
 

 

平成28 年3 月23 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「大型アップデート「大型アップデート「大型アップデート「未知の倉庫」実装未知の倉庫」実装未知の倉庫」実装未知の倉庫」実装    

ギルドシステムギルドシステムギルドシステムギルドシステムやペットシステムやペットシステムやペットシステムやペットシステムが新たに生まれ変わる！が新たに生まれ変わる！が新たに生まれ変わる！が新たに生まれ変わる！    

さらに大型アップデートを記念した企画も盛りだくさんさらに大型アップデートを記念した企画も盛りだくさんさらに大型アップデートを記念した企画も盛りだくさんさらに大型アップデートを記念した企画も盛りだくさん    

 

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、3 月23 日（水）定期メンテナンスにてアップデートを実施いたし

ます。 

    

大型アップデート「大型アップデート「大型アップデート「大型アップデート「未知の倉庫未知の倉庫未知の倉庫未知の倉庫」実装！」実装！」実装！」実装！

    
本日3 月23 日（水）定期メンテナンスにて、大型アップデート「未知の倉庫」を実装いたします。 

 

2 つの新ダンジョンが実装されるだけでなく、ペット、ギルドがさらに強く、便利になる新システムの実装、

さらにアップデート記念セールやしばらくお休みされている方を対象としたカムバックキャンペーンを実施

いたします。 

 

パワーアップした『トキメキファンタジー ラテール』で新たな冒険をお楽しみください。 

 

「「「「未知の倉庫未知の倉庫未知の倉庫未知の倉庫」特設サイトはこちらをご確認ください」特設サイトはこちらをご確認ください」特設サイトはこちらをご確認ください」特設サイトはこちらをご確認ください    

http://www.latale.jp/update/201603_update/http://www.latale.jp/update/201603_update/http://www.latale.jp/update/201603_update/http://www.latale.jp/update/201603_update/    

 

    

    

    

    



 

 

新ダンジョン「未知の倉庫」「未知の図書館」登場新ダンジョン「未知の倉庫」「未知の図書館」登場新ダンジョン「未知の倉庫」「未知の図書館」登場新ダンジョン「未知の倉庫」「未知の図書館」登場    

    

 本日3 月23 日（水）定期メンテナンス終了後より、新たなダンジョンが 2 種登場いたします。 

 「未知の倉庫」は200レベル以上が入場可能な1人用ダンジョンです。ジエンディアパークNPCロビンか

ら移動することができます。 

 「未知の図書館」は 120 レベル以上の方が入場できる、ペットの覚醒に関わるダンジョンです。ベルパ図

書館ロビーからポータルで移動することができます。 

  

 自分のレベルにあわせて、新ダンジョンに挑戦しよう！ 

 

未知の倉庫未知の倉庫未知の倉庫未知の倉庫    

 

未知の図書館未知の図書館未知の図書館未知の図書館    

 

 



 

 

 

ペットシステムに新要素ペットシステムに新要素ペットシステムに新要素ペットシステムに新要素をををを実装！実装！実装！実装！    

    

    本日3 月23 日（水）定期メンテナンス終了後よりペットシステムにペット潜在能力覚醒システムを新たに

追加いたします。 

 そのほかにもペットウィンドウのリニューアルなどもあわせて行いますので、便利になったペットシステ

ムをぜひお試しください。 

ペットペットペットペット潜在能力覚醒潜在能力覚醒潜在能力覚醒潜在能力覚醒    

ペットの秘められた能力を覚醒させて装備すると、 

冒険者に様々な追加効果が！ 

 

 
  



 

 

ペットウィンドウリニューアルペットウィンドウリニューアルペットウィンドウリニューアルペットウィンドウリニューアル    

メインペットの能力値が簡単に確認できるように！ 

 
ペット外見選択機能ペット外見選択機能ペット外見選択機能ペット外見選択機能追加追加追加追加    

サブペットを連れて歩くことができるように！ 

 
※上図ではメインペットとして「オウガヤン」を装備し、 

ペットの外見はサブペットの「らびっちょ」を選択しています。 

  



 

 

ペットスキル表示ペットスキル表示ペットスキル表示ペットスキル表示エリア拡張エリア拡張エリア拡張エリア拡張    

ペットインベントリにあるペットのスキルを、 

ペットスキルウインドウから使用可能！ 

 
    

    

ギルドシステムアップデート実施！ギルドシステムアップデート実施！ギルドシステムアップデート実施！ギルドシステムアップデート実施！    

    

本日3 月23 日（水）定期メンテナンスにて、ギルドシステムのアップデートを実施いたします。 

ギルドの最大レベルを拡張し、恩恵効果もアップデートいたします。さらに、ギルドプラント機能がシンプ

ルになるだけでなく、プラント報酬部屋と報酬アイテムもアップデートいたします。 

 

本アップデートにて、新たにギルドスキルが実装となります。 

実装を記念したギルドスキルリセットの費用が安くなるキャンペーンもあわせて実施いたしますので、

楽しみ要素を増した『トキメキファンタジー ラテール』をぜひ体感してみてください。 

 

 

アップデート記念！アップデート記念！アップデート記念！アップデート記念！    期間限定期間限定期間限定期間限定セール開催セール開催セール開催セール開催    

    
 本日3 月23 日（水）定期メンテナンス終了後から 3 月30 日（水）定期メンテナンス開始前までの期間中、

「未知の倉庫」実装記念限定セールを開催いたします。 

 

 期間中、「[イベント]経験値秘薬888%」や「[イベント]ペット用不老草(15 日)」など、便利なアイテムの限定

セールを行います。 

 ぜひこの期間をお見逃しなく！ 

 



 

 

「未知のプレゼント箱」ドロップキャンペーン開催「未知のプレゼント箱」ドロップキャンペーン開催「未知のプレゼント箱」ドロップキャンペーン開催「未知のプレゼント箱」ドロップキャンペーン開催    

    

本日3月23日（水）定期メンテナンス終了後から、5月11日（水）定期メンテナンス開始前までの期間中、

モンスターを討伐すると、様々な便利アイテムがランダムで獲得できる「未知のプレゼント箱」を手に入れ

ることができます。 

たくさんモンスターを討伐し、お得なアイテムをゲットしてください！ 

 

【報酬アイテム】 

「未知のプレゼント箱」からは以下のうちいずれかのアイテムを獲得できます。 

 ・イベント経験値秘薬500%×1 個 

 ・スイーツタイトル習得書箱×1 個 

 ・[イベント]優れた効果の秘薬×1 個 

 ・若草のポーション×1 個 

 ・ナルシルの妙薬×1 個 

 ・95%オプションリフレッシュの妙薬×1 個 

 ・イベントモンスターチョコレート×1 個 

 ・イベント名誉ボックス×1 個 

 ・生産成功確率ポーション(1 日)×1 個 

 ・アイテムエンチャントの新薬×1 個 

 ・クリティカルのアロマオイル×1 個 

 ・未知の倉庫タイトル習得書×20 個 

※特典アイテムのステータスはゲーム内でご確認ください。 

 

アップデートに関する詳細は下記アップデートに関する詳細は下記アップデートに関する詳細は下記アップデートに関する詳細は下記 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_updateview.aspx?seq=1198http://www.latale.jp/notice/notice_updateview.aspx?seq=1198http://www.latale.jp/notice/notice_updateview.aspx?seq=1198http://www.latale.jp/notice/notice_updateview.aspx?seq=1198    

 

 

 

戻るなら今！戻るなら今！戻るなら今！戻るなら今！    カムバックキャンペーン開催カムバックキャンペーン開催カムバックキャンペーン開催カムバックキャンペーン開催    

    
    本日3 月23 日（水）定期メンテナンス終了後から 5 月11 日（水）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。 

 

 2015 年12 月16 日以前に作成されたアカウントかつ 2015 年12 月16 日0:00～2016 年3 月23 日(水)定

期メンテナンス前の期間にログインしていないアカウントで、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した方に冒険に役立つスペシャルなアイテムをプレゼントいたします。 

 ぜひ、この期間にもう一度『トキメキファンタジー ラテール』をプレイしてみませんか？ 



 

 

 

※アイテムの受け取りは 1 アカウントにつき 1 回までです。 

 

【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】    

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さみしがりやなプチキングさみしがりやなプチキングさみしがりやなプチキングレオレオレオレオ(30(30(30(30 日間日間日間日間)))) ××××1111 個個個個    8XEUX8L39945X3JF8XEUX8L39945X3JF8XEUX8L39945X3JF8XEUX8L39945X3JF    

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××××1111 個個個個    ESN2A3GWUNDBM6DVESN2A3GWUNDBM6DVESN2A3GWUNDBM6DVESN2A3GWUNDBM6DV    

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××××1111 個個個個    UALCV6U9WMWQFCL9UALCV6U9WMWQFCL9UALCV6U9WMWQFCL9UALCV6U9WMWQFCL9    

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))))××××1111 個個個個    TR34BHMUR9QF32BSTR34BHMUR9QF32BSTR34BHMUR9QF32BSTR34BHMUR9QF32BS    

ワプクリチャージャワプクリチャージャワプクリチャージャワプクリチャージャ××××1111 個個個個    8EKMFZZRE298GGCQ8EKMFZZRE298GGCQ8EKMFZZRE298GGCQ8EKMFZZRE298GGCQ    

[[[[イベントイベントイベントイベント]]]]経験値秘薬経験値秘薬経験値秘薬経験値秘薬 888%888%888%888%××××1111 個個個個    GRWM84NYL2TJR8K5GRWM84NYL2TJR8K5GRWM84NYL2TJR8K5GRWM84NYL2TJR8K5    

アイテムエンチャントの新薬アイテムエンチャントの新薬アイテムエンチャントの新薬アイテムエンチャントの新薬[LP]×3[LP]×3[LP]×3[LP]×3 個個個個    9T2NWMSZHU3GG65G9T2NWMSZHU3GG65G9T2NWMSZHU3GG65G9T2NWMSZHU3GG65G    

生産の新薬×生産の新薬×生産の新薬×生産の新薬×5555 個個個個    H43T2WG779P6UX2LH43T2WG779P6UX2LH43T2WG779P6UX2LH43T2WG779P6UX2L    

生産の妙薬×生産の妙薬×生産の妙薬×生産の妙薬×5555 個個個個    E6FLZFK4D69LPS56E6FLZFK4D69LPS56E6FLZFK4D69LPS56E6FLZFK4D69LPS56    

クエスト報酬クエスト報酬クエスト報酬クエスト報酬 UPUPUPUP！秘薬！秘薬！秘薬！秘薬××××5555 個個個個    AVE9TLT7J2ZJBJ7TAVE9TLT7J2ZJBJ7TAVE9TLT7J2ZJBJ7TAVE9TLT7J2ZJBJ7T    

[[[[イベントイベントイベントイベント]]]]クエスト報酬クエスト報酬クエスト報酬クエスト報酬 UPUPUPUP！！！！    スキル習得書スキル習得書スキル習得書スキル習得書(30(30(30(30 日日日日))))××××1111 個個個個    9BLD4MD9LLL2NPZL9BLD4MD9LLL2NPZL9BLD4MD9LLL2NPZL9BLD4MD9LLL2NPZL    

バーニンイヤリングバーニンイヤリングバーニンイヤリングバーニンイヤリング(Lv1(Lv1(Lv1(Lv1～～～～Lv199)Lv199)Lv199)Lv199)××××1111 個個個個    RL694VFDMMZX8BXDRL694VFDMMZX8BXDRL694VFDMMZX8BXDRL694VFDMMZX8BXD    

バーニンイヤリングバーニンイヤリングバーニンイヤリングバーニンイヤリング(Lv1(Lv1(Lv1(Lv1～～～～Lv199)Lv199)Lv199)Lv199)××××1111 個個個個    Q7SZDVJC8AEJZZG2Q7SZDVJC8AEJZZG2Q7SZDVJC8AEJZZG2Q7SZDVJC8AEJZZG2    

バーニンイヤリングバーニンイヤリングバーニンイヤリングバーニンイヤリング(Lv1(Lv1(Lv1(Lv1～～～～Lv199)Lv199)Lv199)Lv199)××××1111 個個個個    3NQH2MGD5HD6NM3L3NQH2MGD5HD6NM3L3NQH2MGD5HD6NM3L3NQH2MGD5HD6NM3L    

バーニンイヤリングバーニンイヤリングバーニンイヤリングバーニンイヤリング(Lv1(Lv1(Lv1(Lv1～～～～Lv199)Lv199)Lv199)Lv199)××××1111 個個個個    TRMPVF4RCPS7HELUTRMPVF4RCPS7HELUTRMPVF4RCPS7HELUTRMPVF4RCPS7HELU    

バーニンイヤリングバーニンイヤリングバーニンイヤリングバーニンイヤリング(Lv1(Lv1(Lv1(Lv1～～～～Lv199)Lv199)Lv199)Lv199)××××1111 個個個個    H74PWVSW68K94KL3H74PWVSW68K94KL3H74PWVSW68K94KL3H74PWVSW68K94KL3    

[[[[移動不可移動不可移動不可移動不可]]]]経験値秘薬経験値秘薬経験値秘薬経験値秘薬 500%500%500%500%××××1111 個個個個    NK44WWLX9U8P5S2CNK44WWLX9U8P5S2CNK44WWLX9U8P5S2CNK44WWLX9U8P5S2C    

アイテムエンチャントの妙薬アイテムエンチャントの妙薬アイテムエンチャントの妙薬アイテムエンチャントの妙薬[LP][LP][LP][LP]××××3333 個個個個    LXVRJJX7LW474CPALXVRJJX7LW474CPALXVRJJX7LW474CPALXVRJJX7LW474CPA    

はじめてのﾚｯﾄﾞｼﾞｪﾑはじめてのﾚｯﾄﾞｼﾞｪﾑはじめてのﾚｯﾄﾞｼﾞｪﾑはじめてのﾚｯﾄﾞｼﾞｪﾑ BOX(30BOX(30BOX(30BOX(30 日日日日))))××××1111 個個個個    Y64U3WN675ZXFB6XY64U3WN675ZXFB6XY64U3WN675ZXFB6XY64U3WN675ZXFB6X    

はじめてのｲｴﾛ ﾞーｼﾞｪﾑはじめてのｲｴﾛ ﾞーｼﾞｪﾑはじめてのｲｴﾛ ﾞーｼﾞｪﾑはじめてのｲｴﾛ ﾞーｼﾞｪﾑ BOX(30BOX(30BOX(30BOX(30 日日日日))))××××1111 個個個個    KEFSB5J4U24HH3L9KEFSB5J4U24HH3L9KEFSB5J4U24HH3L9KEFSB5J4U24HH3L9    

はじめてのﾌﾞﾙｰｼﾞｪﾑはじめてのﾌﾞﾙｰｼﾞｪﾑはじめてのﾌﾞﾙｰｼﾞｪﾑはじめてのﾌﾞﾙｰｼﾞｪﾑ BOX(30BOX(30BOX(30BOX(30 日日日日))))××××1111 個個個個    STCQ9MTQBJLXX68XSTCQ9MTQBJLXX68XSTCQ9MTQBJLXX68XSTCQ9MTQBJLXX68X    

    

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=2273http://www.latale.jp/notice/notice_newsview.aspx?seq=2273http://www.latale.jp/notice/notice_newsview.aspx?seq=2273http://www.latale.jp/notice/notice_newsview.aspx?seq=2273    

    

    

        



 

 

『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、GMOゲームポットの各ホームページをご覧ください。（ 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    

スカッとゴルフ パンヤ http://www.pangya.jp/ 

ペーパーマン http://www.paperman.jp/ 

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/ 

Wizardry Online †LIBERAL† http://liberal.wizardry-online.jp/ 

 

ブラウザゲームブラウザゲームブラウザゲームブラウザゲーム 

 

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 

ヴァルキリーアイゼン 

 

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

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

http://yahoo-mbga.jp/game/12023362/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 

姫王と最後の騎士団 

Wizardry Schema 

http://www.himeo.gamepot.co.jp/ 

http://www.wiz-s.jp 

  

    


