、イベント目白押し！ 

ぜひ、新たな職業の登場で盛り上がる『トキメキファンタジー ラテール』でお楽しみください。 

    

    

★カードマスター★カードマスター★カードマスター★カードマスター    

「マナカード」と呼ばれる不思議なカードを使って 

戦う。 

遠距離、近距離問わず、カードを用いた様々な 

スキルで敵を倒す。 

2 次職業では、遠距離攻撃に特化した 

「ハイマスター」か、近距離攻撃に特化した 

「バトルマスター」へ転職することができる。    



 

 

    

★ハイマスター★ハイマスター★ハイマスター★ハイマスター((((遠距離攻撃特化遠距離攻撃特化遠距離攻撃特化遠距離攻撃特化2222 次職業次職業次職業次職業))))    

ハイマスターは、マナカードに秘められた 

<法則>の力の研究に己の全てを捧げる者。 

戦闘時には、後方に退いて戦う遠距離攻撃がメイ

ン。 

 

遠距離系魔法型職業で、ホーリーマスター、アーク

マスターに転職が可能。 

シャイニング、エレメンタル、マナカードを使用でき

る。 

様々なパーティーバフスキルや状態異常効果な

ど、強力な遠距離魔法攻撃を使用できる。 

消耗したカードを早く回復できる。    

    

☆バトルマスター☆バトルマスター☆バトルマスター☆バトルマスター((((近距離攻撃特化近距離攻撃特化近距離攻撃特化近距離攻撃特化2222 次職業次職業次職業次職業))))    

バトルマスターは、更なる力を求めてマナカードが

持つ闘争本能を呼び覚まし己が持つ全ての力を持

って戦う者。 戦闘時には、接近戦がメイン。 

 

近距離系魔法型職業でダークマスター、フォースマ

スターに転職可能。 

ダークネス、エレメンタル、マナカードを使用でき

る。 

様々な近接型スキルで派手なコンボ攻撃を使用で

きる。 

消耗したカードを直ちに回復することができ、攻撃

時に一定確率でカードを回復することができる。    



 

 

    

★ホーリーマスター★ホーリーマスター★ホーリーマスター★ホーリーマスター((((遠距離攻撃特化遠距離攻撃特化遠距離攻撃特化遠距離攻撃特化 3333 次職業次職業次職業次職業))))    

ハイマスターの上位職業。 

シャイニングカードに込められた光の力を用いて 

より強力な遠距離攻撃に特化したスキルを 

使用することができる。    

    

☆ダークマスター☆ダークマスター☆ダークマスター☆ダークマスター((((近距離攻撃特化近距離攻撃特化近距離攻撃特化近距離攻撃特化3333 次職業次職業次職業次職業))))    

バトルマスターの上位職業。 

ダークカードに込められた闇の力を用いて、より強

力な近距離攻撃に特化したスキルを使用すること

ができる。    



 

 

    

★アークマスター★アークマスター★アークマスター★アークマスター((((遠距離攻撃特化遠距離攻撃特化遠距離攻撃特化遠距離攻撃特化4444 次職業次職業次職業次職業))))    

マナカードに秘められた<法則>の力の研究に 

己の全てを捧げ、極めた者のみが辿り着くことがで

きると言われている、ホーリーマスターの上位 

職業。 

アークマスターから放たれる眩い光は、全ての 

敵を消し去ると言われている。    

    

☆フォースマスター☆フォースマスター☆フォースマスター☆フォースマスター((((近距離攻撃特化近距離攻撃特化近距離攻撃特化近距離攻撃特化 4444 次職業次職業次職業次職業))))    

マナカードに秘められた闘争本能を呼び覚まし、 

さらなる力を求めて道を極めた者だけが辿り着くこ

とができると言われている、ダークマスターの上位

職業。 

フォースマスターの拳は、目の前に立ちふさがる

全ての敵を打ち砕くと言われている。    

    

「カードマスター」の舞台となる、新マップ『ルミナスシティ』    

    
  



 

 

不気味な雰囲気の新マップ『夜の学校』では、様々なモンスターが行く手を阻む 

    
    

プレイヤーキャラクターと同じ「カードマスター」達が、バトルを仕掛けてくることも！ 

        
    

『ラテール』ではおなじみのモンスター プリリンの新種も出現！？ 

    

    

    

        



 

 

専用スキル専用スキル専用スキル専用スキル    「封印スキル」でモンスターを召喚しよう！「封印スキル」でモンスターを召喚しよう！「封印スキル」でモンスターを召喚しよう！「封印スキル」でモンスターを召喚しよう！    

 

本日10 月22 日（水）定期メンテナンス終了後より、ハイマスターか、バトルマスター以降の職業では、

「封印スキル」が使用できるようになります。 

これは、特定のモンスターに使用すると一定の確率でカードにモンスターを封印し、戦闘時に封印した

モンスターを召喚して戦うことが出来るようになるスキルです。 

 封印したモンスターを召喚して、戦おう！ 

 

※封印のデッキ使用後、スキル効果が維持されている時間内に倒すと、一定の確率で封印できます。 
 

        
    

    

トキメキダーツのトキメキダーツのトキメキダーツのトキメキダーツの 1111 等に職業衣装シリーズから、等に職業衣装シリーズから、等に職業衣装シリーズから、等に職業衣装シリーズから、    

ハイマスターをモチーフに作られた「カルティア衣装」が登場！ハイマスターをモチーフに作られた「カルティア衣装」が登場！ハイマスターをモチーフに作られた「カルティア衣装」が登場！ハイマスターをモチーフに作られた「カルティア衣装」が登場！    

    

 本日10 月22 日（水）定期メンテナンス終了後から、トキメキダーツの 1 等に、職業衣装カードマスターの

2 次職「ハイマスター」をモチーフにして作られた「カルティア衣装」が登場いたします。 

 大きな帽子と、かわいい「カルティア衣装」を身につければ、気分はカードマスター！  

トキメキダーツを 25 本投げると「カルティア衣装交換券」がもらえるキャンペーンも当時に開催いたしま

すので、お見逃しなく！ 

 さらに、トキメキダーツ 2 等賞品「図鑑100％習得書交換箱」で、交換できるアイテムのラインアップに 

「100％サイアムの図鑑カード」や、「100％海龍王の図鑑カード」など、7 種類が新たに追加いたします。 

欲しかった図鑑カードを獲得できるかも！？  

 ぜひ、チェックしてみてください。 

 

トキメキダーツについて詳しくは下記トキメキダーツについて詳しくは下記トキメキダーツについて詳しくは下記トキメキダーツについて詳しくは下記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/notice/notice_newsview.aspx?seq=1883http://www.latale.jp/notice/notice_newsview.aspx?seq=1883http://www.latale.jp/notice/notice_newsview.aspx?seq=1883http://www.latale.jp/notice/notice_newsview.aspx?seq=1883    

 

  



 

 

 

 

カルティア衣装セット（女）カルティア衣装セット（女）カルティア衣装セット（女）カルティア衣装セット（女）    カルティア衣装セットカルティア衣装セットカルティア衣装セットカルティア衣装セット    

        

【中身】【中身】【中身】【中身】    

カルティアハットカルティアハットカルティアハットカルティアハット    

カルティアブラウスカルティアブラウスカルティアブラウスカルティアブラウス    

カルティアスカートカルティアスカートカルティアスカートカルティアスカート    

カルティアグローブカルティアグローブカルティアグローブカルティアグローブ    

カルティアブーツカルティアブーツカルティアブーツカルティアブーツ    

カルティアケープカルティアケープカルティアケープカルティアケープ    

【中身】【中身】【中身】【中身】    

カルティアハットカルティアハットカルティアハットカルティアハット    

カルティアブラウスカルティアブラウスカルティアブラウスカルティアブラウス    

カルティアパンツカルティアパンツカルティアパンツカルティアパンツ    

カルティアグローブカルティアグローブカルティアグローブカルティアグローブ    

カルティアブーツカルティアブーツカルティアブーツカルティアブーツ    

カルティアケープカルティアケープカルティアケープカルティアケープ    

※カルティアスカートのみ、女性専用衣装となります。 

    

    

NET CASHNET CASHNET CASHNET CASH を使ってオリジナルカレンダーをゲット！を使ってオリジナルカレンダーをゲット！を使ってオリジナルカレンダーをゲット！を使ってオリジナルカレンダーをゲット！    

「ラテール×「ラテール×「ラテール×「ラテール×NET CASHNET CASHNET CASHNET CASH キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン」スタート」スタート」スタート」スタート    

 
本日10 月22 日（水）より、「ラテール×NET CASH キャンペーン」を開催いたします。 

 

本キャンペーンでは、10 月22 日（水）定期メンテナンス終了後から 11 月12 日（水）定期メンテナンス開

始前までの期間中、NET CASH3,000 円を 1 口として、LP をご購入いただいた方の中から、抽選で 100 名

様に「ラテールオリジナル卓上カレンダー2015 年版」をプレゼントいたします。 

100 名様限定のこのチャンス！ NET CASH を利用してオリジナルカレンダーをゲットしよう！ 

 

キャンペーンの詳細はこちらキャンペーンの詳細はこちらキャンペーンの詳細はこちらキャンペーンの詳細はこちら    

http://www.latale.jp/notice/notice_newsview.aspx?seq=1882http://www.latale.jp/notice/notice_newsview.aspx?seq=1882http://www.latale.jp/notice/notice_newsview.aspx?seq=1882http://www.latale.jp/notice/notice_newsview.aspx?seq=1882    

    

【注意事項】【注意事項】【注意事項】【注意事項】    

※本キャンペーンはゲームポット ID および外部ID をご利用のお客さまのみが対象です。 

※本キャンペーンは NET CASH で累計3,000 円分以上の LP をご購入いただいた方が対象です。 



 

 

※NET CASH3,000 円分を 1 口としてカウントします。 

 NET CASH5,000 円分をご利用いただいた場合は 1 口としてカウントし、さらに NET CASH1,000 円分をご

利用いただくと 2 口としてカウントします。 

※口数が増えるごとに当選する確率が上がります。 

※グッズの当選についてはキャンペーン終了後、当選者にのみ当選メールをお送りします。 

※キャンペーン終了時点で決済が完了していない場合、キャンペーン対象外となりますのでご注意くださ

い。 

※NET CASH、NET CASH モバイル、NET CASH ウォレットに関するお問い合わせは、株式会社NTT カー

ドソリューションへ直接お問い合わせください。 

 ＜お問い合わせ＞ http://net-cash.jp/inquiry.html 

※運営上、予期せぬ理由によりキャンペーン内容を変更・中止する場合には、本ページにてご連絡させて

いただきます。 

    

    

大型アップデート実装記念大型アップデート実装記念大型アップデート実装記念大型アップデート実装記念    期間限定期間限定期間限定期間限定イベントイベントイベントイベント 2222 種同時種同時種同時種同時開催開催開催開催    

  

 本日10 月22 日（水）定期メンテナンス終了後から、11 月19 日（水）定期メンテナンス開始前までの期間

中、大型アップデート実装記念イベントを開催いたします。 

期間限定のお得なイベントをぜひお楽しみください！ 

    

■■■■【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】 

 

本日10月22日(水)定期メンテナンス終了後から11月19日(水)定期メンテナンス開始前までの期間中、「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：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

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】 

 

本日10月22日(水)定期メンテナンス終了後から11月19日(水)定期メンテナンス開始前までの期間中、「ス

キルリセットイベント」を開催いたします。 

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(15 日間)」を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！    

    

その他の調整内容盛りだくさん！詳細は下記その他の調整内容盛りだくさん！詳細は下記その他の調整内容盛りだくさん！詳細は下記その他の調整内容盛りだくさん！詳細は下記 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/notice/notice_mediaview.aspx?seq=146http://www.latale.jp/notice/notice_mediaview.aspx?seq=146http://www.latale.jp/notice/notice_mediaview.aspx?seq=146http://www.latale.jp/notice/notice_mediaview.aspx?seq=146    



 

 

 

    

『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、横スクロールのアクション

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    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    

 

  



 

 

●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

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    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. 



 

 

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/ ） 

 

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 http://www.latale.jp/ 

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

ファンタジーアース ゼロ http://www.fezero.jp/ 

スカッとゴルフ パンヤ http://www.pangya.jp/ 

ペーパーマン http://www.paperman.jp/ 

Livly Island COR http://www.livly.com/ 

Shadow of Eclipse http://shadowofeclipse.jp/ 

コアマスターズ http://www.coremasters.jp/ 

MIRROR WAR http://www.mirrorwar.jp/ 

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 

Wizardry Schema http://www.wiz-s.jp/ 

わグルま★ http://star.waguruma.jp/ 

Shadow of Eclipse(Android 版) http://shadowofeclipse.jp/ 

 


