
 

 

                                           平成27 年4 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』8888 周年記念ニコ生放送周年記念ニコ生放送周年記念ニコ生放送周年記念ニコ生放送実施実施実施実施決定！決定！決定！決定！    

さらにさらにさらにさらに 8888 周年記念イラストレーターコラボダーツ第周年記念イラストレーターコラボダーツ第周年記念イラストレーターコラボダーツ第周年記念イラストレーターコラボダーツ第 3333 弾を実装弾を実装弾を実装弾を実装やややや    

オリジナルオリジナルオリジナルオリジナル WebMoneyWebMoneyWebMoneyWebMoney カードプレゼントキャンペーンカードプレゼントキャンペーンカードプレゼントキャンペーンカードプレゼントキャンペーン開始開始開始開始などイベント目白押しなどイベント目白押しなどイベント目白押しなどイベント目白押し    

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26 日（日）21 時10 分より、ラテール 8 周年を記念して 

ニコニコ動画ラテール公式コミュニティにおいて、8 周年記念ニコ生放送を実施することをお知らせいたし

ます。 

 

来る来る来る来る 4444 月月月月26262626 日（日）日（日）日（日）日（日）8888 周年記念ニコ生放送周年記念ニコ生放送周年記念ニコ生放送周年記念ニコ生放送実施実施実施実施決定決定決定決定！！！！    

 

4 月26 日（日）21 時10 分より、ニコニコ動画ラテール公式コミュニティにおいて、8 周年記念ニコ生放送

を実施いたします。 

放送中に発表される 3 つのキーワードを集めて応募すると、抽選で 5 名様にあのゲストのサイン入り 8

周年イラストポスターをプレゼントするキーワードコーナーをはじめ、今年7月に実装予定の次なる大型ア

ップデート「INFINITY～さらなる次元へ～」や、10 月の実装を予定している中型アップデート「Next STAGE

～さらなる進化～」の最新情報の発表、事前に欲しいアイテムをアンケートで募集して行う「春の大（型お

詫び）ルーレット祭！」など盛りだくさんの内容でお送りする 88 分となっています。 

 

「春の大（型お詫び）ルーレット祭！」では、お客さまからのアンケートによって当選アイテムが決まる内

容となっておりますので、ほしいアイテムをアンケートに投稿してください。 

 

 

生放送の詳細はこちら生放送の詳細はこちら生放送の詳細はこちら生放送の詳細はこちら    

http://www.latale.jp/notice/notice_newsview.aspx?seq=2024http://www.latale.jp/notice/notice_newsview.aspx?seq=2024http://www.latale.jp/notice/notice_newsview.aspx?seq=2024http://www.latale.jp/notice/notice_newsview.aspx?seq=2024    

 

「春の大（型お詫び）ルーレット祭！」アンケートはこちら「春の大（型お詫び）ルーレット祭！」アンケートはこちら「春の大（型お詫び）ルーレット祭！」アンケートはこちら「春の大（型お詫び）ルーレット祭！」アンケートはこちら    

http://www.latale.jp/event/enquete/enquete.aspxhttp://www.latale.jp/event/enquete/enquete.aspxhttp://www.latale.jp/event/enquete/enquete.aspxhttp://www.latale.jp/event/enquete/enquete.aspx    

        



 

 

8888 周年記念！周年記念！周年記念！周年記念！    オリジナルオリジナルオリジナルオリジナル WebMoneyWebMoneyWebMoneyWebMoney カードプレゼントキャンペーン開催カードプレゼントキャンペーン開催カードプレゼントキャンペーン開催カードプレゼントキャンペーン開催    

    
    

 本日4 月22 日（水）定期メンテナンス終了後から 5 月13 日（水）定期メンテナンス開始前までの期間中、 

8 周年特別企画オリジナル WebMoney カードプレゼントキャンペーンを開催いたします。 

  

【キャンペーン内容】【キャンペーン内容】【キャンペーン内容】【キャンペーン内容】    

＜復活の魂コース＞＜復活の魂コース＞＜復活の魂コース＞＜復活の魂コース＞    

キャンペーン期間中、「WebMoney」で 1,000 円分以上(税込)の LP を購入した方にもれなく、「復活の魂x1

個」をプレゼントいたします。 

■「復活の魂×■「復活の魂×■「復活の魂×■「復活の魂×1111 個」個」個」個」    

 
永遠を生きる不死鳥のように死んでも 

その場で 50%の HP で復活することができ、 

死亡時のペナルティも回避する 

 

＜トキメキダーツコース＞＜トキメキダーツコース＞＜トキメキダーツコース＞＜トキメキダーツコース＞    

キャンペーン期間中、「WebMoney」で3,000円分以上(税込)のLPを購入した方にもれなく、「トキメキダーツ

x1 個」をプレゼントいたします。 

■■■■「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 x1x1x1x1 個」個」個」個」    

 
トキメキダーツが 1 回利用できる 

    

＜＜＜＜オリジナルオリジナルオリジナルオリジナル WebMoneyWebMoneyWebMoneyWebMoney カードコースカードコースカードコースカードコース＞＞＞＞    

キャンペーン期間中、「WebMoney」で 5,000 円分以上(税込)の LP を購入した方の中から抽選で 100 名に、

8 周年イラストを使用した 「オリジナル WebMoney カード」をプレゼントいたします。 

        



 

 

■■■■オリジナルオリジナルオリジナルオリジナル WebMoneyWebMoneyWebMoneyWebMoney カードカードカードカード    

    

※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。 

※5,000 円分の購入を一口とし、最大二口まで応募が可能です。 

＜重要＞ 

※WebMoney カードをご希望される方は、あらかじめ住所登録のご確認をお願いいたします。 

※登録情報の確認・変更等は http://www.latale.jp/event/entryPage/entry.html より行ってください。 

 

【プレゼントお届け日】【プレゼントお届け日】【プレゼントお届け日】【プレゼントお届け日】    

2015 年5 月20 日(水)定期メンテナンス時 

※オリジナル WebMoney カードは、抽選後に随時発送いたします。 

※WebMoney カードの当選はメールをもってお知らせいたします。 

 

【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となります。 

 ハンゲームをご利用のお客さまは対象外となりますのでご了承ください。 

※本キャンペーンは累計金額による応募が可能です。 

※当選した方には、オリジナル WebMoney カードを発送いたします。 

※本キャンペーンは重複当選いたしません。当選は 1 アカウントにつき 1 回までです。 

※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。 

※WebMoney に関するお問い合わせは、株式会社 ウェブマネーへ直接お問い合わせください。  

 ＜株式会社ウェブマネー お問い合わせ＞ 

 http://www.webmoney.jp/utility/help.html 

 

  

        



 

 

8888 周年記念周年記念周年記念周年記念    イラストレーターコラボダーツイラストレーターコラボダーツイラストレーターコラボダーツイラストレーターコラボダーツ待望の待望の待望の待望の第第第第3333 弾登場弾登場弾登場弾登場    

爽やかでキュートな「ファコルタ衣装セット」をお見逃しなく爽やかでキュートな「ファコルタ衣装セット」をお見逃しなく爽やかでキュートな「ファコルタ衣装セット」をお見逃しなく爽やかでキュートな「ファコルタ衣装セット」をお見逃しなく！！！！    

    

 
    本日4 月22 日（水）定期メンテナンスにて、トキメキダーツの 1 等に、8 周年記念ファコルタ衣装セットが

登場いたします。 

 8 周年を記念して、人気イラストレーターすみす氏とのコラボダーツの第3 弾です。第3 弾となる今回は

女子学生をモチーフにしたキュートな衣装が登場。 

 澄んだ青空のようなブルーがこの季節にぴったりです。8 周年記念イラストレーターコラボダーツはこれ

が最後。お見逃しなく！ 

    
ファコルタ衣装交換チケットファコルタ衣装交換チケットファコルタ衣装交換チケットファコルタ衣装交換チケット    性別性別性別性別    装備部位装備部位装備部位装備部位    

ファコルタブラウスファコルタブラウスファコルタブラウスファコルタブラウス    男女兼用男女兼用男女兼用男女兼用    服服服服((((上上上上))))    

ファコルタスカートファコルタスカートファコルタスカートファコルタスカート    男女兼用男女兼用男女兼用男女兼用    服服服服((((下下下下))))    

ファコルタリボンファコルタリボンファコルタリボンファコルタリボン    男女兼用男女兼用男女兼用男女兼用    マントマントマントマント    

ファコルタブーツファコルタブーツファコルタブーツファコルタブーツ    男女兼用男女兼用男女兼用男女兼用    靴靴靴靴    

    

【注意事項】【注意事項】【注意事項】【注意事項】    

※「ファコルタ衣装セット」はベロス都市のトキメキ広場にいる NPC「ベリー」の「クエスト」の項目から交換

できます。 

※髪型は付属しません。 

 

        



 

 

8888 周年特別企画周年特別企画周年特別企画周年特別企画    「マント」と「乗り物」プレゼントキャンペーン開催「マント」と「乗り物」プレゼントキャンペーン開催「マント」と「乗り物」プレゼントキャンペーン開催「マント」と「乗り物」プレゼントキャンペーン開催    

    
    

    本日4 月22 日（水）定期メンテナンス終了後から 5 月20 日（水）定期メンテナンス開始前までの期間中、

龍京でNPCアビから受けられる1日クエストを規定回数以上完了した方に8周年を記念した特典アイテム

をプレゼントいたします。 

 キャンペーンは2種類あり、好きなコースを選んで参加することが可能です。キャンペーンは1 ヶ月間限

定！  ぜひこの機会にクエストを達成し、特典アイテムをゲットしましょう。 

 

【特典アイテム】【特典アイテム】【特典アイテム】【特典アイテム】    

＜ニッコニコ―ス＞＜ニッコニコ―ス＞＜ニッコニコ―ス＞＜ニッコニコ―ス＞    

キャンペーン期間中に、 龍京で NPC：アビから受けられる1日クエスト「[40]桜木の湖の幽霊桜」を8回以

上完了した方に、下記特典アイテムをプレゼントいたします。 

※クエスト「[40]桜木の湖の幽霊桜」は、レベル 40 から受けることができます。 

※特典アイテムのプレゼントは 1 キャラクターにつき一回となります。 

■ニッコニコサーン！■ニッコニコサーン！■ニッコニコサーン！■ニッコニコサーン！    マント×マント×マント×マント×1111 個個個個    

    
8 周年を記念して作られたニコニコなお日様のマント 

    

＜超特急コース＞＜超特急コース＞＜超特急コース＞＜超特急コース＞    

キャンペーン期間中に、 龍京で NPC：アビから受けられる 1 日クエスト「[40]桜木の湖の怨念桜」を 16 回

以上完了した方に、下記特典アイテムをプレゼントいたします。 

※クエスト「[40]桜木の湖の怨念桜」は、レベル 40 から受けることができます。 

※特典アイテムのプレゼントは 1 キャラクターにつき一回となります。 

■ラテール■ラテール■ラテール■ラテール 8888 周年超特急周年超特急周年超特急周年超特急×1×1×1×1 個個個個    

    
ラテールの 8 周年を記念してやってきた超特急略して「ラテ超」 



 

 

【特典アイテムお届け日】【特典アイテムお届け日】【特典アイテムお届け日】【特典アイテムお届け日】    

2015201520152015 年年年年5555 月月月月 20202020 日（水）定期メンテナンス時日（水）定期メンテナンス時日（水）定期メンテナンス時日（水）定期メンテナンス時    

    

【注意事項】【注意事項】【注意事項】【注意事項】    

※キャンペーンの特典アイテムは、条件達成時ではなく、「特典アイテムお届け日」に配布いたします。 

※条件を達成しているキャラクターが複数いる場合、達成キャラクター数分プレゼントされます。 

※達成回数はキャラクターごとの集計となるため、合算はされませんのでご注意ください。 

※メインクラスとサブクラスは同一のキャラクターとして集計されます。 

※1日クエスト「[40]桜木の湖の幽霊桜」、「[40]桜木の湖の怨念桜」は、1キャラクター 1日1回しか受ける

ことができません。 1 日クエストのリセットは 4：30～4：40 の間に行なわれます。 

※各アイテムはキャラクター情報ウィンドウのプレゼント、または物品保管所の NPC から受け取ることが

できます。 

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

※「特典アイテムお届け日」に削除されているキャラクターはプレゼント対象となりません。        



 

 

    

『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/ 

    

 


