
 

 

平成24 年8 月16 日 

各位 

会 社 名 株式会社ゲームポット 

（URL http://www.gamepot.co.jp/ ） 

 

27272727 時間生放送内容公開時間生放送内容公開時間生放送内容公開時間生放送内容公開！！！！！！！！    メインイベントのメインイベントのメインイベントのメインイベントの 27272727 時間協力時間協力時間協力時間協力 BINGOBINGOBINGOBINGO やややや    

視聴者視聴者視聴者視聴者プレゼントなどイベントプレゼントなどイベントプレゼントなどイベントプレゼントなどイベント盛盛盛盛りだくさんりだくさんりだくさんりだくさん！！！！    

 

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、8月17日（金）20時より『27時間生放送』を実施することをお知らせいたします。 

    

いよいよいよいよいよいよいよいよ 8888 月月月月17171717 日日日日（（（（金金金金））））20202020 時時時時よりよりよりより『『『『27272727 時間生放送時間生放送時間生放送時間生放送』』』』実施実施実施実施！！！！    

    
8 月17 日（金）20 時から8 月18 日（土）23 時まで、『ふれあいと感動の 27 時間生放送』を実施いた

します。 

『ふれあいと感動の27時間生放送』とは、ラテールスタッフが27時間連続の生放送を行い、皆さま

にふれあいと感動をお届けする番組です。 

今回の生放送のテーマは「協力」です。生放送中に出される様々なお題を皆さまと協力して達成し

ていきます。お題の達成に応じて、放送終了後に様々なボーナスイベントやプレゼントがあります。

ぜひ、ご期待ください！ 

 

 

■27 時間生放送 放送日時 

2012 年8 月17（金）20：00～8 月18 日（土）23：00 

 

■27 時間生放送は、ニコニコ動画内のラテール公式コミュニティーにて、実施いたします。 

ラテール公式コミュニティーは、下記URL よりご覧いただけます。 

http://com.nicovideo.jp/community/co1130354 

※ 生放送の視聴にはニコニコ動画のアカウントが必要です。 

 



 

 

 

途中経過をスタッフが Twitter 上にて、27 時間生放送用のハッシュタグ【 #latale_27hour 】をつけてつぶ

やきます。 また Twitter 用のラテール 27 時間連続放送アイコンもご用意しましたので 27 時間放送中は、

みんなでこのアイコンをつけて盛り上がりましょう！ 

    

    

    

    

    

    

◆◆◆◆【【【【メインイベントメインイベントメインイベントメインイベント】】】】27272727 時間協力時間協力時間協力時間協力ＢＩＮＧＯ！ＢＩＮＧＯ！ＢＩＮＧＯ！ＢＩＮＧＯ！        

 27 時間中にスタッフが BINGO ボードに隠されている 16 個のお題について、皆さまと協力をしながらクリ

アーしていきます！ ＢＩＮＧＯの数によって、経験値やアイテムドロップ率やＥｌｙ獲得量アップイベントを実

施予定です！ 

【報酬】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

    

◆◆◆◆    [[[[もんきちもんきちもんきちもんきち]]]]のののの「「「「協力協力協力協力してしてしてして目指目指目指目指せせせせ 270270270270 キルキルキルキル！」！」！」！」        

[もんきち]が生放送中に 1 時間半の 4 対4 のパーティー決闘で、皆さまと協力をして自チ

ームの合計270 キルを目指します！はたして[もんきち]は、皆さまと協力して 1 時間半の

間に 270 キルを達成する事はできるのでしょうか！？お楽しみに！    

 

【イベント報酬】  

リアルトキメキダーツ １本 

※リアルトキメキダーツとは 27 時間ラテール生放送中にゲーム内へログインされた方へ

のプレゼントを決定するダーツです。 

◆◆◆◆    [[[[なかそんなかそんなかそんなかそん]]]]のののの「「「「協力協力協力協力してしてしてして目指目指目指目指せアイテムせアイテムせアイテムせアイテム図鑑図鑑図鑑図鑑27272727 種類種類種類種類！」！」！」！」     

[なかそん]が、アイテム図鑑放送時間枠内に 「アイテム図鑑27種類」の登録を目指しま

す！ 皆さまと協力をして、見事27種類の登録に成功した場合には、リアルトキメキダー

ツを 1 本ゲット！ ぜひご協力ください！ 

 

【イベント報酬】    

リアルトキメキダーツ １本 

 

◆◆◆◆    [[[[ずんどこずんどこずんどこずんどこ]]]]のののの「「「「協力協力協力協力してクイズチャレンジしてクイズチャレンジしてクイズチャレンジしてクイズチャレンジ！」！」！」！」     

[ずんどこ]がラテールのクイズに参戦します！ 

[ずんどこ]と参加者の上位５名の合計点数を合せて ３回のクイズタイムで合計2700 ポイン

ト以上を目指します！ 見事2700 ポイントを達成すると、リアルトキメキダーツを 1 本ゲッ

ト！  

【イベント報酬】    

リアルトキメキダーツ １本 

 

◆◆◆◆    [[[[ぷるーんぷるーんぷるーんぷるーん]]]]のののの「「「「協力協力協力協力してしてしてして目指目指目指目指せクエストクリアせクエストクリアせクエストクリアせクエストクリア 27272727 個個個個！」！」！」！」     

[ぷるーん]が、クエストクリアの放送時間枠内に 「クエストクリア27個」を目指します！ 

皆さまと協力をして、見事27 個クリアーすると、 リアルトキメキダーツを 1 本ゲット！  

【イベント報酬】   

リアルトキメキダーツ １本 

 

    

    

    

    

    



 

 

◆◆◆◆スタッフスタッフスタッフスタッフ対決対決対決対決！！！！おおおお絵絵絵絵かきかきかきかき＆＆＆＆少数派少数派少数派少数派はははは負負負負けけけけ＆＆＆＆鉱石割鉱石割鉱石割鉱石割りりりり対決対決対決対決！！！！    

    

スタッフが、「お絵かき対決」、「少数派は負け対決」「鉱石割り対決」を行い、各対決の合計ポイントで勝敗

を決します。皆さんには、対決で勝利しそうなスタッフを予想して、投票していただきます！ スタッフの勝

敗を見事当てた方には順位に応じて、番組最後のリアルトキメキダーツで、プレゼント発表があります！    

スタッフ対決の頂点となるのは一体誰なのか・・・！？ 

スタッフ対決については下記URL をご覧ください

http://www.latale.jp/notice/notice_eventview.aspx?seq=322#battle 

    

◆◆◆◆イラストコンテストイラストコンテストイラストコンテストイラストコンテスト！！！！        

27 時間生放送のテーマである、『協力』をイメージしたイラストのコンテストを開催いたします！皆さまのご

投票をお待ちしております。 

 

＜応募方法＞ 

タイトルに「【27hour】」をつけて、公式ページ画像掲示板よりご投稿ください。 

画像掲示板は下記URL よりご覧ください！ 

http://www.latale.jp/community/com_imglist.aspx 

＜開催期間＞ 

8 月8 日（水）定期メンテナンス後 ～ 8 月18 日（土）12:00 まで 

※ 締切時間につきましては、都合により前後する可能性があります。  

＜賞品および特典＞ 

★ 参加賞 ：桃の缶詰 

★ 優秀賞（3名） ：プラチナルビージェム ＋ 公式サイトの 27h結果にてイラスト紹介 

 



 

 

◆◆◆◆ファッションコンテストファッションコンテストファッションコンテストファッションコンテスト！！！！        

ファッションコンテストを 27 時間生放送中に実施いたします！今回のファッションコンテストのテーマは、

「自慢のファッション」です。ぜひ、ご参加ください！ 

 

【開催場所・時間 】 

＜ファッションコンテスト（自慢のファッション）＞ 

[ ルビー ] 

チャンネル 7  

フリーマーケットその他A 

8 月18 日（土） 11:00 ～ 13:00 

[ サファイア ] 

チャンネル 7  

フリーマーケットその他A 

8 月18 日（土） 15:20 ～ 17:30 

[ エメラルド ] 

チャンネル 7 

フリーマーケットその他A 

8 月18 日（土） 18:20 ～ 19:50 

≪ 参加者の参加受付は 30分前より開始いたします ≫ 

 

 



 

 

◆◆◆◆あなたならドッチあなたならドッチあなたならドッチあなたならドッチ？？？？    Yes or No Yes or No Yes or No Yes or No  

ニコニコ生放送のアンケート機能を使って、【Yes】 と回答される割合を徐々に減らしていくゲームです。 

出題されたお題に対して、[なかそん]と[もんきち]が交互に回答をしていき、7 回連続で回答割合を減らす

事ができたらゲームクリアとなります。 

 

【イベント報酬】    

リアルトキメキダーツ １本 

 

◆◆◆◆ラテールラテールラテールラテール BGMBGMBGMBGM    イントロイントロイントロイントロ☆☆☆☆ドンドンドンドン！！！！     

ラテールのBGMでクイズを出題！皆さまが普段プレイしているラテールのBGMを、イントロだけで当てる

事が出来るのか？！ 今こそあなたの知識を試す時です！ ぜひ挑戦してみてください！ 

 

◆◆◆◆視聴者視聴者視聴者視聴者プレゼントプレゼントプレゼントプレゼント！！！！        

27 時間生放送中にゲーム内アイテムのシリアルコード視聴者プレゼントを 3回実施いたします！ 

生放送を見て視聴者プレゼントをゲットしてみてください！ 

 

◆◆◆◆TwitterTwitterTwitterTwitter おたよりコーナーおたよりコーナーおたよりコーナーおたよりコーナー！！！！     

Twitter の「#latale_27hour」ハッシュタグ宛てにお送り頂いた、皆さまからのおたよりを読みあげてきます。 

※ 「ふれあいと感動の 27 時間生放送」へのご意見・ご感想、「スタッフ」に対しての個人的な質問など、 

お気軽にお送り頂けますと幸いです。 

 

◆◆◆◆リアルリアルリアルリアル    トキメキボックスにトキメキボックスにトキメキボックスにトキメキボックスに挑戦挑戦挑戦挑戦！！！！        

27 時間生放送でリアルトキメキボックスが登場！中にはお題が書かれた紙が入っています。 

そのお題にかかれている事は・・・！？ 

何が出るかは、取り出してからのお楽しみです！ 

 

◆◆◆◆リアルリアルリアルリアル    トキメキダーツにトキメキダーツにトキメキダーツにトキメキダーツに挑戦挑戦挑戦挑戦！！！！        

皆さんにプレゼントするアイテムを決めるリアルのダーツです。 

ダーツの的のルーレット上には、様々なアイテムが記載されています。 

中には当たるとうれしい多数のアイテムが・・・？！ 

当選アイテムの詳細内容につきましては、生放送中に発表いたします。 

お楽しみに！ 

 



 

 

 

『『『『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』』』』についてについてについてについて 

『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。 

 

  

プレイヤーをプレイヤーをプレイヤーをプレイヤーを導導導導くイリスくイリスくイリスくイリス    派手派手派手派手なエフェクトのスキルなエフェクトのスキルなエフェクトのスキルなエフェクトのスキル    

  

タイプタイプタイプタイプ別別別別のののの様様様様々々々々なななな戦戦戦戦いいいい方方方方    アクションアクションアクションアクション性性性性のののの高高高高いマップいマップいマップいマップ    



 

 

 

●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。 

 

  

ゲームゲームゲームゲーム内内内内にあるファッションショップにあるファッションショップにあるファッションショップにあるファッションショップ    仲間仲間仲間仲間とととと一緒一緒一緒一緒にににに冒険冒険冒険冒険！！！！    

  
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.  



 

 

    

株式会社株式会社株式会社株式会社ゲームポットについてゲームポットについてゲームポットについて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/ 

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

メビウスオンライン http://mebius-online.jp/ 

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

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

お宝発掘 ホリキング http://horiking.jp/entrance/ 

トリックスター http://www.trickster.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/ 

わグルま！    http://www.waguruma.jp/ 

童話スピリッツ（R）-魔法のﾄﾗﾝﾌﾟ- http://company.gamepot.co.jp/special/douwa2/ 

ゾンビハンターズ by 狩りとも http://company.gamepot.co.jp/special/zombie 

ラテール イリス物語 http://www.latale.jp/smartphone/index.html 

特殊戦隊クロニクル http://tksc.docs.social-games.jp/support/gp_tksc/index.html 

戦姫★クライシス＠アクエリアンエイジ    http://company.gamepot.co.jp/special/senki/ 

ゆるロボ製作所 http://company.gamepot.co.jp/social/yururobo/ 

萌妖★クライシス http://company.gamepot.co.jp/special/moeyou/ 

 


