
 

 

平成24 年2 月8 日 

各位 

会 社 名 株式会社ゲームポット 

（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』本日本日本日本日 2222 月月月月 8888 日（水）アップデート日（水）アップデート日（水）アップデート日（水）アップデート    

「モンスタータワー「モンスタータワー「モンスタータワー「モンスタータワー2nd2nd2nd2nd」」」」実装実装実装実装！！！！    さらにバレンタインイベントも開始！さらにバレンタインイベントも開始！さらにバレンタインイベントも開始！さらにバレンタインイベントも開始！    

オンラインゲームの開発・運営を行う株式会社ゲームポット（東京都品川区、代表取締役社長：植田修

平、以下ゲームポット）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、本日 2 月 8 日（水）定期メンテナンス終了時に「モンスタータワー2nd」を

実装いたします。 

    

「モンスタータワー「モンスタータワー「モンスタータワー「モンスタータワー2nd2nd2nd2nd」実装」実装」実装」実装！！！！    

    
本日 2 月 8 日（水）定期メンテナンス終了後より、「モンスタータワー2nd」を実装いたします。「モンスタ

ータワー2nd」では、モンスタータワー拡張や新アイテムの実装など新要素が目白押し！ ぜひじっくりお

楽しみください！  

特設サイト特設サイト特設サイト特設サイト URLURLURLURL    

http://www.latale.jp/update/monster_tower_2/http://www.latale.jp/update/monster_tower_2/http://www.latale.jp/update/monster_tower_2/http://www.latale.jp/update/monster_tower_2/    

 

≪「モンスタータワー≪「モンスタータワー≪「モンスタータワー≪「モンスタータワー2nd2nd2nd2nd」」」」内容内容内容内容≫≫≫≫    

    

●モンスタータワー拡張●モンスタータワー拡張●モンスタータワー拡張●モンスタータワー拡張    

モンスタータワーが 131 階から 200 階まで挑戦できるようになります。また、新アイテムとして 

モンスタータワーのロビーにワープできるモンスタータワーワープカプセルを 3000Ely で販売します。 

 

●ヴァルキリ●ヴァルキリ●ヴァルキリ●ヴァルキリー武器強化ー武器強化ー武器強化ー武器強化    

全てのヴァルキリー武器の基本攻撃力を強化いたします。また、強化した際のオーバーリミット 

効果が、最大5 段階まで適用されるようになります。 

 

●新アイテム実装●新アイテム実装●新アイテム実装●新アイテム実装    

マントを強化することができるマントアップグレードキット Lv.2 や、オプションリフレッシュの確率が 

上がるリフレッシュ聖水など様々な新アイテムが登場いたします。 

 

 

 



 

 

 

●新クエスト実装●新クエスト実装●新クエスト実装●新クエスト実装    

モンスタータワーに関連した新クエストが多数登場いたします。 

※追加されたクエストは、NPC アレン、アニーから受けることができます。 

 

LPLPLPLP ショップに新衣装が登場！ショップに新衣装が登場！ショップに新衣装が登場！ショップに新衣装が登場！    

    
本日2 月8 日（水）定期メンテナンス終了後より LP ショップに新アイテムを追加いたします。装備してい

るマントが見えなくなる「魔法の透明マント」や新ペット「ハスキー」など様々なアイテムが登場！  

さらに、自分の代わりにアイテムを販売してくれる「代理商店チケット」も販売開始いたします。  

ぜひこの機会に手に入れて『トキメキファンタジー ラテール』をお楽しみください。 

 

≪追加アイテム一覧≫≪追加アイテム一覧≫≪追加アイテム一覧≫≪追加アイテム一覧≫    

    

●●●●「リフレッシュ聖水」「リフレッシュ聖水」「リフレッシュ聖水」「リフレッシュ聖水」    

エリアス都市の NPC トニオから利用できるオプションリフレッシュの成功率が 

10 分間100%になります。 

※ログアウト中残り時間は消費されません。  

 

●「魔法の透明マント」●「魔法の透明マント」●「魔法の透明マント」●「魔法の透明マント」    

装備しているマントが見えなくなる魔法のマントです。  

 ※「小型ロボット」、マジシャン系職業用マント「○○の精霊」、サブクラス専用マント「ソウル○○」など 

浮遊しているマントは非表示になりません。 

 

●新ペット「ハスキー」●新ペット「ハスキー」●新ペット「ハスキー」●新ペット「ハスキー」    

ふさふさ可愛い新ペットが登場します。 

 

 ＜「ハスキー」のスキル＞ 

  1）アイテム自動拾得（Lv.5習得） 

  2）物理/魔法命中率5～15％上昇（Lv.10習得：スキルを使用して発動） 

  3）移動速度2～7％上昇（Lv.15習得：ペットを連れているだけで発動） 

  ※同じカテゴリーの他ペットスキルは併用できません。（プリリンの物理/魔法命中率上昇など） 

 

●「代理商店チケット」●「代理商店チケット」●「代理商店チケット」●「代理商店チケット」    

あなたが冒険に出ている間、「チョーキー」や「プチチョーキー」があなたの代わりにアイテムを 

販売してくれます。代理商店は都市やフリーマーケットで開設することができます。 

「代理商店チケット」の、消費期限は、7日間で、残り時間はアイテム購入時から消費されます。 

 



 

 

 

 

福袋第福袋第福袋第福袋第 5555 弾が登場！弾が登場！弾が登場！弾が登場！    

    
2 月8 日（水）定期メンテナンス終了後より、福袋第5弾が登場いたします。 

福袋は過去に期間限定で登場したトキメキダーツ1等賞品と交換することできます。今回は「堀江由衣

さん声変リング」や「執事衣装」などが登場！ 欲しかったあのダーツ賞品を手に入れるチャンス！  

2 月 22 日（水）定期メンテナンス開始時までの期間限定販売となっておりますので、ぜひチェックして

みてください！ 

 

【販売期間】【販売期間】【販売期間】【販売期間】    

2012年2 月8 日（水）定期メンテナンス終了後～ 2 月22 日（水）定期メンテナンス開始前 

 

 

みんなで挑戦しよう！みんなで挑戦しよう！みんなで挑戦しよう！みんなで挑戦しよう！    モンスタータワー拡張モンスタータワー拡張モンスタータワー拡張モンスタータワー拡張記念イベント記念イベント記念イベント記念イベント    

    
本日2 月8 日（水）定期メンテナンス終了後から 3 月7日（水）定期メンテナンス開始前までの期間中、

「モンスタータワーチャレンジ」イベントを開催いたします。 

本イベントでは、新クエストをクリアするとイベントページのポイントが貯まり、貯まったポイントに応じ

て便利アイテムやファッションアイテム「モンスタータワー達成旗」をプレゼント！ ぜひチャレンジしてみ

てください。 

 

≪モンスタータワー≪モンスタータワー≪モンスタータワー≪モンスタータワーチャレンジイベントチャレンジイベントチャレンジイベントチャレンジイベント概要≫概要≫概要≫概要≫    

【開催期間【開催期間【開催期間【開催期間】】】】    

2012年2 月8 日（水）定期メンテナンス終了後～3 月7日（水）定期メンテナンス開始前 

 

【開催内容】【開催内容】【開催内容】【開催内容】    

ビッグアップル都市の NPC アニーから受けられる下記新クエストをクリアするとイベントページの 

ポイントが貯まります。 

貯まったポイントの達成度に応じて便利アイテムや、ファッションアイテム「モンスタータワー達成旗」をプ

レゼントいたします。 



 

 

 

・クエスト一覧・クエスト一覧・クエスト一覧・クエスト一覧    

 「モンスタータワー入門！」 

 「モンスタータワー初級認定！」 

 「モンスタータワー中級認定！」 

 「モンスタータワー上級認定！」 

 

詳細に関しましては、下記特設サイトをご覧ください。 

http://www.latale.jp/update/monster_tower_2/ 

 

 

バレンタインはラテールで楽しもう！バレンタインはラテールで楽しもう！バレンタインはラテールで楽しもう！バレンタインはラテールで楽しもう！    

    
本日2月8日（水）定期メンテナンス終了後から2月22日（水）定期メンテナンス開始前までの期間中、

「バレンタインイベント 2012」を開催いたします。 

本イベントでは、「バレンタイン花火」がもらえるクエストが受けれたり、各都市の道具店では、周囲の

人にトキメキをふりまくバレンタイン限定のスキルが覚えられる習得書を販売いたします。バレンタイン

は『トキメキファンタジー ラテール』で楽しもう！  

 

 

≪≪≪≪ババババレンタインイベントレンタインイベントレンタインイベントレンタインイベント 2012201220122012 概要≫概要≫概要≫概要≫    

【開催期間【開催期間【開催期間【開催期間】】】】    

2012年2 月8 日（水）定期メンテナンス終了後～2 月22 日（水）定期メンテナンス開始前 

 

【開催内容】【開催内容】【開催内容】【開催内容】    

期間中、エリアス都市のイベントNPCジョンから「バレンタイン花火」がもらえるクエストが登場します。ま

た、戦闘用品店 2 階にいる NPC ビアンカに材料をもっていくといろいろな効果の「チョコレート」を調合し

てもらえます。 

各都市の道具店では、周囲の人にトキメキをふりまくバレンタイン限定のスキルが覚えられる習得書を

販売いたします。 

 

詳細に関しましては、下記サイトをご覧ください。 

http://www.latale.jp/notice/notice_eventview.aspx?seq=286 

 



 

 

 

 

初めての初めての初めての初めての LPLPLPLP チャージでトキメキダーツゲットのチャンス！チャージでトキメキダーツゲットのチャンス！チャージでトキメキダーツゲットのチャンス！チャージでトキメキダーツゲットのチャンス！    

    
本日2月8日（水）定期メンテナンス終了後から2月29日（水）定期メンテナンス開始前までの期間中、

「初めての LP チャージでトキメキダーツをもらおう！」キャンペーンを開催いたします。 

本キャンペーンでは、過去に一度も LP チャージをしたことがなく、イベント期間中に初めて LP チャー

ジを 50LP 以上された方全員に「トキメキダーツ」を 1 本プレゼント！ 

さらに、上記対象の方から毎週抽選でトキメキダーツ 5 本を 3名に、10 本を 1名にプレゼントいたしま

す。お得なこの機会をお見逃しなく！ 

    

≪初めての≪初めての≪初めての≪初めての LPLPLPLP チャージでトキメキダーツをもらおう！キャンペーン概要≫チャージでトキメキダーツをもらおう！キャンペーン概要≫チャージでトキメキダーツをもらおう！キャンペーン概要≫チャージでトキメキダーツをもらおう！キャンペーン概要≫    

【開始期間【開始期間【開始期間【開始期間】】】】    

2012年2 月8 日（水）定期メンテナンス終了後～2 月29日（水）定期メンテナンス開始前 

 

【開催内容】【開催内容】【開催内容】【開催内容】    

過去に一度も LP チャージをしたことがなく、イベント期間中に初めて LP チャージを 50LP 以上された方

全員に「トキメキダーツ」を 1 本プレゼントいたします。 

さらに、上記対象の方から毎週抽選でトキメキダーツ5本を3名に、10本を1名にプレゼントいたします。 

 

詳細に関しましては、下記サイトをご覧ください。 

http://www.latale.jp/notice/notice_eventview.aspx?seq=285 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

『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    アクション性のアクション性のアクション性のアクション性の高いマップ高いマップ高いマップ高いマップ    



 

 

 

●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    

©2006 Actoz Soft., All rights reserved. ©2006 Gamepot Inc., All rights reserved.  



 

 

株式会社ゲームポットについて株式会社ゲームポットについて株式会社ゲームポットについて株式会社ゲームポットについて 
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、現在、ソネットエンタテインメント

株式会社の連結子会社です。ゲームポットは、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    

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

スカッとゴルフ パンヤ    http://www.pangya.jp/    

CABAL ONLINE http://www.cabal.jp/ 

ペーパーマン http://www.paperman.jp/ 

ファンタジーアース ゼロ http://www.fezero.jp/ 

コンチェルトゲート フォルテ http://www.cgf.jp/ 

ブラウザ封神演義 http://buraho.jp/ 

メビウスオンライン http://mebius-online.jp/ 

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

アヴァロンの鍵ONLINE http://www.avalon-online.jp/ 

アルテイルネット http://www.alteil.jp/ 

THE SHOGUN http://www.theshogun.jp/ 

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

ソーシャルゲームソーシャルゲームソーシャルゲームソーシャルゲーム 

童話スピリッツ    http://www.gamepot.co.jp/service/socialgame/douwa/ 

狩りとも http://www.gamepot.co.jp/service/socialgame/karitomo/ 

ミニチュアガーデン http://yahoo-mbga.jp/43086316/diary/823168547 

Alteil バトル RPG http://www.alteil.jp/mobile/ 

ネイビーウォーズ http://www.gamepot.co.jp/service/socialgame/navy/ 

わグルま！    http://www.waguruma.jp/ 

 


