
 

 

                                           平成27 年4 月8 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』    ありがとうの気持ちをありがとうの気持ちをありがとうの気持ちをありがとうの気持ちをたくさんたくさんたくさんたくさん込めて込めて込めて込めて    

記念イベント多数開催！記念イベント多数開催！記念イベント多数開催！記念イベント多数開催！    さらにさらにさらにさらに 8888 周年記念イラスト初公開周年記念イラスト初公開周年記念イラスト初公開周年記念イラスト初公開    

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、4月8日（水）定期メンテナンス終了後より、8周年記念企画を実

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    ラテール』ラテール』ラテール』ラテール』8888 周年周年周年周年    

日ごろの日ごろの日ごろの日ごろの感謝の気持ちを込めて、記念イベント多数開催感謝の気持ちを込めて、記念イベント多数開催感謝の気持ちを込めて、記念イベント多数開催感謝の気持ちを込めて、記念イベント多数開催    

    
2015年4月26日（日）で、『トキメキファンタジー ラテール』は正式サービス開始から8周年を迎えます。

いつも『トキメキファンタジー ラテール』をお楽しみいただき、ありがとうございます。 

日頃の皆さまへの感謝の気持ちを込めて、本日4 月8 日（水）定期メンテナンス終了後より、8 周年記念

特設サイトを公開し、記念イベントを多数開催いたします。 

特設サイトでは、8 周年記念イラストを公開しているほか、お得なキャンペーン情報も入手することがで

きます。 

8 周年を迎え、魅力を増した『トキメキファンタジー ラテール』をお楽しみください。 

 

        



 

 

詳細は下記詳細は下記詳細は下記詳細は下記 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/event/2015_8th/http://www.latale.jp/event/2015_8th/http://www.latale.jp/event/2015_8th/http://www.latale.jp/event/2015_8th/    

 

 

「お帰りなさい！」カムバックキャンペーン開催「お帰りなさい！」カムバックキャンペーン開催「お帰りなさい！」カムバックキャンペーン開催「お帰りなさい！」カムバックキャンペーン開催    

    

 

本日4月8日（水）定期メンテナンス終了後から5月7日（木）定期メンテナンス開始前までの期間中、カ

ムバックキャンペーンを開催いたします。 

 

2014年10月18日以前に作成されたアカウントで、さらに2014年10月18日（土）0:00～2015年3月18

日（水）10:00 の期間にログインをしていないアカウントをお持ちの方が、キャンペーン期間中にログインし、

以下のシリアルコードを入力すると、冒険に役立つお得なアイテムを 1 アカウントにつき 1 回受け取ること

ができます。 

 

ぜひこのお得な期間に『トキメキファンタジー ラテール』を再開してみませんか？ 

 

【プレゼントアイテム】【プレゼントアイテム】【プレゼントアイテム】【プレゼントアイテム】    

さみしがりやなプチキングレオさみしがりやなプチキングレオさみしがりやなプチキングレオさみしがりやなプチキングレオ(30(30(30(30 日間日間日間日間))))    カムバック☆チケットカムバック☆チケットカムバック☆チケットカムバック☆チケット    

        

生まれながらにして"キング"の名を持つ種族の末

裔。まだ幼いながら、偉大なその血脈をヒシヒシと

感じさせる。毎日会いに来てくれないと寂しくて死

んでしまう。 

 

・アビリティ：アイテム自動拾得(5Lv.習得) 

・着用能力値: 最大HP +1000、防御力+400 

・スキル効果(20 レベル基準): 防御力+1000、最大

HP +12% 

※ペット用不老草は使用不可 

※入手時から残り時間は消費される 

不老草のかけらと交換可能なチケット。 

背面には「おかえり」と書かれている。    



 

 

※ログアウト中も、残り時間は消費される 

※アビリティ習得剤は使用不可 

※「さびしがりやなプチキングレオ」は、鬼哭山入り

口にいるNPC：ルナレサから、「カムバック☆チケッ

ト」を所持している時にだけ受けることができる1日

クエストを 30 回達成することでも獲得が可能 

疾走するアクセサリー箱疾走するアクセサリー箱疾走するアクセサリー箱疾走するアクセサリー箱    ペット用不老草ペット用不老草ペット用不老草ペット用不老草    

  

左クリック時以下の装備を獲得可能。 

・疾走するトパーズのイヤリング(30 日) 

・疾走するトパーズの指輪(30 日) 

・疾走するトパーズのストッキング(30 日) 

・疾走するトパーズのマント(30 日) 

深い眠りに落ちたペットを起こす。ペットの期間を

30 日延長する。 

※エンジェルエッグには使用不可 

ワプクリチャージャーワプクリチャージャーワプクリチャージャーワプクリチャージャー(30(30(30(30 日間日間日間日間))))    プラチナルビージェムプラチナルビージェムプラチナルビージェムプラチナルビージェム    

        

ウェイポイント使用可能時間を 30 日間延長する。    経験値30%増加、ELY30%増加、アイテムドロップ率

30%増加させる。 

※使用期間は 30 日間 

経験値秘薬経験値秘薬経験値秘薬経験値秘薬 100100100100％％％％×3×3×3×3    

    

60 分間、自分が取得する経験値を 100% UP させ

る。 

※ログアウト中は残り時間は消費されない 

※経験値秘薬100%、300%、500%アイテムと重複使

用不可 

※桃のドリンク、ジェム等と併用可    

    

        



 

 

    

アイテム名アイテム名アイテム名アイテム名    シリアルコードシリアルコードシリアルコードシリアルコード    

さみしがりやなプチキングレオさみしがりやなプチキングレオさみしがりやなプチキングレオさみしがりやなプチキングレオ x1x1x1x1 個個個個    WG6YWG6YWG6YWG6Y----7LDT7LDT7LDT7LDT----GBCCGBCCGBCCGBCC----G3QZG3QZG3QZG3QZ 

カムバック☆チケットカムバック☆チケットカムバック☆チケットカムバック☆チケット x1x1x1x1 個個個個    KJZ5KJZ5KJZ5KJZ5----KWPQKWPQKWPQKWPQ----EKGNEKGNEKGNEKGN----WNS9WNS9WNS9WNS9    

疾走するアクセサリー箱疾走するアクセサリー箱疾走するアクセサリー箱疾走するアクセサリー箱 x1x1x1x1 個個個個    J8EBJ8EBJ8EBJ8EB----FD6YFD6YFD6YFD6Y----M4HZM4HZM4HZM4HZ----VRASVRASVRASVRAS    

ペット用不老草ペット用不老草ペット用不老草ペット用不老草(30(30(30(30 日日日日)x1)x1)x1)x1 個個個個    KUMTKUMTKUMTKUMT----BXQ2BXQ2BXQ2BXQ2----2Y3N2Y3N2Y3N2Y3N----LLTSLLTSLLTSLLTS    

ワプクリチャージャーワプクリチャージャーワプクリチャージャーワプクリチャージャーx1x1x1x1 個個個個    Z4H6Z4H6Z4H6Z4H6----B7VNB7VNB7VNB7VN----BLNWBLNWBLNWBLNW----LSVHLSVHLSVHLSVH    

プラチナルビージェムプラチナルビージェムプラチナルビージェムプラチナルビージェム x1x1x1x1 個個個個    FCLGFCLGFCLGFCLG----A9MXA9MXA9MXA9MX----RGCKRGCKRGCKRGCK----REVGREVGREVGREVG    

経験値秘薬経験値秘薬経験値秘薬経験値秘薬 100%×3100%×3100%×3100%×3 個個個個    M9MQM9MQM9MQM9MQ----5C7F5C7F5C7F5C7F----GGSDGGSDGGSDGGSD----EGPYEGPYEGPYEGPY    

    

詳細は下記詳細は下記詳細は下記詳細は下記 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_newsview.aspx?seq=2011http://www.latale.jp/notice/notice_newsview.aspx?seq=2011http://www.latale.jp/notice/notice_newsview.aspx?seq=2011http://www.latale.jp/notice/notice_newsview.aspx?seq=2011    

    

    

トキメキダーツにとってもキュートな「マジカルチョコキャンディ衣装セット」が登場トキメキダーツにとってもキュートな「マジカルチョコキャンディ衣装セット」が登場トキメキダーツにとってもキュートな「マジカルチョコキャンディ衣装セット」が登場トキメキダーツにとってもキュートな「マジカルチョコキャンディ衣装セット」が登場    

    

本日4 月8 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 8 周年記念「マジカルチョコキ

ャンディ衣装セット」が登場いたします。 

8 周年記念イラストレーターコラボダーツと称し、「魔女」「学生」「妖精」をテーマにデザインされたオリジ

ナル衣装が 3 週に渡り登場予定です。 

第一弾の本日はお菓子をモチーフにしたかわいらしさ溢れる「マジカルチョコキャンディ衣装セット」が

登場。ぜひチェックしてみてください。 

 

  
 

マジカルチョコキャンディ衣装交換チケットマジカルチョコキャンディ衣装交換チケットマジカルチョコキャンディ衣装交換チケットマジカルチョコキャンディ衣装交換チケット    性別性別性別性別    装備部位装備部位装備部位装備部位    

マジカルホイップハット 男女兼用 頭 

マジカルダブルリボン 男女兼用 頭 

マジカルチョコボレロ 男女兼用 服(上) 



 

 

マジカルキャンディパンツ 男女兼用 服(下) 

マジカルキャンディグローブ 男女兼用 手袋 

マジカルキャンディタイツ 男女兼用 ストッキング 

マジカルチョコパンプス 男女兼用 靴 

 

  
 

マジカルチョコキャンディ衣装マジカルチョコキャンディ衣装マジカルチョコキャンディ衣装マジカルチョコキャンディ衣装（女）（女）（女）（女）交換チケット交換チケット交換チケット交換チケット    性別性別性別性別    装備部位装備部位装備部位装備部位    

マジカルホイップハット 男女兼用 頭 

マジカルダブルリボン 男女兼用 頭 

マジカルチョコボレロ 女性専用女性専用女性専用女性専用    服(上) 

マジカルキャンディパンツ 男女兼用 服(下) 

マジカルキャンディグローブ 男女兼用 手袋 

マジカルキャンディタイツ 男女兼用 ストッキング 

マジカルチョコパンプス 男女兼用 靴 

 

※「マジカルチョコキャンディ衣装セット」はベロス年のトキメキ広場にいる NPC「ベリー」の「リクエスト」の

項目から交換できます。 

 

コラボダーツ第二弾にもご期待ください！ 

    

詳細は下記詳細は下記詳細は下記詳細は下記 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_newsview.aspx?seq=2008http://www.latale.jp/notice/notice_newsview.aspx?seq=2008http://www.latale.jp/notice/notice_newsview.aspx?seq=2008http://www.latale.jp/notice/notice_newsview.aspx?seq=2008    

    

    

8888 周年記念！周年記念！周年記念！周年記念！    生放送実施決定生放送実施決定生放送実施決定生放送実施決定    

この放送は見逃せない！この放送は見逃せない！この放送は見逃せない！この放送は見逃せない！    

    



 

 

    来る 4 月26 日（日）、8 周年記念の生放送を配信いたします。気になる今後のアップデート情報の話や、

あなたが選んだアイテムが当たるかも！？大抽選会など、見逃せない企画が満載です。ぜひ、8 周年記

念放送をお見逃しなく！ 

 

アニバーサーリー企画はまだまだ続きます。ご期待ください！ 

        



 

 

『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    

ペーパーマン http://www.paperman.jp/ 

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

Wizardry Online †LIBERAL† http://liberal.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/ 

トキメキファンタジー ラテール http://www.latale.jp/ 

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

フロンティアタクティクス 

戦国武将姫 MURAMASA乱          

 

http://yahoo-mbga.jp/game/12021183/play 

http://yahoo-mbga.jp/game/12021838/play 

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 

わグルま★ 

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

http://star.waguruma.jp/ 

    

 


