
 

 

平成24 年10 月31 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』』』』ついについについについに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「「「「ヴァナヘイムヴァナヘイムヴァナヘイムヴァナヘイム」」」」実装実装実装実装！！！！！！！！    

さらにさらにさらにさらに大型大型大型大型アップデートをアップデートをアップデートをアップデートを記念記念記念記念したおしたおしたおしたお得得得得なイベントなイベントなイベントなイベント開催開催開催開催などなどなどなど内容内容内容内容もりだくさんもりだくさんもりだくさんもりだくさん！！！！！！！！    

 

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、10 月31 日（水）定期メンテナンス時に大型アップデートを行います。    

    

待望待望待望待望のののの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「「「「ヴァナヘイムヴァナヘイムヴァナヘイムヴァナヘイム」」」」実装実装実装実装！！！！    

    

本日10月31日（水）定期メンテナンス時に大型アップデート「ヴァナヘイム」実装いたします。また、こ

れを記念してスキルリセット無料やペット割引販売など様々なイベント・キャンペーンを開催いたします。 

 ぜひ、この機会に『トキメキファンタジー ラテール』をお楽しみください！！ 

 

    

大型アップデート【ヴァナヘイム】 

◇バランス調整 

一部メインクラスにおいて、スキル能力・利便性の向上習得に 

必要なスキルポイントの減少、新スキル追加などの調整を行います。 

 

【対象クラス】 

「ドラグーン」「スラッシャー」「ホーリーナイト」「ゴッドハンド」 

「エレメンタルマスター」「ミンストレル」「ルーインウォーカー」 

「デュエリスト」「マシーナリー」 

「ソウルリーヴァー」「ソウルロード」 

 



 

 

◇新マップ追加！  

始まりの地「ヴァナヘイム」が登場！ 

～ ヴァナヘイム ～ 

推奨レベル 178 以上 

ヴァナヘイムへは、無限回廊にいるマジシャンから移動することができます。 

 

◇新クエスト追加！ 

1.一般クエスト 

≪ ”嘆きの海岸”クエスト ≫ 

対象クエストレベル：Lv130～ 

ヴァナヘイムにいる NPC リズ、魔法使い、依頼掲示板から名誉ポイントなどを獲得できる新クエストを受

ける事ができます。 

リズに新マップ「崩壊の塔最下層」のモンスターからドロップで獲得できるアイテムを特定数もっていくと今

回のボスモンスターの「イヤリング」や新アイテム「バッジ」「ネックレス」と交換してくれます。 

≪ ”崩壊の塔”クエスト ≫ 

対象クエストレベル：Lv178～ 

崩壊の塔にいる NPC アインスト、ジェイドから 

新クエストを受けることができます。 

 

2．シナリオクエスト 

特定の条件をクリアしている場合、NPC サイアムから新 

シナリオを受けることができます。（Lv175～） 

ぜひ、新シナリオをお楽しみください！ 

 



 

 

◇新システム！ 

●ペットリニューアル 

同時に装備できるペットの数が 1匹から 6匹に！（※ただし、表示上は 1匹です） 

6匹のペットを装備して、それぞれのペットスキルを使いこなしちゃおう！さらに、エサを与える必要がなく

なりスキルが簡単に使用できるようになります！ 

また、ペットの名前を変更できるアイテム「ペット名前変更券」が LP ショップに登場します！  

※ペット名は一度付けた名前や他の方が利用している名前も使用することができます 

 

●生産リニューアル 

生産の最大レベルが 10 に変更され、生産可能アイテムが大幅に増加！ 

ヴァルキリ―武器などが生産で作成可能になります！ 

また「新レシピ」が登場！一部のモンスターがドロップするレシピを登録することで新しいアイテムを 

生産することができます。 

 

【主な生産追加アイテム 】 

武器 ヴァルキリー武器など 

防具 ダンジョンセット防具など 

細工術 ハンマー、ジェム系など 

錬金術 釣りアイテム、特別な食べ物など 

 

【追加生産アイテム】             

神秘な宝石 ヴァナヘイムの NPC リズから名誉ポイント 1,000 と交換できるアイテムです。 

イフリート結晶 ベルパまたはヴァナヘイムの NPC リズから紅焔防具と交換できるアイテムです。 

特別な防具の欠片 防具生産から作ることができる特別な欠片です。 

特別なアクセサリーの

欠片 
アクセサリー生産から作ることができる特別な欠片です。 

特殊生産レシピ 新モンスターからのドロップから獲得できる特別なレシピです。 

 



 

 

●新戦闘装備アイテム登場！！ 

新規新規アイテム「バッジ」「ネックレス」を、 それぞれ 3種追加いたします。 

また、アイテム追加にともない、 装備ウィンドウに新しいスロットを追加いたします。 

●インスタントダンジョンリニューアル！ 

今までパーティーでしか入れなかったダンジョンが 一人でも挑戦可能になります！  

ソロ時 パーティー時 

 

 

※ダンジョンの難易度はシングルでもパーティーでも変わりません。 

 

◆その他 

・スペシャルアイテムの効果を変更いたします。 

・一部スペシャルアイテムのドロップ率を向上いたします。 

・サブクラス決闘武器を追加いたしました。 エリアス決闘場にいる NPC リンから獲得できます。 

・山林炭鉱マップに「繭（まゆ）」を追加いたしました。 繭を採集すると各種糸玉や革などが獲得することが

できます。 

・新アイテム図鑑「星のドワーフ清掃員人形」「星のドワーフ調査員人形」 「星のドワーフ物理学者人形」 

「ヴァルキリーソウル+3」「ピュアリーシャチ人形」を追加いたします。 

・新モンスター図鑑を 4種類追加いたします。 

 

動画：ヴァナヘイム（リリース用）(.wmv) 



 

 

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！！！！！！！！

 

≪イベント期間≫ 

2012年10 月31 日(水)定期メンテンナンス終了後 ～ 11 月21 日(水)定期メンテナンス開始前 

≪イベント概要≫ 

エリアスのイベント NPC シゲオから「[イベント]高級スキルリセット本」が無料で何度ももらえます。この機

会に色々なスキルを試してみよう！ 

 

 

デスペナルティ・ゼロデスペナルティ・ゼロデスペナルティ・ゼロデスペナルティ・ゼロ開催開催開催開催！！！！    

≪イベント期間≫ 

2012年10 月31 日(水)定期メンテンナンス終了後 ～ 11 月21 日(水)定期メンテナンス開始前 

 

≪イベント概要≫ 

イベント期間中は普段モンスターに倒されても経験値・Elyダウンのペナルティが無くなります！ 手強い

モンスターに出会っても安心！ 新マップ探検に出かけよう！ 

  



 

 

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実装記念実装記念実装記念実装記念イベントイベントイベントイベント開催開催開催開催！！！！！！！！    

 

≪イベント期間≫ 

2102年10 月31 日(水)定期メンテンナンス終了後 ～ 11 月21 日(水)定期メンテナンス開始前 

 

≪イベント概要≫ 

一部マップを除くモンスターがイベントアイテム「不思議な箱」をドロップします。 

不思議な箱を開けて出てくるアイテム「ラ」「テ」「ー」「ル」をベロスのイベント NPCビアンカに渡すと 

アイテムの組み合わせによって様々なアイテムがもらえます。 

ハロウィンのファッションアイテムやレアアイテムなどがもらえるチャンスです！  

ぜひチャレンジしてみてください！ 

 

 

LPLPLPLP ショップのペットをショップのペットをショップのペットをショップのペットをキャンペーンキャンペーンキャンペーンキャンペーン価格価格価格価格でででで販売販売販売販売！！！！    おおおお得得得得なチャンスをおなチャンスをおなチャンスをおなチャンスをお見逃見逃見逃見逃しなくしなくしなくしなく！！！！！！！！    

≪イベント期間≫ 

2012 年10 月31 日(水)定期メンテンナンス終了後 ～ 11 月21 日(水)定期メンテナンス開始前 

  

≪イベント概要≫  

イベント期間中、なんと！ペットが 2 割引きとなります！  

この機会にたくさんのペットを引き連れて冒険に出かけよう！！ 

ぜひ、チェックしてみてください！ 

 



 

 

細細細細いいいい眉毛眉毛眉毛眉毛にうっとりにうっとりにうっとりにうっとり青青青青いいいい瞳瞳瞳瞳がかわいいがかわいいがかわいいがかわいい！！！！    新新新新アイメイクのアイメイクのアイメイクのアイメイクの「「「「アクアマリンアクアマリンアクアマリンアクアマリン」」」」がががが登場登場登場登場！！！！！！！！ 

 

「アクアマリン」アイメイクはエリアスのビューティーショップにいる NPC ボニーから LP ショップで販売し

ている【アイメイク変更券[カリスマ]】を所持していると変更することができます！ 

ぜひ、チェックしてみてください！ 

 

 

期間限定期間限定期間限定期間限定のクエストのクエストのクエストのクエスト「「「「ベリーさんのおベリーさんのおベリーさんのおベリーさんのお願願願願いいいい 49494949」」」」更新更新更新更新！！！！  

 

≪イベント期間≫ 

2012年10 月31 日（水）定期メンテナンス終了後 ～ 11 月21 日（水）定期メンテナンス開始前 

 

≪イベント概要≫ 

一部のマップ、モンスターを除く全モンスターが、ベリーさんが欲しがっているアイテムの入った「トキメキ

ボックス」をドロップします。 

 

※トキメキボックスはベロスの NPC「エステル」、および LP ショップから購入できる「トキメキの鍵」を使っ

て開けることができます。 

※10月31日（水）定期メンテナンス以前の「トキメキボックス」は、同メンテナンス時にアイテム「古いボック

ス 48」に変更しております。 

 

ベリーさんの依頼をクリアして、レア装備アイテムを GETしよう！ 

 

詳詳詳詳しくはしくはしくはしくは、、、、＜＜＜＜トキメキボックストキメキボックストキメキボックストキメキボックス詳細詳細詳細詳細ページページページページ＞＞＞＞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/walkthrough/walkthrough_dart.aspxhttp://www.latale.jp/walkthrough/walkthrough_dart.aspxhttp://www.latale.jp/walkthrough/walkthrough_dart.aspxhttp://www.latale.jp/walkthrough/walkthrough_dart.aspx 

 

 



 

 

『『『『魔法少女魔法少女魔法少女魔法少女まどかまどかまどかまどか☆☆☆☆マギカマギカマギカマギカ』』』』××××『『『『ラテールラテールラテールラテール』』』』のコラボレーションがのコラボレーションがのコラボレーションがのコラボレーションが決定決定決定決定！！！！    

 

2012 年冬、あの大人気アニメ、「魔法少女まどか☆マギカ」と「トキメキファンタジー ラテール」のコラボ

レーションが決定いたしました！ 

 

『魔法少女まどか☆マギカ』は、願いをかなえた少女がその代償として魔法少女になり、人類の敵と戦う事

になった少女たちに降りかかる過酷な運命を、鹿目まどかを中心に描く作品です。 

 

魅力的なキャラクター達に合わせた奥深いストーリーが展開されており、これまでのアニメに無い、高い

クオリティを誇る作品です！ 

 

また、2012年10月6日より【劇場版】魔法少女まどか☆マギカが公開され、さらなる盛り上がりを見せてい

ます！ 

 

コラボレーションの内容については、以下の予告サイトをご覧ください。 

★ http://www.lahttp://www.lahttp://www.lahttp://www.latale.jp/special/madoka/tale.jp/special/madoka/tale.jp/special/madoka/tale.jp/special/madoka/    ★ 

 

今後とも『トキメキファンタジー ラテール』をよろしくお願いいたします。  

 



 

 

    

『『『『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/ 

トリックスター http://www.trickster.jp/ 

お宝発掘 ホリキング http://horiking.jp/ 

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

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

幕末魂 http://bakuspirits.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（R）-魔法のﾄﾗﾝﾌﾟ- http://company.gamepot.co.jp/special/douwa2/ 

狩りとも http://company.gamepot.co.jp/special/karitomo/ 

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

わグルま！    http://www.waguruma.jp/ 

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/ 

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

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

蒼穹ドラゴンギルド http://pf.mbga.jp/12010535 

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 

ゆるロボ製作所 http://yururobo.jp 

 


