報道関係各位
2018 年 10 月 9 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 ALL STARS」

ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
「TOKIMEKI Runners」発売記念イベント開催決定！
などのお知らせ

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、代表取締役会長兼社長：真田哲弥）と、株式会社サンライズ（本社：東京都杉並区、代表取締役社
⻑：宮河恭夫）と共同開発している 2019 年配信予定の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 ALL STARS』(以下、スクスタ) において、「デビューアルバム[TOKIMEKI Runners]の
特典追加情報」や「虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会セガコラボカフェ」、「スクフェス感謝祭 2018～ミ
ニ感謝祭 in 秋葉原～」、「アルバム発売記念オープンイベント」、『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイ
ドル同好会 スペシャル生放送「TOKIMEKI Runners」キックオフ☆パーティー』アーカイブ配信情報などにつ
いてお知らせ致します。
ぜひ貴社媒体にてお取り扱い頂きますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

『虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会のデビューアルバム
「TOKIMEKI Runners」において新規情報公開！！

◆スクフェスシリアルコードの封入決定！！
虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会のデビューアルバム「TOKIMEKI Runners」にスクフェスシリアル
コードの封入が決定しました！ こちらのコードをアプリゲーム「ラブライブ！スクールアイドルフェ
スティバル」内にて入力すると、虹ヶ咲メンバーの「覚醒済み SR 部員 3 種」を入手することが出来ま
す！！（※全 3 種よりランダムで 1 種封入）
※Android の方限定となります。

◆発売記念無料招待ライブイベントの詳細を公開！！
2019 年春開催予定の「TOKIMEKI Runners」発売記念無料招待ライブイベントに関しまして、
「日程・場所」について公開致しました。
【日程】2019 年 3 月 30 日（土）
【場所】品川・ステラボール
【ご出演】虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

◆虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 1 人 1 人からの
メッセージ動画を公開！！
虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会メンバー1 人 1 人からのメッセージ動画を公開致します。
こちらの動画では、
「TOKIMEKI Runners」に収録されている虹ヶ咲メンバーのソロ楽曲について、ど
んな思いで歌っているかやおすすめポイントなどを各メンバーが紹介しております。
【配信場所】YouTunbe「ラブライブ！シリーズ公式チャンネル」内
※ラブライブ！シリーズ公式チャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCTkyJbRhal4voLZxmdRSssQ

◆「TOKIMEKI Runners」の「CG アニメーション PV」視聴動画公開！！
虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 9 人が出演する「TOKIMEKI Runners」の「CG アニメーション PV」
視聴動画を公開致しました。アルバム内の DVD にはフル尺版が収録されますので、是非お楽しみに♪
【配信場所】YouTunbe「ラブライブ！シリーズ公式チャンネル」内
※ラブライブ！シリーズ公式チャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCTkyJbRhal4voLZxmdRSssQ

◆『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会「TOKIMEKI Runners」
発売記念イベント ODAIBA TOKIMEKI ステージ』 開催決定！！
虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会のアルバム「TOKIMEKI Runners」の発売を記念して、
お台場でのリリースイベントが開催決定しました！
リリース前、さらには初の歌唱イベント！
この記念すべき『一歩』を刻むイベントにぜひお越し下さいね♪
【イベント概要】
公演名：『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会「TOKIMEKI Runners」発売記念イベント
ODAIBA TOKIMEKI ステージ』
開催日：2018 年 11 月 10 日（土）
開演時間：15 時 00 分～
会場：ダイバーシティ東京 プラザ 2F フェスティバル広場
イベント内容：ミニライブ＆お渡し会
ゲスト：虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
【参加方法】

ミニライブは観覧フリーとなります。どなたでも観覧可能です。
優先観覧エリア外でのご観覧はフリーですが、観辛い場合もございます。
また、通路等立ち止まって観ることができない場所がございますので、ご了承ください。
ミニライブ後に行われるお渡し会は、
事前に対象商品を対象店舗にてご予約された方の中から抽選を行い、当選された方のみ、
このお渡し会にご参加いただけます。
《対象店舗》
TOWERmini ダイバーシティ東京プラザ店
《応募期間》
10 月 9 日(火)10：00(開店) ～

10 月 28 日(日)21：00(閉店)

《応募方法》
対象店舗にて、対象商品をご予約（全額内金）いただきました方に、1 点ご購入ごとに 1 枚、
【応募用紙】をお渡しいたします。
必要事項をご記入いただき、応募チケット部分 と キャンペーン申込み券（お客様控え）を切り離し、
応募チケットを TOWERmini ダイバーシティ東京プラザ店の抽選 BOX に入れてください。
（ご購入いただいたその場でご応募いただく様にお願いいたします）
※ご予約方法については下記項目をご覧ください。
※【応募用紙】には当日お越しになる方ご本人のお名前等お書きください。本人確認を実施いたしま
す。
（下記参照）
厳正なる抽選の上、当選発表を TOWERmini ダイバーシティ東京プラザ店
WEB( https://tower.jp/store/kanto/TowerMinidivercitytokyo ）と、
Twitter ( https://twitter.com/TOWER_Divercity?lang=ja )、
TOWERmini ダイバーシティ東京プラザ店インフォメーションカウンターに掲載いたします。
当選者はイベント当日、キャンペーン申込み券（お客様控え）と【イベント参加券】を交換いたします。
（下記参照）
抽選 BOX 設置場所：TOWERmini ダイバーシティ東京プラザ店
※抽選 BOX 設置場所は変更する場合がございます。
タワーレコード当選発表：10 月 31 日（水）正午予定
対象店舗：TOWERmini ダイバーシティ東京プラザ店

インフォメーションカウンター

虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会のコラボカフェ開催決定！！

虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会とセガのコラボカフェ開催が決定しました！
虹ヶ咲メンバーをイメージしたコラボフードやドリンクが堪能できますので、ぜひお楽しみに！
【開催期間】11 月上旬 ～
【開催場所】セガコラボカフェ秋葉原 2 号館

「ラブライブ！」ALL STARS ミュージアム IN AKIHABARA ゲーマーズ本店】
開催決定！！
ゲーマーズ秋葉原本店にて、
【
「ラブライブ！」ALL STARS ミュージアム IN AKIHABARA ゲーマーズ本店】の開催が決定しました！
各種展示物の他、μ's の先行販売商品や Aqours 描き下ろしイラスト商品の先行販売、虹ヶ咲学園スク
ールアイドル同好会の最新グッズも販売します！
【開催期間】11 月 10 日(土)～12 月 16 日(日)
【開催場所】AKIHABARA ゲーマーズ本店 7 階 ミュージアムスペース

スクフェス感謝祭 2018～ミニ感謝祭 in 秋葉原～開催決定！！
今年は大阪・沼津・東京と３会場でスクフェス感謝祭を開催致しました。
大好評につき、アキバ CO ギャラリーにてスクフェスミニ感謝祭を実施致します

【概要】
催事名称：
「スクフェス感謝祭 2018～ミニ感謝祭 in 秋葉原～」
日時：11 月 1 日（木）～ 11 月 10 日 (土)【平日】13:00 ～ 20:30【土日】10:00～20:00
会場：アキバ CO ギャラリー（千代田区外神田 3 丁目）
入場料：無料
主催：株式会社ブシロード
ＨＰ：https://bushiroad.com/sif_store
【催事内容】
・展示、グッズ販売
・来場特典：感謝祭優勝 UNIT ステッカー2 種
① Aqours（CYaRon!） 3 種よりランダム 1 種
② 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会（電撃オンライン組）1 種
・グッズ販売：スクフェス感謝祭 2018 商品、既存商品及び新商品
⇒スクフェスミニ感謝祭新商品は 6 アイテムございます！！
・物販特典：3000 円以上でポストカードプレゼント
① 1日 ～ 5日

スクスタ KV のポストカード

② 6 日 ～ 10 日 スクスタ千歌・穂乃果（室田さん描き下ろしイラスト）のポストカード

虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会活動場所別対抗戦の
優勝チームご褒美情報公開！！

虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会活動場所別対抗戦にて「電撃オンライン組」が優勝しました！！
ご褒美になっていた「他媒体への活動権」
・
「ハロウィンスペシャルドラマ」についてお知らせします！
ぜひ、チェックしてみてくださいね♪
【他媒体活動権】
10 月 22 日（月）の週に「電撃オンライン」
・「ファミ通 App」・
「スクフェス公式」より、
「かすみ・果
林・せつ菜」のご褒美漫画が掲載されます！！
【ハロウィンスペシャルドラマ】
10 月 31 日（水）に YouTube のラブライブ！シリーズ公式チャンネルにて「かすみ・果林・せつ菜」を
中心とした「ハロウィンスペシャルドラマ」を公開致します！
※ラブライブ！シリーズ公式チャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCTkyJbRhal4voLZxmdRSssQ

『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 スペシ
ャル生放送「TOKIMEKI Runners」キックオフ☆パーティー』
アーカイブ配信情報！！

今回の放送に向けて虹ヶ咲メンバーへ多くのお便りをご応募頂きまして、誠にありがとうございまし
た！これからも虹ヶ咲メンバーへの応援よろしくお願い致します！
10 月 8 日（月）に生配信しました当番組を下記の場所にて、期間限定アーカイブ配信致します！
みなさま、是非チェックしてみてくださいね♪
【配信期間】10 月 10 日（水）18:00 ～ 10 月 16 日（火）23:59
【配信場所】
・バンダイチャンネル：http://www.b-ch.com/ttl/index_html5.php?ttl_c=5744&mvc=3_34497_0_0
・LINE LIVE：https://live.line.me/channels/91/upcoming/9593416
・YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=8TaqUQhQSSs
※スクフェスチャンネル内にて公開

◆虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会とは
「スクフェス発の新しいスクールアイドル」である 9 人の彼女たちは、東京・お台場にある『虹ヶ咲学園（にじがさきがくえん）』という学校の生徒で、
『スクールアイドル同好会』に所属する仲間でありライバル。グループで活動していた μ’s や Aqours とは異なり、1 人 1 人が No.1 スクールアイドル
を目指して活動していきます！

◆虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会は 3 つの場所に分かれて活動中！
3 人ずつ 3 つの場所に分かれて活動中である彼女たち、ゲーム実況など様々な活動をしています！
お気に入りの子を選んでぜひ応援してくださいね♪

・電撃オンライン…中須かすみ、朝香果林、優木せつ菜
⇒http://dengekionline.com/sp/lovelivepdp/
・ファミ通App…上原歩夢、宮下 愛、天王寺璃奈
⇒https://app.famitsu.com/category/game-tips/lovelive-pdp/
・スクフェス公式…桜坂しずく、近江彼方、エマ・ヴェルデ
⇒https://lovelive-sif.bushimo.jp/annex/

▼ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル ALL STARS とは
「ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル ALL STARS（スクスタ）」とは、「最強で最高のアイドルゲーム」をコンセプトとした 2019
年配信予定の新アプリ。μ’s、Aqours、虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会の計 27 人のスクールアイドルが登場するリズムアクシ
ョン RPG です。

▼ラブライブ！シリーズとは
ラブライブ！シリーズは 2010 年からスタートしたスクールアイドルプロジェクト。
「みんなで叶える物語」をキーワードに、楽曲、アニメ、ライブイベントなどオールメディアで展開中。

■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 ©SUNRISE
©bushiroad All Rights Reserved.
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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

http://bushiroad.com/
広報担当 ：中尾、小松

E-mail：press@bushiroad.com

TEL ： 03-4500-4852

FAX ： 03-5348-0854

URL ：

