報道者各位
2018 年 5 月 16 日
株式会社ブシロード

★PRESS RELEASE★
ブシモ「ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル」

スクフェス感謝祭 2018～Go!Go!シャンシャンランド～in 大阪
開催直前注目情報と新情報のお知らせ
株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：橋本義賢）は、KLab 株式会社（本社：東京都港
区、代表取締役社長：真田哲弥）と共同開発いたしましたスマートフォン向けアプリ『ラブライブ！スクールアイドル
フェスティバル』(以下、スクフェス) のリアルイベント「スクフェス感謝祭 2018～Go!Go!シャンシャンランド～in 大阪」
を 2018 年 5 月 20 日（日）に開催いたします。つきましては、開催直前の新情報と注目情報をお知らせいたしま
す。是非、貴社媒体にて本情報をお取り扱い頂けますようお願い申し上げます。

スクフェスシリーズ新情報発表会ステージ開催

イベント内の特設ステージで、スクフェスシリーズ新情報発表会ステージが開催されることが決定いたしました。
スクフェスの新情報はもちろん、2018 年にリリース予定の新アプリ「ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル
ALL STARS」（以下、スクスタ）の新映像やゲームシステムをはじめスクスタの気になる中身を大発表いたします！
■実施会場名 インテックス大阪 6 号館 A ゾーン ステージエリア
■開演日時 5 月 20 日（日）11:30～12:30
■出演者
【Aqours（Guilty Kiss）】
逢田梨香子（桜内梨子役）、小林愛香（津島善子役）、鈴木愛奈（小原鞠莉役）
【μ's】
新田恵海（高坂穂乃果役）、三森すずこ（園田海未役）、飯田里穂（星空 凛役）
【虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会（スクフェス組）】
前田佳織里（桜坂しずく役）、鬼頭明里（近江彼方役）、指出毬亜（エマ・ヴェルデ役）

当日の様子は、YouTube Live、Periscope、バンダイチャンネル、LINE LIVE にて生配信いたします。会場にお越
しいただけない皆様もお見逃しなく！
■「スクフェスシリーズ新情報発表会ステージ」配信 URL
・YouTube Live
https://www.youtube.com/watch?v=5T65jFVVpDI

・Periscope
https://twitter.com/lovelive_SIF
・バンダイチャンネル
http://live.b-ch.com/sukufes05202
・LINE LIVE
https://live.line.me/channels/91/upcoming/8383417
「スクフェスシリーズ新情報発表会ステージ」だけでなく、開会式・虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 活動場所
別対抗戦・Aqours ユニット対抗戦＆閉会式についても生配信予定です。
詳しくはコチラ⇒https://lovelive-sif.bushimo.jp/festival2018/stage/

「みんなで輝く！スコアチャレンジ大作戦♪2018 in 大阪」
、
「おでかけプレゼン
ト」等スクフェスゲーム内で開催決定！
「みんなで輝く！スコアチャレンジ大作戦♪2018 in 大阪」
5 月 18 日 12:00～5 月 20 日の期間中スクフェスゲーム内にて、「みんなで輝く！スコアチャレンジ大作戦♪
2018 in 大阪」を開催いたします。
いよいよ開催される、スクフェス感謝祭 2018～Go!Go!シャンシャンランド～ in 大阪。
すべてのスクフェスユーザーのみなさまへ感謝の気持ちを込めて、
「みんなで輝く！スコアチャレンジ大作戦♪2018 in 大阪」を開催いたします！

期間中のみなさんのライブ結果の「SCORE」の合計に応じて各種ゲーム内アイテムをプレゼントします！
みんなで力を合わせて、たくさんアイテムをゲットしよう♪

開催期間：5 月 18 日(金)12:00〜5 月 20 日(日)23:59

ラブカストーンや勧誘チケット等がゲットできますので是非チャレンジしてくださいね♪
詳しい合計スコアと配布アイテム等については開催期間中にゲーム内でご確認ください。
「おでかけプレゼント」
スクフェス感謝祭 2018 in 大阪の会場周辺でスクフェスにログインすると、 大阪会場限定の称号をゲットする
ことができます！是非会場にお越しの際にはおでかけプレゼントの受け取りをお忘れなく♪
【期間】5 月 20 日（日）9:00～23:59
※ おでかけプレゼントは、開催期間中にホームバナーもしくは「その他＞位置情報」から取得可能です。
※ 本プレゼントはシール SHOP でも配信いたします。
※ その他詳細につきましては開催期間中にゲーム内でご確認ください。

注目展示・アトラクション情報
・Aqours、μ's 衣装展示
Aqours「未熟 DREAMER」、μ’s「SUNNY DAY SONG」の衣装を展示いたします！実際にメンバーが着用したラ
イブ衣装を間近で見るチャンス♪♪

・動くムービングカード
「着て着て♡衣装総選挙」で堂々の 1 位に輝いた各メンバーの UR カードが動く…！？

・キャストサイン入りブルゾン展示
スクフェス内で Aqours のメンバーが着用しているブルゾンを各担当キャストのサイン入りで展示致します。

・スクスタ展示
スクスタの最新映像が公開されるほか、Aqours・μ’s・虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会のサイン入りの等身大
スタンディを展示！

・カーニバルゲーム
6 各種ゲームにチャレンジすると、ここでしか手に入らないオリジナルグッズをゲットできます！
・ゲーム内容【1 プレイ 500 円】
［Aqours］
１年生の堕天チャレンジ！、２年生の羽根つき大会！、３年生のひらひら紅葉狩り！
［μ’s］
１年生のレッツパイレーツ！、２年生のタワーアイスチャレンジ！、３年生のぱたぱたテニス！

【景品】スクフェス感謝祭 2018 オリジナルバルーン

その他様々な展示やアトラクションが目白押しです！
詳しくは⇒https://lovelive-sif.bushimo.jp/festival2018/map/

スクフェス感謝祭 2018 in 大阪 スタンプラリー

スクフェス感謝祭 2018 in 大阪の開催を記念して、南海本線なんば駅周辺の店舗にてスタンプラリーを開催いた
します。
各店舗の配布条件を満たすと各店舗担当メンバーたちのポストカードをプレゼント！
さらに各店舗を回って、スタンプを 9 個集めると、スクフェス感謝祭 2018 in 大阪内のスタンプラリーブースでオリジ
ナルクリアファイルをプレゼント！
各店舗には、サーカス編の衣装を着用した Aqours メンバーの等身大スタンディも展示されていますので是非チ
ェックしてくださいね！
※オリジナルクリアファイル・ポストカードともにお 1 人様 1 枚限りとなります。
※スタンプラリー景品（オリジナルクリアファイル）の交換場所はスクフェス感謝祭 2018 in 大阪の会場内スタンプラ
リーブースとなりますのでご注意ください。
※スクフェス感謝祭 2018 in 大阪内スタンプラリーブースは 5 月 20 日（日）10:00～18:00 までとなりますのでご注
意ください。（最終入場は 17:45 までとなります）

※スタンプラリー台紙は各店舗及びスクフェス感謝祭 2018 in 大阪会場内スタンプラリーブースにて配布しており
ます。
■開催期間：5 月 19 日(土)～5 月 20 日(日)
※スタンプラリー特典のオリジナルクリアファイルの引き替えは、5 月 20 日(日)のみとなりますのでご注意ください。
※各店舗でのポストカードの配布は、5 月 19 日(土)～5 月 27 日(日)までとなります。
※配布数量に限りがございます。会期中に配布が終了する可能性もございますのでご了承下さい。
※各店舗へのお問い合わせはお控えください。
■スタンプラリー対象店舗
①セガ難波アビオン
スタンプ：Aqours 1 年生(津島善子、国木田花丸、黒澤ルビィの 3 種)
購入特典：Aqours 1 年生ポストカード
条件

：UFO キャッチャー500 円投入

時間

：10:00～21:00（※店舗営業時間は 10:00～24:00）

②アニメイト大阪日本橋
スタンプ：Aqours 2 年生(高海千歌、桜内梨子、渡辺 曜の 3 種)
購入特典：Aqours 2 年生ポストカード
条件

：スタンプカードを提示した上で、全商品の中から 500 円(税込)以上購入

時間

：10:00～21:00

③ゲーマーズなんば
スタンプ：Aqours 3 年生(松浦果南、黒澤ダイヤ、小原鞠莉の 3 種)
購入特典：Aqours 3 年生ポストカード
条件

：スタンプカードを提示した上で、全商品の中から 500 円(税込)以上購入

時間

：10:00～20:00

■スタンプラリー特典引換所
スクフェス感謝祭 2018 in 大阪内スタンプラリーブース(インテックス大阪 6 号館 A ゾーン)
※引き換えは 5 月 20 日（日）10:00～18:00 までとなりますのでご注意ください。（会場への最終入場は 17:45 まで
となります。）
■スタンプラリー特典：クリアファイル全 1 種

開催情報

「ラブライブ！」、「ラブライブ！サンシャイン!!」の楽曲で楽しめるリズムアクションゲーム「ラブライブ！スクールアイ
ドルフェスティバル」のリアルイベント「スクフェス感謝祭」。今年のイベントは大阪・沼津・東京の全 3 都市、計 4 日
間開催され、過去最大規模のイベントとなります。
・2018 年 5 月 20 日（日）

大阪 【会場：インテックス大阪 6 号館 A、B ゾーン】

・2018 年 7 月 15 日（日）

沼津 【会場：プラサヴェルデ】

・2018 年 8 月 4 日（土）～8 月 5 日（日）

東京 【会場：東京ビッグサイト 東棟 7、8 ホール】

特設ページ情報
イベント特設ページでは、最新情報を随時お届けしております！
特設ページはコチラ⇒https://lovelive-sif.bushimo.jp/festival2018/

今後とも「ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル」をよろしくお願いいたします。

▼ラブライブ！とは
「みんなで叶える物語」をキーワードにオールメディア展開するスクールアイドルプロジェクト。
スクールアイドルグループ「μ's (ミューズ)」による、アニメーション PV(DVD&BD)付音楽 CD リリースの他、雑
誌・小説をはじめとした書籍、TV アニメ、スマートフォン向けゲーム、コンシューマーゲーム、トレーディングカード
ゲーム、また、実際に μ's を演じるキャストによるライブイベントやラジオ、ニコ生を行なうなど、様々なメディアを
巻き込んだ展開を行っています。
2013 年 1 月～3 月に TV アニメ 1 期、2014 年 4 月～6 月に TV アニメ 2 期をそれぞれ放送し、2015
年 6 月 13 日より公開された、完全新作劇場版「ラブライブ!The School Idol Movie」は観客動員数 200 万人超、
興行収入は 28 億円を突破する大ヒットとなりました。2016 年 3 月 31 日・4 月 1 日に東京ドームで μ's のフ
ァイナルワンマンライブが開催されました。
▼ラブライブ！サンシャイン!!とは
新しい「みんなで叶える物語」をキーワードにオールメディア展開するスクールアイドルプロジェクト。
静岡県沼津市・内浦で生まれたスクールアイドルグループ「Aqours」による、アニメーション PV(DVD&BD)付音楽
CD リリースの他、イベント、雑誌、スマートフォン向けアプリなど、様々なメディアを巻き込んだ展開を行っていま
す。2015 年 4 月、電撃 G’s マガジンを皮切りにプロジェクト始動。同年 10 月に 1st シングル「君のこころは輝
いてるかい？」をリリース。そして、2016 年 7 月より TV アニメが放送され、2017 年 2 月 25 日、26 日に横浜アリー
ナで Aqours 初のワンマンライブ『Aqours First LoveLive! 〜Step! ZERO to ONE〜』が開催されました。2017 年
8 月 5 日からは『ラブライブ！サンシャイン!! Aqours 2nd LoveLive! HAPPY PARTY TRAIN TOUR』が開催され、
9 月 29 日、30 日にメットライフドーム（旧：西武プリンスドーム）にてツアーファイナル公演が行われました。2017 年
10 月より TV アニメ 2 期が放送され、完全新作劇場版の制作が決定いたしました。

(ラブライブ！公式ホームページ:http://www.lovelive-anime.jp/)
■タイトル：ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル
■プラットフォーム：ブシモ
■開発：KLab 株式会社
■対応 OS：iOS8.0 以降、Android4.0 以降（一部機種を除く）
■ジャンル：リズムアクション＆アドベンチャー
■プレイ料金：アイテム課金制
■著作権表記：©2013 プロジェクトラブライブ！ ©2017 プロジェクトラブライブ！サンシャイン!! ©KLabGames
©bushiroad All Rights Reserved.
※ご紹介いただく際は、権利表記として上記の記入をお願いします。
【ダウンロード URL】iOS：https://itunes.apple.com/jp/app/id626776655
Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=klb.android.lovelive

【スクフェス関連公式ページ】
・スクフェスポータルサイト：https://lovelive.bushimo.jp/
・スクスタ公式ページ：https://lovelive-as.bushimo.jp/
・スクフェス公式ページ：https://lovelive-sif.bushimo.jp/
【スクフェス公式 twitter】 @lovelive_SIF
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社ブシロード
〒164-0011 東京都中野区中央 1-38-1 住友中野坂上ビル 2 階 TEL：03-4500-4852 FAX：03-5348-0854
URL：http://bushiroad.com/
広報担当 ：中尾、小松

E-mail：press@bushiroad.com

