
 

 

平成24 年4 月27 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』』』』    大型大型大型大型アップデートアップデートアップデートアップデート「「「「2nd season2nd season2nd season2nd season」」」」    

本日本日本日本日 4444 月月月月 27272727 日日日日（（（（金金金金））））ついについについについに実装実装実装実装！！！！！！！！    

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、大型アップデート｢2nd season｣を 4 月27 日（金）メンテナンス終了後に実装いた

します。  

    

大型大型大型大型アップデートアップデートアップデートアップデート｢｢｢｢2222nd nd nd nd seasonseasonseasonseason｣｣｣｣実装実装実装実装！！！！    

        

「2nd season」では、ゲームの全般に渡りより易しく、誰でもラテールを楽しむことに重点を置き、『トキメ

キファンタジー ラテール』の再構築を行います。 

 

フィールドと都市のレベルデザイン、クエストとその報酬の全面改修、チュートリアルの変更、シナリオ 

クエストの変更、強力な職業への転職レベルの早期化、スキル及び職業バランス調整、画面サイズなど

の様々な便利機能追加、そしてソフトパフォーマンス向上によるプレイ環境の改善など様々な内容が含ま

れております。 

 

上記に加えて、様々な戦闘環境に合わせて、自分の「ソウル」を随時変更させてプレイする新職業「ソウ

ルブレイカー」を追加いたします。 

「ソウルブレイカー」は、今までの戦闘とは違う新しい戦闘スタイルを実装する予定で、近接戦闘から遠

距離戦闘、タンカーの役割まで、状況によって多様な役割の遂行が可能なキャラクターです。転職を重ね

る度にコントロールできるソウルが増えてさらに強力な力を発揮することができます。 

 

また、PVP システムの決闘場を楽しんでいる方のために、全てのワールドの決闘場が統合を行い、他

のワールドの方とも対決できるようになります。新たな決闘専用のアクセサリー等も追加いたします。、 

さらに、新規アイテムの追加やラテール 5 周年記念や本アップデートに伴ったイベントも多数開かれま

す。 

 

ぜひこの機会に新しい『トキメキファンタジー ラテール』をお楽しみください。 

    

詳詳詳詳細細細細にににに関関関関しましてはしましてはしましてはしましては、、、、下記下記下記下記URLURLURLURL をごをごをごをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。    

http://www.latale.jp/update/2nd_season/http://www.latale.jp/update/2nd_season/http://www.latale.jp/update/2nd_season/http://www.latale.jp/update/2nd_season/    

    



 

 

≪≪≪≪アップデートアップデートアップデートアップデート実装内容実装内容実装内容実装内容≫≫≫≫    

    

■■■■    新規職業追加新規職業追加新規職業追加新規職業追加    

    

・・・・1111 次職業次職業次職業次職業    「「「「ソウルブレイカーソウルブレイカーソウルブレイカーソウルブレイカー」」」」    

「暗黒のちからを思い知れ！」 

 

強力な暗黒の魔力を使うことができる暗黒魔術師。 

その魔力を破壊の炎に変えて敵にぶつける近距離 

での戦闘を得意とします。 

    

    

    

・・・・2222 次職業次職業次職業次職業「「「「ソウルリーヴァーソウルリーヴァーソウルリーヴァーソウルリーヴァー」」」」    

「この魂を賭けた一撃・・・受けてみろ！」 

 

暗黒の魔力の研究の結果、その力を破壊の炎 

のみならず、護りの氷にも変化させることもできるよう 

になり、攻撃、防御両面に多彩な力を発揮すること 

ができます。 

    

・・・・3333 次職業次職業次職業次職業「「「「ソウルロードソウルロードソウルロードソウルロード」」」」    

「魔界を制覇したこの力の前に敵などいない」 

 

暗黒の魔力の根源たる魔界の存在との契約により、 

ついにその力を意のままに操れるようになった契約者。 

その圧倒的な力の前には、悪しきものですら恐れ慄く 

ことでしょう。  

    

    

    

    

■■■■    決闘場統合決闘場統合決闘場統合決闘場統合    

    

・決闘サーバー統合 

・決闘専用のアイテム追加 

 

■■■■    ラテールラテールラテールラテール再構築再構築再構築再構築    

・全般的なレベルデザイン変更 

      フィールド及びインダンのレベルデザイン変更 

      村のレベルデザイン変更 

      NPCの配置及びメニュー変更 

      モンスターバランス及び配置変更 

      クエスト及びクエスト報酬変更 

      チュートリアル変更 



 

 

      シナリオクエスト変更 

・転職レベル リニューアル 

・スキルリニューアル及び職業バランス調整 

・画面サイズ追加 

・メモリー使用率減少及びゲームプレイ環境改善 

・便利機能追加 

      ユーザーインターフェース機能改善 

      クエスト補助機能の追加・改善 

      エンチャント & 強化 & 生産の改善 

      NPC役割表示機能の改善 

    

■■■■トキメキファンタジーラテールトキメキファンタジーラテールトキメキファンタジーラテールトキメキファンタジーラテール    2222ndndndndSeasonSeasonSeasonSeason 実装実装実装実装＆＆＆＆5555 周年記念周年記念周年記念周年記念キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン    

 

『トキメキファンタジーラテール』の 5 周年と「2nd season」の実装を記念して、 

下記3つのイベントを開催いたします。 

    

（（（（1111））））....新規新規新規新規キャラクターキャラクターキャラクターキャラクター作成作成作成作成でででで「「「「暴風暴風暴風暴風マントプレゼントマントプレゼントマントプレゼントマントプレゼント」」」」    

    

【開催期間】 

2012 年4 月27 日（金）メンテナンス終了後～年5 月23日（水）定期メンテナンス開始前 

 

（（（（2222））））便利便利便利便利なアイテムがなアイテムがなアイテムがなアイテムが貰貰貰貰えるえるえるえる！！！！初心者支援初心者支援初心者支援初心者支援レベルアップキャンペーンレベルアップキャンペーンレベルアップキャンペーンレベルアップキャンペーン    

 

【開催期間】 

2012 年4 月27 日（金）メンテナンス終了後～年5 月23日（水）定期メンテナンス開始前 

 

（（（（3333））））新新新新しいスキルをおしいスキルをおしいスキルをおしいスキルをお試試試試しししし！！！！スキルリセットスキルリセットスキルリセットスキルリセット無料無料無料無料！！！！    

 

【開催期間】 

2012 年4 月27 日（金）メンテナンス終了後～年5 月9日（水）定期メンテナンス開始前 

 

詳細に関しましては、下記URLをご覧ください。 

http://www.latale.jp/notice/notice_eventview.aspx?seq=297 

    

    



 

 

■■■■ソウルブレイカーソウルブレイカーソウルブレイカーソウルブレイカー系系系系のののの髪型髪型髪型髪型がビューティーショップにがビューティーショップにがビューティーショップにがビューティーショップに登場登場登場登場！！！！    

この春の最先端！ ダークソウルヘア(男）・（女）とエコ職人の技術が光る肌色 

「木彫り人形」がビューティーショップに登場いたします。 

 

「「「「初初初初めてのめてのめてのめての LPLPLPLP チャージでチャージでチャージでチャージで 20LP20LP20LP20LP プレゼントプレゼントプレゼントプレゼント！」！」！」！」キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン開催開催開催開催！！！！    

    

    

本日4月27日（金）メンテナンス終了後より、「初めてのLPチャージで20LPプレゼント！」キャンペーン

を開催いたします。本キャンペーンでは、過去にLPチャージをしたことがなくキャンペーン中に50LP以上

チャージを行った方に、もれなく 20LP をプレゼント！ 

新しくなった『トキメキファンタジー ラテール』を楽しもう！ お得なこの期間をぜひご利用ください。 

 

≪≪≪≪「「「「初初初初めてのめてのめてのめての LPLPLPLP チャージでチャージでチャージでチャージで 20LP20LP20LP20LP プレゼントプレゼントプレゼントプレゼント！」！」！」！」キャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン概要概要概要概要≫≫≫≫    

【【【【開催期間開催期間開催期間開催期間】】】】    

2012 年4 月27 日（金）メンテナンス終了後～5 月9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 LP チャージをしたことがなくキャンペーン中に 50LP 以上チャージを行った方全員に、 

20LP をプレゼントいたします。 

チャージを行った日によってプレゼント配布日が異なりますので、ご注意ください。 

 

【【【【プレゼプレゼプレゼプレゼントントントント配布日配布日配布日配布日】】】】    

チャージチャージチャージチャージ日時日時日時日時    プレゼントプレゼントプレゼントプレゼント配布日配布日配布日配布日    

2012 年4 月27 日（金）メンテナンス終了後～ 

5 月2 日（水）定期メンテナンス開始前 

2012 年5 月2 日（水）定期メンテナンス時 

2012 年5 月2 日（水）定期メンテナンス終了後

～5 月9日（水）定期メンテナンス開始前 

2012 年5 月9日（水）定期メンテナンス時 

 

詳細に関しましては、下記URLをご覧ください。 

http://www.latale.jp/notice/notice_eventview.aspx?seq=296 



 

 

『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/ 

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/ 

ワイルドレーシング MAX http://company.gamepot.co.jp/special/wrmax/ 

バトルゴルフ パンヤ http://company.gamepot.co.jp/special/battlegolfpangya/ 

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/ 

聖戦サザンクロス http://company.gamepot.co.jp/special/southerncross/ 

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

 


