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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」

「スクフェスは遊びじゃない！」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、
「スクフェスは遊びじゃない！」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。

3/15(金)16:00 より函館のスクールアイドル Saint Snow にフィーチャーした「スクフェス
は遊びじゃない！」キャンペーンとしてログインボーナスや課題配信などを実施いたします♪

Saint Snow 新規 SSR 部員配信！

※画像は覚醒済みです。キャンペーンで貰えるのは覚醒前の状態です。

「スクフェスは遊びじゃない！」キャンペーンとして、『Awaken the power』衣装の
Saint Snow 新規 SSR 部員を配信いたします！
Saint Snow は「ラブライブ！サンシャイン!!」に登場する Aqours のライバルで、函館のス
クールアイドルです。
本キャンペーン中に獲得可能な「Saint Snow SSR 部員交換チケット」より手に入れること
ができます。お見逃しなく！
詳細は以下の通りです。

■交換可能部員■
【11 人の雪の結晶】SSR 鹿角理亞
【私たちの本気】SSR 鹿角聖良

■獲得場所■
・「スクフェスは遊びじゃない！」キャンペーンログインボーナス 5 日目 (1 枚)
期間：3/16(土)0:00 から 3/31(日)23:59 まで

・「スクフェスは遊びじゃない！」キャンペーン限定課題 (1 枚)
期間：3/15(金)16:00 から 3/31(日)14:59 まで

・3/20 開催予定のイベント pt 達成報酬 (1 枚)
期間：3/20(水)16:00 から 3/31(日)14:59 まで

※イベントの詳細は後日お知らせいたします。
※「Saint Snow SSR 部員交換チケット」は獲得後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。
※Saint Snow SSR 部員は以下の通り、通常の部員と異なる点がございます。
・転部および練習相手とした際にシールを獲得できません。
・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。
・各種勧誘への追加予定はございません。

限定ログインボーナス実施！

キャンペーン開催記念のログインボーナスでは、Saint Snow 二人が活躍する舞台・函館の名
所「金森赤レンガ倉庫」のホーム背景をゲットできます！ぜひゲットしてくださいね♪

■期間■
3/16(土)0:00 から 3/31(日)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: 【背景】金森赤レンガ倉庫 [昼]
4 日目: ラブカストーン (1 個)
5 日目: Saint Snow SSR 部員交換チケット (1 枚)
※5 日間ログインした場合のみ、すべてのアイテムが手に入ります。

Saint Snow のスタンプが登場！！

3/20(水)16:00 より開催予定のイベント報酬に「Saint Snow のスタンプ」が登場します！
この理亞ちゃんと聖良ちゃんの新規スタンプボイスはもちろん録りおろしです！ぜひゲットし
て使ってみてくださいね♪
さらに、『Awaken the power』衣装の Saint Snow 新規 SSR 部員と交換可能な「Saint
Snow SSR 部員交換チケット」も同イベント報酬に追加予定ですのでお楽しみに！
※詳細は開催期間中にゲーム内もしくは事前告知にてご確認ください。

劇場版挿入歌シングル曲を期間限定配信！

絶賛公開中の劇場版「ラブライブ！サンシャイン!!The School Idol Movie Over the
Rainbow」挿入歌の『Believe again』と劇場版インスパイアソングの『Over The Next
Rainbow』を期間限定配信いたします！

『Believe again』
歌：Saint Snow
特別楽曲配信: 3/15(金)16:00 から 5/15(水)14:59 まで

『Over The Next Rainbow』
歌：Saint Aqours Snow
イベント先行配信: 3/20(水)16:00 から 3/31(日)14:59 まで
特別楽曲配信: 3/31(日)16:00 から 5/31(金)14:59 まで

※各楽曲難易度は EASY/NORMAL/HARD/EXPERT です

Saint Snow の称号がついに登場！＆Saint Snow 部員の再配信！

「スクフェスは遊びじゃない！」キャンペーンを記念して、Saint Snow の称号がついに登
場！
また、過去に配信した Saint Snow 部員も再配信！以前取り逃した方はぜひチェックしてみて
くださいね♪
特定の課題をクリア、またはシール SHOP で入手できます。
※Saint Snow 新規称号は課題のみの配信です。

【課題その①】

■期間■
3/15(金)16:00 から 3/31(日)14:59 まで

■内容■
指定のライブをクリアすることで達成できる課題です。
すべての課題をクリアすることで以下の部員と交換チケットを入手することができます。
・R 鹿角理亞
・R 鹿角聖良
・【進化するために】SR 鹿角理亞
・【私達だけが出来ること】SR 鹿角聖良
・Saint Snow SSR 部員交換チケット

【課題その②】
■期間■
3/15(金)16:00 から無期限

■内容■
指定のライブをクリアすることで達成できる課題です。
課題をクリアすることで【称号】Saint Snow を入手することができます。

また、課題をクリアするために必要な楽曲を、期間限定で特別楽曲にて配信いたします！
ぜひ挑戦してみてくださいね♪

【特別楽曲配信】
■期間■
3/15(金)16:00 から 3/31(日)14:59 まで

■楽曲■
『SELF CONTROL!!』
『CRASH MIND』
『DROPOUT!?』
『Awaken the power』
※難易度は EASY/NORMAL/HARD/EXPERT となります。

※『SELF CONTROL!!』『CRASH MIND』『DROPOUT!?』は『HAKODATE UNIT
CARNIVAL BD・DVD 発売記念』として過去特別楽曲に追加した楽曲です。
プロフィールカウントはされません。
初回クリア報酬はありません。
楽曲目標は過去のプレイ状況が引き継がれます。
※『Awaken the power』は過去先行配信として特別楽曲で配信した楽曲で、以下のプレイ
状況は引き継がれます。
プロフィールカウント
楽曲目標
初回クリア報酬

【シール SHOP 配信】
■期間■
3/15(金)16:00 から 3/31(日)23:59 まで

■内容■
【燃える心】SR 鹿角理亞
【ライバルとして】SR 鹿角聖良
※詳細は開催期間中にゲーム内でご確認ください。

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！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 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。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
■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：03-5348-0852 FAX：03-5348-0854

URL：http://bushiroad.com/

広報担当 ：中尾、小松

