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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「Aqours 4th LoveLive! ～Sailing to the
Sunshine～」開催記念キャンペーンのお知らせ
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、
「Aqours 4th LoveLive! ～Sailing to the Sunshine～」の開催記念したキャンペーンをお知
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。

11 月 17 日(土)・18 日(日)に開催される「Aqours 4th LoveLive! ～Sailing to the Sunshine
～」の開催を記念してスクフェスでは様々なキャンペーンを実施します！

【特別ログインボーナス】
11 月 8 日(木)から 11 月 16 日(金)までの 9 日間、カウントダウンログインボーナスを実施いた

します！
今回のライブを記念した特別な称号をゲットして、Aqours 4th LIVE を応援しましょう♪
さらに、ライブ当日の 11 月 17 日(土)・18 日(日)にもライブ当日ログインボーナスを実施いた
します！

■カウントダウンログインボーナス
期間：11 月 8 日(木)から 11 月 16 日(金)まで

内容
1 日目：【称号】Sailing to the Sunshine

2 日目以降：各日ラブカストーン (1 個)

■ライブ当日ログインボーナス
期間：11 月 17 日(土)から 18 日(日)まで

内容
1 日目：勧誘チケット (1 枚)、シュガーポット[LP100%] (1 個)
2 日目：勧誘チケット (1 枚)、シュガーポット[LP100%] (1 個)
※2 日間ログインすることで全てのアイテムを獲得できます。

【特別ストーリー配信！】
下記の期間にログインすると、Aqours の新規録りおろしミニストーリーを閲覧できます。
4th LIVE に臨む Aqours メンバーの姿をお見逃しなく！！

■期間：11 月 17 日(土) 0:00 から 11 月 18 日(日) 23:59 まで

■内容：ようこそ、Aqours の夢の舞台へ♪

※Aqours モードのホーム画面＞ストーリー＞その他のストーリー内の専用バナーから閲覧する
ことができます。
※本ストーリーは先行配信となります。後日再配信を行う際は別途お知らせいたします。

【おでかけプレゼント配信！】
「Aqours 4th LoveLive! ～Sailing to the Sunshine～」ライブ会場及びライブビューイング
会場周辺にて、スクフェスにログインし位置情報機能を使用すると、特別な称号がゲットでき
ます！！
また、シール SHOP でも配信いたします！
ゲットした「称号」を設定してみんなでライブを盛り上げよう♪

【獲得可能アイテム】
・【称号】Sailing to the Sunshine[TOKYO]

※ログインボーナスで貰える称号とは別の称号です。

【配布期間・場所】
・東京ドーム：11 月 17 日(土) 9:00 から 11 月 18 日(日) 23:59 まで
・ライブビューイング会場(各日上映日のみ)

1 日目上映会場：11 月 17 日(土) 9:00 から 23:59 まで
2 日目上映会場：11 月 18 日(日) 9:00 から 23:59 まで
・シール SHOP：11 月 17 日(土) 9:00 から無期限

また、ログインボーナスで配布予定の『【称号】Sailing to the Sunshine』もシール SHOP で
配信いたします！

【獲得可能アイテム】
・【称号】Sailing to the Sunshine

【配布期間】
11 月 17 日(土) 0:00 から無期限

【注意事項】
※ご使用端末の位置情報設定を ON にしてご利用ください。
※「その他 ＞ 位置情報」メニューから受け取り可能です。
※電波状況や対象エリア周辺の建物などの影響により、取得する位置情報に誤差が生じる可能
性がございます。このため対象エリア内でもプレゼントが獲得できない場合がございますの
で、予めご了承ください。獲得できなかった場合は Wi-Fi をオンにして再度お試しください。
※位置情報の取得によりお客様の現在位置をトラッキングすることはありません。
※本称号は 1 アカウントにつき 1 回まで取得可能です。

【「Aqours 4th LIVE 応援セット」登場！】

ショップに『Aqours 4th LIVE 応援セット』が登場！
11 月 16 日(金)0:00 から 11 月 19 日(月)23:59 までの期間限定販売となります！お見逃しな
く！
※ショップメニュー内のバナーより購入いただけます。

【販売セット】
Aqours 4th LIVE 応援セット
販売価格：480 円
セット内容：
・ラブカストーン (7 個)
・SR 以上確定勧誘チケット〜Aqours〜 (1 枚)
・[おまけ]ラブカストーン (3 個)
・[おまけ]SR 佐藤洋子 (1 人)
・[おまけ]SR しいたけ (2 匹)
販売期間：11 月 16 日(金)0:00 から 11 月 19 日(月)23:59 まで

【セット内容のアイテムについて】
・SR 以上確定勧誘チケット〜Aqours〜
Aqours の SR 以上の部員のみが登場する『SR 以上確定勧誘〜Aqours〜』でご利用頂けるチケッ
トです。
SR 以上確定勧誘チケット〜Aqours〜1 枚につき 1 回勧誘できます。

※2016 年 7 月以降、Aqours の特待生勧誘に登場した SR 以上の部員が対象です。
※本勧誘は SR 以上確定勧誘チケット〜Aqours〜を所持している時、Aqours モードの勧誘メニ
ューよりご利用いただけます。
※本勧誘は特待生ボーナスの対象外です。

・SR 佐藤洋子
獲得した部員の特技育成におすすめです。
※SR 佐藤洋子はユニットに加えたり覚醒したりすることはできませんが、練習相手に選択する
ことで部員の特技 Lv を上げることができます。

・SR しいたけ

獲得した部員の育成におすすめです。
※SR しいたけはユニットに加えたり覚醒したりすることはできませんが、練習や転部で力を発
揮します。

【注意事項】
・本セット商品は期間中おひとり様 1 回まで購入可能です。
・商品は各決済方法でのみご購入いただけます。ラブカストーンでの購入はできません。
・購入した『ラブカストーン』および『SR 以上確定勧誘チケット〜Aqours〜』は直接付与され
ます。おまけのアイテムはプレゼントボックスから受け取れます。
・価格は販売開始時の価格です。為替レート変動に伴い今後変更となる可能性もありますので
ご了承ください。

今後とも「ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル」をどうぞ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…

「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/)
■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

広報担当 ：中尾、小松

URL：http://bushiroad.com/

