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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」

スクフェスにてウィンタ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、ウィンタ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。

1/11(金)0:00 より、『スクフェスウインターキャンペーン』としてログインボーナスや期間限定の課題配
信などを実施いたします！

▼特別ログインボーナス！
1/11(金)から 1/19(土)までと 1/20(日)から 1/31(木)までの期間にわたり、特別ログインボーナスを実施
いたします！先日お伝えした通り、「ラブライブ！サンシャイン!!Aqours」JOYSOUND サポーターキャ
ンペーンにおいて、課題曲の累計歌唱回数が 9 万回を達成したことを受け、期間中 9 日間ずつログインして
くださった皆さんに、JOYSOUND コラボ部員交換チケットやラブカストーンなどをプレゼント♪
ぜひこの機会にログインしてみてくださいね♪

■スクフェスウインターキャンペーン 2019 第 1 弾！
【期間】
1/11(金)0:00 から 1/19(土)23:59 まで

【内容】
1 日目：JOYSOUND コラボ部員交換チケット (1 枚)
2 日目：ラブカストーン (1 個)
3 日目：シュガーキューブ[LP50] (1 個)
4 日目：ラブカストーン (1 個)
5 日目：JOYSOUND コラボ部員交換チケット (1 枚)
6 日目：シュガーキューブ[LP50] (1 個)
7 日目：ラブカストーン (1 個)
8 日目：シュガーキューブ[LP50] (1 個)
9 日目：ラブカストーン (1 個)

■スクフェスウインターキャンペーン 2019 第 2 弾！
【期間】
1/20(日)0:00 から 1/31(木)23:59 まで

【内容】
1 日目：ラブカストーン (1 個)
2 日目：シュガーキューブ[LP50] (1 個)
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：JOYSOUND コラボ部員交換チケット (1 枚)
6 日目：シュガーキューブ[LP50] (1 個)
7 日目：ラブカストーン (1 個)
8 日目：シュガーキューブ[LP50] (1 個)
9 日目：JOYSOUND コラボ部員交換チケット (1 枚)

【JOYSOUND コラボ部員交換チケットで交換可能な部員について】
(通常)浦の星女学院制服(JOYSOUND サポーターver.)

(覚醒)JOYSOUND コラボ衣装

▼ウインターキャンペーン♪2019 課題追加！
たくさんライブを遊んで JOYSOUND コラボ部員交換チケットをゲット！

指定回数のライブをクリアすることで順番に解禁される課題を達成すると、JOYSOUND コラボ部員交換チ
ケットをゲットすることができます。
ぜひ挑戦してみてくださいね！

期間：1/11(金)0:00 から 1/31(木)23:59 まで
※詳細は課題出現期間にゲーム内でご確認ください。

また、1/11(金)0:00 から 1/31(木)23:59 までの期間中、シール SHOP でも JOYSOUND コラボ部員交
換チケットを手に入れることができます。
※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

※本キャンペーンでは JOYSOUND コラボ衣装に身を包んだ Aqours の SR 部員(未覚醒)と交換可能な
『JOYSOUND コラボ部員交換チケット』を入手することができます(プレゼントボックスから受け取る際
に交換したい部員を選択することができます)
※期間中に獲得可能な「JOYSOUND コラボ部員交換チケット」は以下の通り合計 11 枚入手することがで
きます
ログインボーナス 4 枚
課題 5 枚
シール SHOP 2 枚
※JOYSOUND コラボ衣装部員は転部・練習相手とした際にシールを獲得できません
※JOYSOUND コラボ衣装部員のパラメータおよび特技の効果値等は勧誘で獲得可能な同レアリティの部員
と異なります
※JOYSOUND コラボ衣装部員は各種勧誘への追加予定はございません

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絶賛公開中です。
(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
■プレイ料金：アイテム課金制

【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

■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!!
©201901 XING INC. ©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。

【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/

