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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」

スクフェスにてメリークリスマス＆ハッピーニューイヤー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、
「メリークリスマス＆ハッピーニューイヤーキャンペーン」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。

メリークリスマス＆ハッピーニューイヤー！
スクフェスでも様々なキャンペーンを実施致します♪

▼ホワイトクリスマス&ゆく年くる年ログインボーナス
12 月 21 日(金)から 12 月 31 日(月)までの期間、2 つの特別なログインボーナスを開催いたします！
各期間中ログインしてくださったみなさまに、特別なモーション背景やアイテムをプレゼント！
ぜひこの機会にログインしてみてくださいね♪

■モーション背景とは？
様々なシーズンやシチュエーションに応じたエフェクトのある特別な背景です。

ホーム背景に設定してお楽しみ頂けます。

■ホワイトクリスマスログインボーナス
【期間】
12/21(金)0:00 から 12/25(火)23:59 まで

【内容】
1 日目：
【背景】クリスマスの街[スノー] ※モーション背景
2 日目：
【背景】クリスマスの路上[スノー] ※モーション背景
3 日目：ラブカストーン (1 個)
4 日目：シュガーキューブ[LP50] (1 個)
5 日目：ラブカストーン (1 個)

■ゆく年くる年ログインボーナス
【期間】
12/26(水)0:00 から 12/31(月)23:59 まで

【内容】
1 日目：ラブカストーン (1 個)
2 日目：シュガーポット[LP50%] (1 個)
3 日目：ラブカストーン (1 個)
4 日目：シュガーポット[LP50%] (1 個)
5 日目：シール (1 枚)

▼『メリークリスマスセット 2018』が登場！！

クリスマスを記念して、ショップに『メリークリスマスセット 2018～μ's～』『メリークリスマスセット 2018～
Aqours～』が登場します！
12/20(木)16:00 から 12/28(金)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。

【メリークリスマスセット 2018～μ's～】
販売価格：1200 円
セット内容：
・3 連勧誘チケット (1 枚)
・ラブカストーン (9 個)
・冬の勧誘チケット 2018〜μ's〜(1 枚)
・[おまけ]ラブカストーン (3 個)
・[おまけ]SR 以上特技サポート勧誘チケット (1 枚)
・[おまけ]SR 山田博子 (1 人)
・[おまけ]SR アルパカ[白] (3 匹)
販売期間：12/20(木)16:00 から 12/28(金)23:59 まで

【メリークリスマスセット 2018～Aqours～】
販売価格：1200 円
セット内容：
・3 連勧誘チケット (1 枚)
・ラブカストーン (9 個)
・冬の勧誘チケット 2018〜Aqours〜 (1 枚)
・[おまけ]ラブカストーン (3 個)
・[おまけ]SR 以上特技サポート勧誘チケット (1 枚)
・[おまけ]SR 佐藤洋子 (1 人)
・[おまけ]SR しいたけ (3 匹)
販売期間：12/20(木)16:00 から 12/28(金)23:59 まで

【セット内容のアイテムについて】
・3 連勧誘チケット
1 枚でμ's・Aqours の特待生勧誘や限定勧誘の 3 連勧誘を実施頂けるチケットです。
※本勧誘は特待生ボーナスの対象です。

・冬の勧誘チケット 2018～μ's～
1 枚で SR 以上確定！クリスマス勧誘 2018～μ's～を実施頂けるチケットです。
12 月編、1 月編、雪山編、七福神編、クリスマス編、サーカス編、パジャマパーティ編、楽器編の部員が登場します。
※本勧誘は冬の勧誘チケット 2018～μ's～を所持している時、
μ's モードの勧誘メニューよりご利用いただけます。
※本勧誘ラインナップに今後登場する新規部員の追加予定はございません。ラインナップを更新する場合は事前に告
知をさせていただきます。
※各種 BOX 勧誘で登場した限定 UR 部員は対象外です。
※本勧誘は特待生ボーナスの対象外です。

・冬の勧誘チケット 2018～Aqours～
1 枚で SR 以上確定！クリスマス勧誘 2018～Aqours～を実施頂けるチケットです。
クリスマス編、晴れ着編、バレンタイン編、クリスマス編(Part2)、お正月編、バレンタイン編(Part2)の部員が登場
します。
※本勧誘は冬の勧誘チケット 2018～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。
※本勧誘ラインナップに今後登場する新規部員の追加予定はございません。ラインナップを更新する場合は事前に告
知をさせていただきます。
※各種 BOX 勧誘で登場した限定 UR 部員は対象外です。
※本勧誘は特待生ボーナスの対象外です。

・SR 以上特技サポート勧誘チケット
SR 以上の特技アップサポートメンバーのみが登場する
『特技アップサポートメンバー勧誘～μ's～』および『特技アップサポートメンバー勧誘～Aqours～』でご利用頂け
るチケットです。
SR 以上特技サポート勧誘チケット 1 枚につき 1 回勧誘できます。

※本勧誘は SR 以上特技サポート勧誘チケットを所持している時のみ、μ's モードおよび Aqours モードの勧誘メニ
ューよりご利用いただけます。
※本勧誘は補助チケットでご利用頂ける「特技アップサポートメンバー勧誘」とは別の勧誘となり、出現確率も異な
ります。
※登場するサポートメンバーおよび出現率につきましてはゲーム内「勧誘詳細」をご覧ください。
※本勧誘は特待生ボーナスの対象外です。

・SR 山田博子/SR 佐藤洋子
獲得した部員の特技育成におすすめです。
※SR 山田博子/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 アルパカ[白]/SR しいたけ
獲得した部員の育成におすすめです。
※SR アルパカ[白]/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】
・各セット商品は期間中おひとり様 1 回まで購入可能です。
・各セットは 12/28(金)までの期間限定販売となります。

・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『3 連勧誘チケット』、
『冬の勧誘チケット 2018～μ's～』
、『冬の勧誘チケット 2018～Aqours～』お
よび『ラブカストーン』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。

▼『クリスマス ステップアップ勧誘』が登場！！
クリスマスにちなんで、冬の衣装の部員が登場する『クリスマス ステップアップ勧誘』を実施いたします。
「クリスマス ステップアップ勧誘」は初回、2 回目、3 回目、4 回目以降で必要なラブカストーン等の内容が変化す
るお得な 11 連勧誘です。
2 回目にはなんとモーション背景のおまけ付き！
開催日程と詳しい内容は以下の通りです。

■クリスマス ステップアップ勧誘～μ's～

【期間】
12/20(木)16:00 から 12/28(金)23:59 まで

【内容】
初回：必要なラブカストーン 30 個、さらに SR 以上 1 枚以上確定！
2 回目：必要なラブカストーン 40 個、さらに SR 以上 1 枚以上確定！おまけで【背景】クリスマスの街[雪の結晶]
プレゼント！
3 回目：必要なラブカストーン 40 個、さらに SSR 以上 1 枚以上確定！おまけで SR 山田博子 2 人プレゼント！
4 回目以降：必要なラブカストーン 50 個、さらに SR 以上 1 枚以上確定！

【勧誘可能なテーマ一覧】
◆UR
12 月編 , 星座編 , 雪山編 , 七福神編 , 舞踏会編 , クリスマス編
パジャマパーティ編 , クレヨン編 , 楽器編 , 宇宙編

◆SSR

パジャマパーティ編 , クレヨン編 , 楽器編 , 宇宙編

◆SR
12 月編 , 星座編 , 雪山編 , 七福神編 , 舞踏会編 , クリスマス編
パジャマパーティ編 , クレヨン編 , 楽器編 , 宇宙編

◆R
μ's 特待生勧誘に登場する部員

■クリスマス ステップアップ勧誘～Aqours～

【期間】
12/20(木)16:00 から 12/28(金)23:59 まで

【内容】
初回：必要なラブカストーン 30 個、さらに SR 以上 1 枚以上確定！
2 回目：必要なラブカストーン 40 個、さらに SR 以上 1 枚以上確定！おまけで【背景】クリスマスの路上[雪の結晶]
プレゼント！
3 回目：必要なラブカストーン 40 個、さらに SSR 以上 1 枚以上確定！おまけで SR 佐藤洋子 2 人プレゼント！
4 回目以降：必要なラブカストーン 50 個、さらに SR 以上 1 枚以上確定！

【勧誘可能なテーマ一覧】
◆UR , SSR , SR
ハロウィン編 , チアガール編 , クリスマス編 , 晴れ着編
バレンタイン編 , 天使編 , ハロウィン編(Part2)
クリスマス編(Part2) , お正月編 , ブレーメンの音楽隊編

◆R
Aqours 特待生勧誘に登場する部員

【注意事項】

・
「クリスマス ステップアップ勧誘～μ's～」
「クリスマス ステップアップ勧誘～Aqours～」ではイベント先行配信
の部員は登場しません。
・各種勧誘に登場しないμ's 部員についてはゲーム内をご覧ください。
・各種勧誘に登場しない Aqours 部員についてはゲーム内をご覧ください。
・各ステップのレアリティ抽選確率については開催中に勧誘詳細をご覧ください。
・登場する部員及び出現率は開催中に勧誘詳細をご覧ください。
・
「クリスマス ステップアップ勧誘～μ's～」
「クリスマス ステップアップ勧誘～Aqours～」は特待生ボーナスの対
象となります。
・
「クリスマス ステップアップ勧誘～μ's～」
「クリスマス ステップアップ勧誘～Aqours～」では勧誘チケットおよ
び 3 連勧誘チケット、11 連勧誘チケットはご利用頂けません。
・
「クリスマス ステップアップ勧誘～μ's～」
「クリスマス ステップアップ勧誘～Aqours～」で獲得可能なおまけの
モーション背景は、本キャンペーンのログインボーナスで獲得可能なモーション背景とは別のアイテムです。

▼ログインボーナス UR 復刻！
過去にログインボーナスとして配信された UR 部員をシール SHOP にて再配信いたします！
期間限定なので、ぜひこの機会にゲットしてみてくださいね♪

【期間】
2018/12/21(金)0:00 から 2019/1/5(土)23:59 まで

【対象部員】
【クリスマスの夜】UR 西木野真姫(スマイル)
【ことり式雪だるま】UR 南ことり(ピュア)
【スノーステージ】UR 渡辺 曜(ピュア)
※交換に関する詳細は期間中にゲーム内のシール SHOP 一覧よりご確認ください。
※既に対象部員を手に入れている方でも新たに入手することができます。

▼難易度 EXPERT のスイングアイコン楽曲を期間限定配信！
期間中、特別楽曲として難易度 EXPERT のスイングアイコン楽曲が配信されます！
難易度 MASTER への挑戦が難しかった方にもオススメ！ぜひ挑戦してみてください♪

【配信期間】
2018/12/20(木)16:00 から 2019/1/5(土)14:59 まで

【配信楽曲】
Snow halation

勇気はどこに？君の胸に！
※難易度は EXPERT となります。

▼期間限定課題追加！
期間限定課題をクリアすると SR アルパカ[白]や SR しいたけなどが入手できます！

EX スイング・チャレンジ！
2018/12/20(木)16:00 から 2019/1/5(土)14:59 まで

【課題内容】
難易度 EXPERT のスイングアイコン楽曲を特定条件でクリアすることで達成できる課題です。
※詳細は課題出現期間にゲーム内でご確認ください。
※対象曲である「Snow halation」「勇気はどこに？君の胸に！」を通常楽曲で解禁済の場合、
「課題に挑戦する」ボ
タンを押すと「通常楽曲」へ遷移する仕様となっております。本課題に挑戦の際は、ライブ ＞ 特別楽曲から楽曲の
プレイをお願いします。

期間限定楽曲課題
2018/12/21(金)0:00 から 12/30(日)23:59 まで

【課題内容】
指定のライブを特定条件でクリアすることで達成できる課題です。
※詳細は課題出現期間にゲーム内でご確認ください。
※期間限定課題の一部に「課題に挑戦する」ボタンから遷移することができない課題があります。

▼『みんなでワイワイ全世界同時チャレンジ』公約実行！
先日見事に達成した『みんなでワイワイ全世界同時チャレンジ』の公約の一部を実行します！

■全世界同時チャレンジ達成記念勧誘

成功を記念して『全世界同時チャレンジ達成記念勧誘』を開催します！
期間中、μ's・Aqours の各モードで、1 回勧誘を 1 日 1 回無料で実施できます♪

最大 6 日間無料で勧誘できるチャンス！お見逃しなく♪

【期間】
12/26(水)0:00 から 12/31(月)23:59 まで

【内容】
μ's・Aqours の各モードで、1 日 1 回ずつ、最大 6 日間無料で勧誘を行えます。

[μ's モードの登場部員]
2013/4/15 から 2018/11/25 までに特待生勧誘に登場した部員
[Aqours モードの登場部員]
2016/7/5 から 2018/12/15 までに特待生勧誘に登場した部員

【注意事項】
・
「全世界同時チャレンジ達成記念勧誘～μ's～」
「全世界同時チャレンジ達成記念勧誘～Aqours～」は 1 回勧誘のみ
となります。
・
「全世界同時チャレンジ達成記念勧誘～μ's～」
「全世界同時チャレンジ達成記念勧誘～Aqours～」は特待生ボーナ
スの対象外です。
・登場する部員及び出現率は開催中に勧誘詳細をご覧ください。
・
「全世界同時チャレンジ達成記念勧誘～μ's～」
「全世界同時チャレンジ達成記念勧誘～Aqours～」では勧誘チケッ
トおよび 3 連勧誘チケット、11 連勧誘チケット、ラブカストーンはご利用いただけません。

■1 日限定 EXP10 倍！

1 日限定で期間中、ライブの獲得 EXP が 10 倍になります♪
この機会にライブでたくさん遊びましょう！

【期間】
12/23(日) 0:00 から 23:59 まで
※期間中、通常楽曲・特別楽曲で配信されている全ての楽曲が対象です。

■練習 SUPER SUCCESS・ULTRA SUCCESS 確率 2 倍！

期間中、部員練習時の SUPER SUCCESS、ULTRA SUCCESS 確率が 2 倍になります♪
期間限定課題などで獲得したサポート部員で部員を育てるチャンス！お見逃しなく！

【期間】
2018/12/20(木) 16:00 から 2019/1/5(土) 14:59 まで

■新タップ音追加！

1 月上旬より新しいタップ音を追加！
獲得方法に関しては改めてお知らせいたします。

■スペシャルスタンプ追加！

1 月上旬に追加する予定です。
どんなスタンプになるのかお楽しみに！

■その他の追加公約について
・期間限定ライブクリア時の獲得絆 pt 2 倍！
・期間限定ライブクリア時の獲得 G 5 倍！
・部員上限数の最大値の増加！
・部員所持枠 100 人分プレゼント！
・一部通常楽曲を特別楽曲として期間限定配信
・期間限定μ's・Aqours の SR 以上確定無料勧誘！
・Aqours メンバー9 人の描き下ろし SR 覚醒済部員プレゼント！

上記の追加公約については実施時期が決まり次第、お知らせにてご案内いたします。
改めましてチャレンジ達成、おめでとうございます！

▼祝第 69 回 NHK 紅白歌合戦出場 特別ログインボーナス♪
Aqours の第 69 回 NHK 紅白歌合戦出場を記念した特別なログインボーナスを開催します！
Aqours の晴れ舞台を、一緒に楽しみましょう！

【期間】
12/31(月)0:00 から 23:59 まで

【内容】
ラブカストーン (1 個)

年末年始期間はキャンペーンが盛りだくさん！
ほかにお正月期間も楽しいキャンペーンが目白押しなので、ぜひご期待ください♪

これからも、「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 期が放送されました。11 月 17 日、18 日には東京ドームにて『ラブライブ！
サンシャイン!!Aqours 4th LoveLive! ～Sailing to the Sunshine～』が開催され、2019 年 1 月 4 日より完全新
作劇場版が公開されます。
(ラブライブ！シリーズ公式ホームページ: 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
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※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/

