報道者各位
2018 年 10 月 22 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」

スクフェスにて『虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』デビューアルバム
「TOKIMEKI Runners」発売記念キャンペーン開催のお知らせ
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) において、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」発売を記念したキャンペーンの開催をお知らせいたします。是
非貴社の媒体にてお取り扱い頂きますよう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」が 11 月 21 日(水)に発売
されます！
これを記念して、スクフェスでは様々なキャンペーンを実施いたします！

▼デビューアルバム発売記念ログインボーナス実施！！
11/12(月)から 11/20(火)までの間、デビューアルバム発売記念のカウントダウンログインボーナスを実施
いたします！
さらに、11/21(水)発売当日にもログインボーナスを実施！各日 1 日 1 個、ラブカストーンをプレゼントい
たします！

ぜひ、スクフェスにログインしてくださいね♪
詳しい内容は以下の通りです。

【カウントダウンログインボーナス】
期間：11/12(月)0:00 から 11/20(火)23:59 まで
内容：毎日ラブカストーン 1 個をプレゼント
※全期間ログインすることで、ラブカストーン 9 個を手に入れることができます。

【発売当日ログインボーナス】
期間：11/21(水)0:00 から 23:59 まで
内容：ラブカストーン 1 個をプレゼント

▼デビューアルバム発売記念特別ストーリー『届けたい、デビューソング』配信決定！！
デビューアルバム発売を記念して、虹ヶ咲メンバーの特別ストーリー『届けたい、デビューソング』をスクフェ
ス内で配信いたします。
特定の日時以降にログインするだけで、ストーリーを読めるようになります！3 人ずつのストーリーを 3 回に
分けて配信予定です！
虹ヶ咲メンバーのソロ楽曲への思いを是非チェックしてくださいね♪♪

■ストーリー1(歩夢×かすみ×しずく)：10/31(水)16:00 配信開始

■ストーリー2(果林×愛×彼方)：11/20(火)16:00 配信開始

■ストーリー3(せつ菜×エマ×璃奈)：12/31(月)16:00 配信開始

※「 ホーム画面＞ストーリー＞その他のストーリー 」からストーリーを閲覧できます。
※μ's モード、Aqours モードどちらでも閲覧できます。
※各ストーリーの配信開始日は変更となる場合がございます。

▼『虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』デビューアルバムの収録曲配信決定！！さら
に限定課題等も登場！！
デビューアルバム発売を記念して、デビューアルバムに収録されている虹ヶ咲メンバーのソロ楽曲を特別
に先行配信いたします！

詳しい配信スケジュールは以下の通りです。

【各ソロ楽曲特別先行配信スケジュール】

■配信期間：10/31(水)16:00 から
配信楽曲：夢への一歩 / 歌：上原歩夢（CV.大西亜玖璃)

■配信期間：11/5(月)16:00 から
配信楽曲：ダイアモンド / 歌：中須かすみ（CV.相良茉優）

■配信期間：11/15(木)16:00 から
配信楽曲：あなたの理想のヒロイン / 歌：桜坂しずく（CV.前田佳織里）

■配信期間：11/20(火)16:00 から
配信楽曲：Starlight / 歌：朝香果林（CV.久保田未夢）

■配信期間：11/30(金)16:00 から
配信楽曲：めっちゃ Going!! / 歌：宮下 愛（CV.村上奈津実）

■配信期間：12/5(水)16:00 から
配信楽曲：眠れる森に行きたいな / 歌：近江彼方（CV.鬼頭明里）

■配信期間：12/31(月)16:00 から
配信楽曲：CHASE! / 歌：優木せつ菜（CV.楠木ともり）

■配信期間：2019/1/5(土)16:00 から
配信楽曲：Evergreen / 歌：エマ・ヴェルデ（CV.指出毬亜）

■配信期間：2019/1/15(火)16:00 から
配信楽曲：ドキピポ☆エモーション / 歌：天王寺璃奈（CV.田中ちえ美）

※各楽曲の難易度はそれぞれ EASY/NORMAL/HARD/EXPERT となります。
※各楽曲の配信期間は変更となる場合がございます。
※虹ヶ咲の楽曲はμ’s と Aqours どちらのモードからでもプレイ可能です。
※両モードともに同じ楽曲としての扱いになります。
※両モードの楽曲をプレイした場合でも、以下のプレイ状況は共通となります。
・プロフィールカウント
・楽曲目標
・初回クリア報酬

【期間限定課題が登場！】
上記楽曲配信期間中には、メンバーごとの課題もあわせて解放します。
課題をクリアすると過去に配信した虹ヶ咲メンバーの SR 部員をゲットできます！

【虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会メンバーの SR 部員復刻！！】
デビューアルバム発売を記念して、過去ログインボーナスで配布した虹ヶ咲メンバーの SR 部員を「課題」
と「シール SHOP」にて復刻いたします！
期間限定となりますので、お見逃しなく！

【復刻対象の虹ヶ咲メンバーの SR 部員】
SR 上原歩夢
SR 中須かすみ
SR 桜坂しずく
SR 朝香果林

SR 宮下 愛
SR 近江彼方
SR 優木せつ菜
SR エマ・ヴェルデ
SR 天王寺璃奈
※詳しい獲得方法は以下の通りです。

【シール SHOP 配信】
上記楽曲配信開始日以降、、シール SHOP に追加いたします。
※交換に関する詳細はゲーム内のシール SHOP 一覧よりご確認ください

※虹ヶ咲のソロ楽曲配信につきましては、本お知らせ内の配信スケジュールをご覧ください。

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
「ラブライブ！」プロジェクトの新シリーズ。静岡県沼津市の海辺の町、内浦にある私立浦の星女学院という
駿河湾のかたすみにある小さな高校に通う、μ's に憧れる 2 年生の高海千歌を中心とした 9 人の少女た
ちで結成したスクールアイドルグループ「Aqours」の活躍を描いています。
2015 年 2 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。2016 年 7 月より TV アニメ 1 期、2017 年 10 月より TV アニメ 2 期を放送し、
放送終了と同時に完全新作劇場版の制作を発表。「ラブライブ！サンシャイン!!The School Idol Movie

Over the Rainbow」として、2019 年 1 月 4 日より劇場公開いたします。また、ライブイベントも国内外で精
力的に行っており、2018 年 11 月には東京ドーム 2DAYS でのワンマンライブが決定しています。
(ラブライブ！公式ホームページ: http://www.lovelive-anime.jp/)
◆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公式ホームページ：http://www.lovelive-anime.jp/nijigasaki/）

◆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/
■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 ©SUNRISE ©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

