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『トキメキファンタジー ラテール』
会員登録数合計 100 万人突破！ 記念キャンペーン開催
記念キャンペーン開催中
キャンペーン開催中
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、会員登録数が 100 万人を突破したことを発表いたします。
会員登録
会員登録数
登録数 100 万人突破キャンペーン開催！
万人突破キャンペーン開催！

この度、『トキメキファンタジー ラテール』の会員登録数が合計で 100 万人を突破いたしました。サービ
ス開始以来、お楽しみいただき、また支えていただいた多くのみなさまに心より感謝申し上げます。
日頃の感謝の気持ちを込めて、7 月 15 日定期メンテナンス終了後より、「ラテール会員登録数 100 万人
突破キャンペーン」を開催中です。
現在開催中のキャンペーンは 3 種。次週以降も随時新たなキャンペーンを開催していきます。
今後もみなさまにお楽しみいただけるよう、運営チーム一同尽力してまいります。
100 万人突破キャンペーン特設ページは以下の URL からご確認ください。
http://www.latale.jp/update/2015_thankyou/

登録者数 100 万人突破記念企画
その 1 「100 人の夢かなえます」キャンペーン開催

7 月15 日定期メンテナンス終了後より、100 万人突破記念企画「100 人の夢かなえます！」キャンペーン
を開催中です。
ペットや装備、ファッションアイテム、生産材料などの中からご希望のアイテム 1 つが抽選で 100 名に当
たる「普通に抽選！ 100 名コース」と、「普通に抽選！ 100 名コース」で落選された方 10 名を対象とした
「生放送でチャンスを掴め！ 10 名コース」の 2 種を開催いたします。
欲しかったあのアイテムを手に入れる大チャンス！ ぜひ奮ってご応募ください。
※アイテム選定には注意事項がございます。詳細ページよりご確認ください。
100 人の夢かなえますキャンペーンならびに応募
人の夢かなえますキャンペーンならびに応募は以下の
応募は以下の URL 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=2088

登録者数 100 万人突破記念企画
その 2 「ぷるーんのお土産プレゼント」キャンペーン開催

7 月15 日定期メンテナンス終了後から 8 月12 日（水）定期メンテナンス開始前までの期間中、「ぷるーん
のお土産プレゼント」キャンペーンを開催いたします。
期間中、エルパのレストランにいる NPC：ラシードから受けられる 1 日クエスト「オルカ海辺のシースター」
を規定回数以上完了した方に[GM]ぷるーんから、特別なお土産をプレゼントいたします。挑戦できるコー
スは 2 種！ どちらか選んで挑戦してみてください。
ぷるーんのお土産プレゼントキャンペーン
ぷるーんのお土産プレゼントキャンペーンについての詳細は下記
キャンペーンについての詳細は下記 URL よりご確認ください
http://www.latale.jp/notice/notice_newsview.aspx?seq=2087
http://www.latale.jp/notice/notice_newsview.aspx?seq=2087

登録者数 100 万人突破記念企画
その 3 「夏休みもジエンディアで冒険しよう！ログインイベント」

7 月16 日（木）0：00 から 8 月19 日（水）23：59 までの期間中、「夏休みもジエンディアで冒険しよう！ログ
インイベント」を開催中です。
イベント期間中、30 分以上ログインした日数に応じて、特典アイテムをプレゼントいたします。ぜひこの
期間にお得にアイテムをゲットしてください。
■特典アイテム一覧
■特典アイテム一覧
ログイン日数
特典アイテム
1 イベント霊薬箱
2 イベント経験のアロマオイル
3 アビオコーラ
4 世界樹武器交換券
5 イベント体力のアロマオイル
6 イベント クリティカルのアロマオイル
7 [移動不可]経験値秘薬 200%
8 イベント優れた効果の秘薬
9 [移動不可]経験値秘薬 300％
10 イベントウェイポイントバッテリー(7 日)
11 世界樹武器交換券
12 イベントペット用不老草(15 日)
13 イベント霊薬箱
14 イベント倉庫インベントリカバン
15 アイテムエンチャントの妙薬
16 アビオコーラ
17 アビオコーラ
18 世界樹武器交換券
19 アイテムエンチャントの秘薬
20 [移動不可]経験値秘薬 500％
21 クエスト報酬 UP!スキル習得書(50％)7 日
22 イベント幸運のアロマオイル
23 イベント経験のアロマオイル
24 アビオコーラ
25 世界樹武器交換券
26 イベント総合インベントリカバン
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イベント優れた効果の秘薬
アイテムエンチャントの秘薬
生産の妙薬(イベント)
イベント経験値秘薬 888％
アビオコーラ
イベント封印の鍵
イベント霊薬箱
アビオコーラ
ペット用不老草

3
2
2
1
20
10
10
30
1

「夏休みもジエンディアで冒険しよう！ログインイベント」の詳細は下記 URL よりご確認ください
http://www.latale.jp/notice/notice_eventview.aspx?seq=628

ストーンゴーレムパッケージ＆小悪魔パッケージ＆アイテムエンチャントの秘薬
ストーンゴーレムパッケージ＆小悪魔パッケージ＆アイテムエンチャントの秘薬[LP]
＆アイテムエンチャントの秘薬[LP]が登場
[LP]が登場！
が登場！

7 月 15 日定期メンテナンス終了後から 8 月 26 日（水）定期メンテナンス開始前までの期間中、期間限定
で LP ショップに「ストーンゴーレムパッケージ」と、「小悪魔パッケージ」さらに「アイテムエンチャントの秘
薬[LP]」が登場いたします。
力強い「ストーンゴーレム」を含め、可愛いタイトルを覚えることができる習得書やあの「スペシャルボッ
クスⅢ」など、様々なアイテムがギュギュっとつまった「ストーンゴーレムパッケージ」精霊石と、羅針盤が
セットになった「小悪魔パッケージ」さらに、アイテムエンチャントの成功率と強化成功率を 3%上昇させる
「アイテムエンチャントの秘薬[LP]」が期間限定で LP ショップに登場。この機会をどうぞ、お見逃しなく！
ストーンゴーレムパッケージ 1 個：300LP
個：300LP
[パッケージ内容]
ストーンゴーレム分譲券(Lv20)x1 個/★No.1 STAR★タイトル習得書(30 日)x1 個
クエスト報酬 UP！スキル習得書(30 日)x1 個/皇帝カード(30 日)交換券 x1 個
イベント経験値秘薬 888%×2 個/スペシャルボックスⅢx5 個

小悪魔パッケージ：
小悪魔パッケージ：1 個：120LP
個：120LP
[パッケージ内容]
プチバル羅針盤(30
プチバル羅針盤(30 日)x1 個
プチバル精霊石(30
プチバル精霊石(30 日)x1 個

アイテムエンチャントの秘薬[LP]
アイテムエンチャントの秘薬[LP]：
[LP]：10 個 149LP
3 分間、アイテムエンチャントの成功率と強化成功率を 3%上昇させる
※アイテムエンチャントの妙薬、エンチャントの妙薬、アイテムエンチャント
の新薬薬、 エンチャントの新薬と重複使用可能
※アイテムエンチャントの秘薬とは重複しません

ストーンゴーレムパッケージ＆小悪魔パッケージの詳細は下記
ストーンゴーレムパッケージ＆小悪魔パッケージの詳細は下記 URL よりご確認ください
http://www.latale.jp/notice/notice_newsview.aspx?seq=2083

『トキメキファンタジー 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

派手なエフェクトのスキル

タイプ別の様々な戦い方

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

仲間と一緒に冒険！

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.

GMO ゲームポット株式会社について
ゲームポット株式会社について
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
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

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

戦国武将姫 MURAMASA 乱

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

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/

