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報道関係各位                                    2012年 10月 25日＇木（ 

株式会社シーアンドシーメディア 

タルタロス運営チーム/広報 

 

一人でも仲間とも遊べるオンライン RPG『TARTAROS -タルタロス-』 

ストーリーが完結する最後のシナリオが追加される 

Update Ver.28 「旅の終わり」を実装！ 

併せて、アップデート記念イベントやハロウィンイベント実施のお知らせ 

オンラインゲームポータルサイト「MK-STYLE」及びオンラインゲームの運営を行う株式会社シーアン

ドシーメディア＇所在地：東京都中央区 代表取締役：呉 東和（がWemade Entertainment＇本社：韓

国、以下:Wemade（と提携し、日本国内でサービスを行う一人でも仲間とも遊べるオンライン RPG

『TARTAROS -タルタロス-』＇以下：タルタロス（におきまして、エンディングシナリオ Part.3や新チャレ

ンジが追加される Update Ver 28 「旅の終わり」を 2012年 10月 25日(木)に実装いたしましたこと

をお知らせいたします。併せて、アップデート実装記念キャンペーンやハロウィンイベントの実施をお知

らせいたします。 

 

【リリース内容のご案内】 

■エンディングシナリオ追加！Update Ver 28 「旅の終わり」実装！ 

■「お菓子で愉快なハロウィン祭り トリックオアトリート!!」イベント実施のお知らせ 

■物語の結末を見届けよう！「カムバックキャンペーン」 

■UPDATE Ver.28実装記念！「チャレンジモードに Let's Challenge」 

■人気アイテムが最大 50％OFF！「オータムバーゲンセール」 

 

 

 

＜本件に関するお問い合わせ＞ 

株式会社シーアンドシーメディア マーコムグループ 広報担当：上杉 

TEL:03-6219-5514 FAX:03-6219-5524 (m-uesugi@cc-media.co.jp) 
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■ついにストーリー完結！Update Ver 28 「旅の終わり」本日実装！ 

 

 

『タルタロス』では 10月のアップデート、UPDATE ver.28「旅の終わり」を、2012年 10月 25日＇木（

に実装いたしました！ 今回のアップデートではルコとエルピントスに用意されたエンディングが明らか

になり、遠征隊全員の物語がついに完結します。  

 

【Update Ver 28 「旅の終わり」内容紹介】 

(1) レベルキャップ開放！ 

(2) 新ミッション追加！ 

(3) 新チャレンジ追加！ 

(4) 新シナリオ追加！ 

(5) ゲスト声優登場！ 

 

◆レベルキャップ開放！ 

 レベルキャップを 76まで開放いたします！ 

 

◆新ミッション追加！ 

 新ミッションを追加：「ヒゼントの迷宮」＇推奨レベル：75～76（ 

 

◆新チャレンジ追加！ 

 新チャレンジ：「峡谷防衛戦」＇入場レベル：74（ 
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◆新シナリオ追加！ 

エンディングシナリオPart.3「旅の終わり」では、“太古の地”付近にある峡谷での激しい防衛戦が舞台

となっており、ルコとエルピントスに関するエンディングシナリオが明らかになります。 

 

 ◆ゲスト声優登場！ 

エンディングシナリオでは、『タルタロス』をさらに盛り上げる豪華なゲスト声優さんが多数登場！Part.1

は「子安武人」さん、Part.2では「喜多村英梨」さん、そしてラストのPart.3では「斎藤千和」さんにご参

加いただいております！  

  

特設サイトでは Update Ver.28「旅の終わり」のアップデート内容を詳しく紹介しております。また、新シ

ナリオの紹介動画もご覧いただけますので、ぜひ併せてご確認ください。 

 

＜Update Ver 28 「旅の終わり」特設ページはこちら＞ 

http://www.mk-style.com/url/Dfq1dE 

 

 

■「お菓子で愉快なハロウィン祭り トリックオアトリート!!」イベント実施のお知らせ 

 

 

イベント期間中、特定のミッションモードに登場する「パンプキントゥリモン」を倒して「ハロウィンキャンデ

ィー」をゲット！たくさん集めてハロウィンアクセサリーアバターを手に入れちゃおう！ 

 

◆イベント期間 

2012年 10月 25日(木)メンテナンス後 ～ 11月 8日(木)メンテナンスまで 

 

 

 

 

http://www.mk-style.com/url/Dfq1dE
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◆ハロウィンアクセサリーご紹介(一部) 

   

 

＜「お菓子で愉快なハロウィンイベント」ページはこちら＞ 

http://www.mk-style.com/url/53zWqj 

 

■物語の結末を見届けよう！「カムバックキャンペーン」 

 

2012年9月24日(月)以降にタルタロスへログインされていなかったユーザーの皆様を対象に『経験

値増加の契約(7日)』や『活力補充剤』などのキャラクター育成に役立つアイテムをプレゼントいたしま

す。 

この機会にお得なアイテムを手に入れてサクサクレベルアップしちゃおう！ 

 

◆イベント期間 

2012年 10月 25日＇木（0:00 ～ 11月 14日＇水（23:59 

 

◆賞品アイテムご紹介(一部) 

・「活力補充剤(70%)」……用したキャラクターの疲労度を 70％回復させる。 

・「経験値増加の契約(7日)」……モンスター討伐時に得られる経験値が 30％増加します。 

・「活力増加の契約(7日)」……ミッション進行時に増加する疲労度が 30％減少します。 

 

＜「カムバックキャンペーン」のお知らせはこちら＞ 

http://www.mk-style.com/url/2mc9r8 

http://www.mk-style.com/url/53zWqj
http://www.mk-style.com/url/2mc9r8
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■アップデート実装記念イベント！「チャレンジモードに Let's Challenge」 

 

今回のアップデート実装を記念し、期間中に特定のチャレンジモードをクリアした方に豪華賞品をプレ

ゼントする「チャレンジモードに Let'sChallenge」イベントを実施いたします。ぜひこの機会に、挑戦した

ことがないチャレンジモードに挑んでみよう！ 

 

◆イベント期間 

2012年 10月 25日＇木（0:00 ～ 11月 4日＇日（23:59 

 

◆賞品アイテムご紹介(一部) 

・「勇気の符石」……アイテムの製作で使用する符石。 

・「C級チャレンジの核パック」……C級の武器や防具の製作に必要な核がセットになったアイテム。 

・「峡谷防衛戦の核」……B５級【最上級】上段防具の製作に必要なアイテム。 

 

＜「チャレンジモードに Let's Challenge」のお知らせはこちら＞ 

http://www.mk-style.com/url/oqhfaW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mk-style.com/url/oqhfaW
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■人気アイテムが最大 50％OFF！「オータムバーゲンセール」 

 

 

本日より、各種アイテムが最大で 50％OFF となる「オータムバーゲンセール」を開催いたします！ 

昇級の成功確率を上がる「祝福の宝石 Lv.1」や装備の昇級失敗時の破壊を防ぐ「祝福の強化剤」な

ど多数の便利アイテムを大幅値下げして販売します。 

 

◆キャンペーン期間 

2012年 10月 25日＇木（メンテナンス終了後 ～ 11月 1日＇木（メンテナンス開始前まで 

 

◆バーゲン対象アイテムのご紹介＇一部（ 

・「祝福の宝石」……精錬時の成功確率を上昇させるアイテム。 

・「祝福の強化剤」……精錬に失敗した際にアイテムの破壊を防ぐ効果を持つアイテム。 

・「経験値増加の契約」……獲得経験値を 30％増加させるアイテム 

 

＜「オータムバーゲンセール」のお知らせはこちら＞ 

http://www.mk-style.com/url/UobPE6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mk-style.com/url/UobPE6
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◆一人でも仲間とも遊べるオンライン RPG『TARTAROS -タルタロス-』とは… 

 ＇公式サイト URL : http://www.mk-style.com/url/Q3Ireo（  

 

「可愛いグラフィックと簡単な操作で誰でも気軽に爽快なアクションが楽しめる無料オンラインゲー

ム」 

『タルタロス』は、これまでのオンラインゲームの概念を覆す、エンディングのあるシナリオや、ストーリ

ーに沿って登場する個性豊かなキャラクター性など、家庭用ゲーム機のようなやり込み要素の強い

ゲーム性を楽しめる、これまでになかったオンラインアクション RPGです。 

 

「オンラインゲームなのにエンディングがある深いシナリオを楽しもう！」 

『タルタロス』の大きな特徴は、オンラインゲームのイメージを塗り替える、エンディングがある深い内容

のシナリオです。また、MCC システム＇※（を採用したことにより一度に仲間キャラクターの複数体操

作が可能となることで、攻撃する、守る、援護するなどのアクションゲームとしての広がりを持った作品

となっております。また『タルタロス』は、街並みからキャラクターまで、可愛らしく愛らしいグラフィック

性で女性も楽しめるところも大きな魅力です。 

※MCC システムとは： 

ストーリーを進行する際に、一人でプレイするのではなく AIシステムにより自動的に敵を認識し攻撃や

援護を行なう仲間を連れて同時に戦うことができるシステムです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mk-style.com/url/Q3Ireo
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株式会社シーアンドシーメディアについて 

＇設立日：2001年 6月 15日、所在地：東京都中央区、URL：http://www.cc-media.co.jp （ 

シーアンドシーメディアでは、当社保有であるオンラインゲームコンテンツを中心としたオンラインゲー

ムパブリッシング事業及び、オンラインゲームコンテンツを展開する独自プラットフォームであるオンラ

インゲームポータルサイト「MK-STYLE」の企画・運営を行っております。 

 

【事業内容】 

オンラインゲームのパブリッシング事業 

C&M＇クリック＆モルタル（モデルのオンラインゲームポータルサイト「MK-STYLE」の企画・運営事業 

その他オンラインゲーム関連事業 

 

オンラインゲームポータルサイト「MK-STYLE」とは 

＇ポータルサイト URL：http://game.mk-style.com （ 

シーアンドシーメディアが企画・運営を行うオンラインゲームポータルサイト「MK-STYLE」は、独自の

会員を保有し、共通通貨であらう「MK-POINT」や当社がパブリッシングを行うオンラインゲームコンテ

ンツを提供することで、MK-STYLE会員様限定のサービスを展開いたしております。 

 

【オンラインゲームコンテンツ】 

 

[NEW]闘争本能を刺激する新感覚アクション「DARK BLOOD(ダークブラッド)」 

URL : http://db.mk-style.com  

これから始める、本格 MMORPG「ユグドラシル」 

URL : http://yg.mk-style.com  

仲間と共に失われた時間を取り戻す MMORPG「Forsaken World＇フォーセイクンワールド（」 

URL : http://fw.mk-style.com  

ハイファンタジーMMORPG「パーフェクトワールド -完美世界-」 

URL : http://pw.mk-style.com  

一人でも仲間とも遊べるオンライン RPG「TARTAROS＇タルタロス（」 

URL : http://ta.mk-style.com  

ファンタジーMMORPG「夢世界 プラス」 

URL : http://yume.mk-style.com  

ふたつの世界が織り成す MMORPG「LEGEND of CHUSEN2 -新世界-」 

URL : http://lc.mk-style.com  

本格派 MMORPG「三国志-SEKIHEKI-」 

URL : http://sh.mk-style.com  

http://www.cc-media.co.jp/
http://game.mk-style.com/
http://db.mk-style.com/
http://yg.mk-style.com/
http://fw.mk-style.com/
http://pw.mk-style.com/
http://ta.mk-style.com/
http://yume.mk-style.com/
http://lc.mk-style.com/
http://sh.mk-style.com/

