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『トキメキファンタジー ラテール』 みなさまに支えられて 10 周年！
記念イベント・記念キャンペーンが盛りだくさん！ 記念公開生放送も実施！

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』において、本日 4 月 26 日（水）にアップデートを行うことをお知らせいたします。

『トキメキファンタジー ラテール』は 10 周年をむかえました！

『トキメキファンタジー ラテール』は、みなさまに支えられ、サービス開始から 10 周年をむかえました。本日のア
ップデートより、10 周年を記念したイベントやキャンペーンが盛りだくさんです。また、10 周年記念の公開生放
送も実施いたします。ぜひお楽しみください。

イリスから愛を込めて！10 周年記念★大プレゼントキャンペーン開催

本日 4 月 26 日（水）定期メンテナンス終了後から 5 月 10 日（水）定期メンテナンス開始前まで、
「イリスから愛を込めて！ 10 周年記念★大プレゼントキャンペーン」を開催いたします。
本キャンペーンは『トキメキファンタジー ラテール』の 10 周年を記念したプレゼントキャンペーンです。抽
選でラテールリアルグッズや WebMoney カード、LP がゲットできるチャンスです。貴重なグッズが手に入るこ
の機会をどうぞお見逃しなく！
【実施期間】
2017 年 4 月 26 日(水)定期メンテナンス終了後 ～ 5 月 10 日(水)定期メンテナンス開始前
【参加方法】
各キャンペーンの抽選に参加するためには、応募フォームからどの賞品の抽選に参加したいのかを選択し、
必要事項を入力する必要があります。応募フォームでの応募と、各キャンペーンごとの抽選条件を満たす
ことで、キャンペーンの抽選に参加することができます。ご注意ください。
キャンペーン１
期間中に「10 周年記念チケット」を 30 枚以上獲得、または LP を 300LP 以上購入した方から抽選
で以下のグッズをプレゼントいたします。
【プレゼント賞品】
・らびっちょ人形 5 名様
・でびべあ人形 5 名様
・プリリンぱらぱらノート 2 名様
・ブラウニーブランケット 2 名様
・4 次職トランプ 10 名様
・ラテールオリジナルブックカバー 10 名様
キャンペーン 2

期間中に「10 周年記念チケット」を 50 枚以上獲得、または LP を 500LP 以上購入した方から抽選
で以下のグッズをプレゼントいたします。
【プレゼント賞品】
・らびっちょ人形＆でびべあ人形セット 5 名様
キャンペーン 3
期間中に Lv100 以上のキャラクターで、対象アイテムのうちいずれか 1 個を獲得した方から、抽選で
50 名様に、「ラテール特製 WebMoney カード(2,000 円分)」をプレゼントします♪
■対象アイテム
・キュートな ぱぱんだーシールド
・[10 周年 GM オレンジ]タイトル習得
・[10 周年 GM ぷるーん]タイトル習得
・[10 周年 GM ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ]タイトル習得
・[10 周年 GM ネクター]タイトル習得
・[10 周年 GM パパンダー]タイトル習得
・[10 周年 GM スター☆フルーツ]タイトル習得
・[10 周年ゆいにゃん]タイトル習得
【プレゼント賞品】
・ラテール特製 WebMoney カード(2,000 円分)
キャンペーン 4
4 月 26 日(水)に配信する「10 周年記念生放送」の視聴者数×10LP の山分けキャンペーンを開催
いたします。5 月 10 日(水)定期メンテナンス開始時点での所持 Ely 末尾 3 桁が抽選番号となり、5 月
10 日（水）にランダムに決定する 3 桁の番号と抽選番号が一致したキャラクターで山分けをおこないま
す。「10 周年記念生放送」を視聴すれば、山分け LP の量も増加します。みんなで生放送をチェックして、
5 月 10 日（水）の抽選結果を確認しましょう！
キャンペーン 5
キャンペーン期間中に LP を 500LP 以上購入した方から抽選で 2 名様に、「WebMoney ポイント
(50,000 円分)」をプレゼントいたします。
※WebMoney カードではなく、シリアルコードでのお渡しとなります。

【期間限定】スペシャルボックス XVI が登場！

本日 4 月 26 日（水）定期メンテナンス終了後から 6 月 7 日（水）定期メンテナンス開始前まで、LP シ
ョップに期間限定で「スペシャルボックス XVI」が登場いたします。
「スペシャルボックス XVI」は、「プチレイレイ」や「こっこ」などのアイテムの内、ランダムで一つ獲得できるアイテム
です。ペット以外にも、ジェムや習得書などが当たる可能性があります。
ペット「プチレイレイ」はイラストコンテストペット部門で入賞したデザインが、ゲーム内に実装されたものです。
また、今回はさらに 10 個セットがとてもお買い得になっており、もれなく「[イベント]ペット用不老草(15 日)」
1 個をプレゼントいたします。このお得な機会にチャレンジしよう！
【スペシャルボックス XVI】

「スペシャルボックス XVI」
・販売価格
1 個：20LP

プチレイレイ分譲券など様々なアイテムのうち
いずれかが獲得できる箱。
※10 個セットを購入すると「[イベント]ペット用不老草(15 日)」がついてきます

10 個セット：160LP

【10 個セット購入特典】

「[イベント]ペット用不老
草(15 日)」

深い眠りについたペットを目覚めさせる
ペットの期間を 15 日延長

1個

【スペシャルボックス XVI 1 等アイテムのご紹介】
・ペットアイテム
アイテム名

ペットイメージ

ペット性能

プチレイレイ分譲券 1 個

【アビリティ】
アイテム自動拾得
自動ポーション使用

ペット[プチレイレイ]を獲得

【装備効果】

できる分譲券

経験値 +100%
オールステータス +1%
物理/魔法最小ダメージ +12%
物理/魔法最大ダメージ +12%
【スキル効果】
経験値 +100%

こっこ分譲券 1 個

【アビリティ】
アイテム自動拾得
自動ポーション使用

ペット[こっこ]を獲得できる

【装備効果】

分譲券

物理/魔法最大ダメージ +15%
【スキル効果】
物理/魔法最大ダメージ +15%

※ペットスキル効果の重復や使用期限などの詳細は、公式サイトのお知らせにてご確認ください。
※右横のキャラクターは参考画像です。
・ジェムアイテム
アイテム名
「カズノの 3 番目の黄色いジェム」 1 個

アイテム性能
【装備効果】
最小/最大攻撃力 +3%
属性 +3%
物理/魔法追加ダメージ +100
最大 HP +500
物理/魔法クリティカルダメージ +10%
【装備可能位置】
黄色の左から 3 番目のスロット

「アガシュラの悪夢ジェム」 1 個

【装備効果】
全ステータス +200
物理/魔法クリティカルダメージ +7%
物理/魔法最大ダメージ +10%
最大 HP +500

【装備位置】
マスタースロット
[条件]
3 つの 4 番スロットをすべて着用
3 つの 4 番スロットのうち 1 つでも未着用時、効果未適用

トキメキダーツにイラストコンテスト最優秀賞デザイン「大正浪漫衣装」が登場！

本日 4 月 26 日（水）定期メンテナンス終了後より、「ラテールアニバーサリーイラストコンテスト」のファッショ
ン部門で最優秀賞を受賞した「大正浪漫衣装」が、トキメキダーツの 1 等に追加されました。ご応募いただいた
デザインが再現され、これまでになかった新しい衣装が生まれました。イラコン衣装を着飾りましょう！

実装された「大正浪漫衣装」着用イメージ

イラストコンテスト入賞時のデザイン

・トキメキダーツ 1 等賞品「大正浪漫衣装交換券」

以下のアイテムと交換できる券
トキメキ広場にいる NPC[ブルーベリー]が交換してくれます
「大正浪漫衣装交換券」 1 個

※クエストで交換する事ができます

・大正浪漫衣装詳細
「大正浪漫ベレー帽」（帽子） 1 個

「大正浪漫手袋」（手袋） 1 個

「大正浪漫羽織」（服（上））1 個

「大正浪漫ブーツ」（靴） 1 個

「大正浪漫袴」（服（下））1 個

最上階まで駆け上がれ！「アニバーサリータワーイベント」開催

本日 4 月 26 日（水）定期メンテナンス終了後から 5 月 31 日（水）定期メンテナンス開始前まで、「ア
ニバーサリータワーイベント」を開催いたします。

10 周年を記念したアニバーサリータワーが登場します。多数のミニゲームマップや、歴代のイラストを鑑賞
できる博物館が登場します。各イベントマップのクエストを通じて手に入るアイテムと、お得なアイテムと交換
することができます。イラストを鑑賞しつつ、アニバーサリータワーに挑戦しましょう！
【実施期間】
2017 年 4 月 26 日(水)定期メンテナンス終了後 ～ 5 月 31 日(水)定期メンテナンス開始前
【参加方法】
ベロスの時計塔前に出現しているポータルから「10 周年イベントマップ」へ移動し、NPC「応援団長ギイ」
に話しかけて、イベント専用スキルを習得しましょう。
【アニバーサリータワー】
アニバーサリータワーには博物館のほか、様々なミニゲームステージが全部で 10 階あります。ミニゲームを
攻略して、報酬アイテムをゲットしましょう。
・愛のラテール博物館
・アニバーサリータワー1 階：宝探し
・アニバーサリータワー2 階：思い出のラテールゆうえんち
・アニバーサリータワー3 階：10 周年ドリスゲーム
・アニバーサリータワー4 階：ジャンケン
・アニバーサリータワー5 階：守護神を守れ！
・アニバーサリータワー6 階：思い出のニョルズ縄跳び
・アニバーサリータワー7 階：10 周年記念マラソン
・アニバーサリータワー8 階：10 周年着地し王
・アニバーサリータワー9 階：プリリン道案内
・アニバーサリータワー10 階：祝 10 周年！巨大なケーキの部屋

GM オレンジたちを吹っ飛ばせ！GM プリリンからの挑戦状！

本日 4 月 26 日（水）定期メンテナンス終了後から 5 月 31 日（水）定期メンテナンス開始前まで、
「GM オレンジたちを吹っ飛ばせ！ GM プリリンからの挑戦状！」を開催いたします。

【実施期間】
2017 年 4 月 26 日(水)定期メンテナンス終了後 ～ 5 月 31 日(水)定期メンテナンス開始前
【内容】
『トキメキファンタジー ラテール』10 周年にかこつけて、プリリンがゲームマスターに就任するといっています。
しかも GM プリリンは何を思ったのか、他の GM たちを殴り倒してきてほしいそうです。GM たちを討伐して
「打倒 GM の証」を手に入れると、お得なアイテムを獲得できます。
日頃の鬱憤を込めて、GM たちを吹っ飛ばそう！
【参加方法】
ベロスの NPC「GM プリリン」に話しかけて、「1.クエスト」を選択します。リストに表示されているクエストを
受諾し、対象となっている GM かかしやイベント GM を倒しましょう。クエストを完了すると「打倒 GM の証」
を獲得することができ、様々なアイテムと交換することができます。
【イベントクエスト】
「GM プリリンからの模擬訓練」
「GM プリリンからの挑戦状」
「GM プリリンからのタイムアタック」
※本イベント専用の各クエストはいずれも 1 日クエストです。1 キャラクターにつき 1 日 1 回受けられます。
※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。
※1 日クエストは、1 日に最大で 10 回まで報告(完了)することができます。
※1 日クエストの同時受諾数の上限は 5 つです。

10 周年だ！盛り上がれ！アニバーサリーイベント！

本日 4 月 26 日（水）定期メンテナンス終了後から 5 月 31 日（水）定期メンテナンス開始前まで、「10
周年だ！盛り上がれ！アニバーサリーイベント！」を開催いたします。

【実施期間】
2017 年 4 月 26 日(水)定期メンテナンス終了後 ～ 5 月 31 日(水)定期メンテナンス開始前
【内容】
『トキメキファンタジー ラテール』10 周年限定アイテムを獲得できる記念イベントです。また、お得なバフ
効果を受けることもできます。クエストを進めながらみんなで一緒に、ラテール 10 周年をお祝いしましょう。
【イベント内容】
イベント１ トキメキ玉でバフ GET！
イベント期間中、メルヘン橋に出現するエネルギー球に対して、イベントスキル「[10 周年イベント]トキメ
キ玉」を使用すると、経験値増加やステータスが向上するバフ効果を獲得できます。
イベント 2 10 周年モンスター討伐でお宝 GET！
イベント期間中、「10 周年イベントマップ」「ベロス」「エリアス」やフィールド内に出現する 10 周年モンス
ターを討伐すると、Ely やお役立ちアイテムが手に入るお宝を獲得できます。
イベント 3 セーラアセロットから 10 周年装備 GET！
イベント期間中、10 周年記念の特別な武器と防具をもらうことができます。ベロスの NPC「セーラアセロ
ット」に話しかけて、クエスト行いましょう。10 周年記念装備です。お見逃しなく！
イベント 4 ゆいにゃんから祝 10 周年記念花火 GET！
イベント期間中、ラテール 10 周年を記念した「祝 10 周年記念花火」を手に入れることができます。
このアイテムは、4 月 26 日（水）に実施する「ラテール 10 周年生放送」の 10 周年カウントダウンの際
にも使用します。みんなで使って、10 周年を盛り上げてください。

10 周年記念公開生放送を実施！
本日 4 月 26 日（水）19:30 から、「ラテール 10 周年生放送」を実施いたします。今回の放送は
公開生放送となり、放送会場にお越しいただくことができます。
また、「ゆいにゃん」でお馴染みの、榊原ゆいさんが公開放送のゲストとして登場いたします。リアルトキメ
キダーツなど生放送ならではの楽しい企画も実施します。仲間たちや GM たちと一緒に盛り上がりましょう。
ぜひご期待ください！
【放送時間】
2017 年 4 月 26 日（水）19:30～22:00
【放送 URL】
ニコニコ生放送

http://live.nicovideo.jp/watch/lv294978284

YoutubeLive!

https://www.youtube.com/watch?v=XPiv6R_H6MY

※本生放送では「ニコニコ生放送」のアンケート機能を利用するコーナーがあります。 「YoutubeLive!」
にて視聴される場合、アンケートへの参加・閲覧ができません。あらかじめご了承ください。
※予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
【会場に関する情報】
・公開放送会場オープン ： 2017 年 4 月 26 日（水）19:00～
・公開生放送会場の定員人数 ： 100 名様
※会場への入場は先着順といたします。定員に達した際には、入場制限をおこないます。
※混雑状況によっては、定員数が前後する場合がございます。
※16 歳未満の方は保護者の方の同意または同伴が必要です。
※18 才未満の方はイベント進行状況にかかわらず 22:00 退店をお願いたします。
※飲食物の持ち込みはできません。
・入場料 ： 無料
・公開放送会場
e-sports square AKIHABARA
〒101-0021 東京都千代田区外神田 3-2-12 Box’R AKIBA ビル 2F
http://e-sports-square.com/

ジエンディアで冒険に出かけよう！ 新規登録＆カムバックキャンペーン実施中

3 月 1 日から 5 月 10 日（水）定期メンテナンス開始前まで、新規登録＆カムバックキャンペーンを継続し
て実施しています。新しく始める方も、カムバックする方も、遊ぶなら今がチャンスです！ ぜひ、ご利用下さい。
【実施期間】
3 月 1 日(水)定期メンテナンス終了後 ～ 5 月 10 日(水)定期メンテナンス開始前
【キャンペーン内容】
キャンペーン期間中に対象アカウントで本キャンペーンのシリアルコードを使用すると、冒険に役立つとっても便
利なアイテムをプレゼントいたします。
【対象アカウント】
[対象①]
2016 年 12 月 14 日(水)定期メンテナンス終了から
2017 年 2 月 22 日(水)定期メンテナンス開始までの期間にログインしていないアカウント
[対象②]
2017 年 2 月 22 日(水)定期メンテナンス終了から
2017 年 5 月 10 日(水)定期メンテナンス開始までの期間に新規登録したアカウント
【特典アイテム】
体の内側が燃え上がり潜在能力を引き出すイヤリング
【装備効果】
物理/魔法クリティカル確率+5%
「バーニンイヤリング（Lv1～
Lv199）」

物理/魔法貫通力+10%
経験値獲得+300%
クエスト報酬強化+200%
使用期間：1 日

冒険の旅立ちに心強いアイテムが詰まった BOX
それぞれのアイテム BOX に便利なアイテムがたくさん詰まっています。
【内容】
旅立ちのペットセット BOX
「旅立ちのセット BOX」

旅立ちのブースト BOX
旅立ちの装備強化 BOX
旅立ちのジェム・アクセサリーBOX
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

「ペット用不老草」

※エンジェルエッグには使用できません

【シリアルコード】
ゲーム内で入力するシリアルコードです。
NYYD-6763-NRT4-C52M
WU9W-FVHH-8DMS-NBZR
「バーニンイヤリング（Lv1～

TPEZ-WVBX-B46J-JCMX

Lv199）」

H8NT-JJ9A-MTM9-XG6H

1 個 × 5 シリアルコード

X74F-DFQ7-Z2SU-9WCR

「旅立ちのセット BOX」

PY29-YWAU-JWJC-VBBU

1個

「ペット用不老草」

36EQ-8V2J-Y9C8-BN7N

6個

本イベントの内容やシリアルコードの使用方法など、詳細は下記 URL をご確認ください
http://www.latale.jp/notice/notice_eventview.aspx?seq=946

『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
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/ ）
【PC】
■スカッとゴルフ パンヤ

■トキメキファンタジー ラテール

http://www.pangya.jp/

http://www.latale.jp/

【PC ブラウザ】
■Livly Island COR

■戦国武将姫 MURAMASA 乱

http://www.livly.com/

http://www.nijiyome.com/game/muramasaran

【スマートフォン】
■Wizardry Schema

■SAMURAI SCHEMA -幕末維新戦記-

http://www.wiz-s.jp

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

