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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」

６周年特設サイト開設＆
Shadowverse × スクフェス スペシャルコラボ決定のお知らせ
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、６周年特設サイトの開設、及び Shadowverse×スクフェス スペシャルコラボの決定を
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。

みなさまの応援のおかげで、スクフェスは今年で 6 周年！
これを記念して、スクフェス 6 周年特設サイトを開設いたしました！
⇒(https://lovelive-sif.bushimo.jp/6thproject/)
期間中、スクフェスでは「みんなで遊ぼう！」をコンセプトにさまざまなキャ
ンペーンを開催いたします。
6 周年を迎え、さらに盛り上がるスクフェスをぜひお楽しみください♪

【スクフェス６周年記念キャンペーン 第一弾】
１）Shadowverse × スクフェス スペシャルコラボ！
２）6 周年前夜祭ログインボーナス
３）μ's と Aqours の 6 周年記念衣装の UR 部員登場
４）μ's「僕たちはひとつの光」、Aqours「WATER BLUE NEW WORLD」衣装の UR 部
員再登場
５）MASTER 楽曲再配信！ ＆ 消費 LP 減・獲得 EXP 増
６）

『スクフェス 6 周年前夜祭セット』登場

キャンペーン第二弾の発表は３月末を予定していますのでお楽しみに♪

１）

Shadowverse × スクフェス スペシャルコラボ

本格スマホ e スポーツ『Shadowverse』と『スクフェス』、初のスペシャルコラボ
2019 年夏より実施決定！
コラボでは、それぞれのゲーム内にて特別なコラボイベントが実施されるほか、
Shadowverse の世界観をイメージした、Aqours による新規コラボ楽曲を制作決定！

さらに、ゲーム内コラボに先駆け、コラボキャンペーンの応援担当を決める
「Shadowverse × スクフェス スペシャルコラボキャンペーンガール決定戦」を開催！

見事キャンペーンガールに選ばれたメンバーは、キャンペーンに関係する様々なプロモーショ
ンにて活躍するほか、コラボ楽曲のメインボーカルに！楽曲は、Aqours 4th シングルにカッ
プリング楽曲として収録されます！

今回のコラボにぴったりのメンバーを選んで、ぜひ投票してくださいね！

■Shadowverse × スクフェス スペシャルコラボキャンペーンガール決定戦

【投票期間】
3/18（月）12:00～４/４（木）23:59

【中間発表】
3 月末予定

【結果発表】
5 月予定

【キャンペーンガール副賞】
・コラボに関連する様々なプロモーションを担当
・コラボ楽曲のメインボーカルを担当
・スクフェスで新規描き下ろしイラストを製作
■Shadowverse 公式サイト
https://shadowverse.jp/

スクフェス６周年キャンペーンでは投票施策第二弾も予定しています！お楽しみに！

２）

スクフェス 6 周年前夜祭ログインボーナス

3/21(木)から 4/5(金)までの期間、特別なログインボーナスを開催いたします。
期間中ログインしてくださったみなさまに、ラブカストーンや新アイテム

イベントストーリ

ー解放キーやお守りをプレゼント！
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 6 周年前夜祭ログインボーナス 第一弾
【期間】
3/21(木)0:00 から 3/26(火)23:59 まで

【内容】
1 日目：ラブカストーン (1 個)、【6 周年記念】EXP アップのお守り (1 個)
2 日目：ラブカストーン (1 個)
3 日目：イベントストーリー解放キー (1 個)
4 日目：ラブカストーン (1 個)、【6 周年記念】EXP アップのお守り (1 個)
5 日目：ラブカストーン (1 個)
6 日目：ラブカストーン (1 個)、【6 周年記念】EXP アップのお守り (1 個)

スクフェス 6 周年前夜祭ログインボーナス 第二弾
【期間】
3/27(水)0:00 から 4/1(月)23:59 まで

【内容】
1 日目：ラブカストーン (1 個)、【6 周年記念】絆 Pt アップのお守り (1 個)
2 日目：ラブカストーン (1 個)
3 日目：イベントストーリー解放キー (1 個)
4 日目：ラブカストーン (1 個)、【6 周年記念】絆 Pt アップのお守り (1 個)
5 日目：ラブカストーン (1 個)
6 日目：ラブカストーン (1 個)、【6 周年記念】絆 Pt アップのお守り (1 個)

スクフェス 6 周年前夜祭ログインボーナス 第三弾
【期間】
4/1(月)0:00 から 4/5(金)23:59 まで

【内容】
1 日目：ラブカストーン (1 個)、【6 周年記念】G アップのお守り (1 個)
2 日目：ラブカストーン (1 個)
3 日目：ラブカストーン (1 個)、【6 周年記念】G アップのお守り (1 個)
4 日目：ラブカストーン (1 個)
5 日目：ラブカストーン (1 個)、【6 周年記念】G アップのお守り (1 個)

■新アイテムの詳細
【イベントストーリー解放キー】
過去に配信した未解放のイベントストーリーを解放できるアイテムです。
イベントストーリー解放キーを 1 個使用することでストーリーを 1 話解放することができま
す。

【お守り】
使用してから一定時間、特殊な効果を得られる効果アイテムです。
◆【6 周年記念】EXP アップのお守り
使用してから 10 分の間だけ獲得 EXP を 25%アップさせる

◆【6 周年記念】絆 Pt アップのお守り
使用してから 10 分の間だけ獲得絆 Pt を 25%アップさせる
◆【6 周年記念】G アップのお守り
使用してから 10 分の間だけ獲得 G を 25%アップさせる
効果アイテムは「アイテムリスト」の「効果アイテム」のタブから各種操作をおこなえます。
・所持している効果アイテムの個数、効果内容の確認
・効果アイテムの使用
・使用後の残り時間、回数の確認
※メンテナンス前に効果アイテムを使用した場合、メンテナンス中も特殊効果を得られる時間
が経過しますのでご注意ください。
３）

μ's と Aqours の 6 周年記念衣装の UR 部員が登場♪

スクフェス 6 周年を記念して、μ’s と Aqours の 6 周年記念衣装の UR 部員が登場いたしま
す。
3/20(水)16:00 からは Aqours1 年生が登場！
6 周年記念衣装の UR 部員は「6 周年記念！限定 BOX 勧誘」と「6 周年記念！限定ステップア
ップ勧誘」の 2 種類の勧誘にて獲得することが可能となります。

■6 周年記念！限定 BOX 勧誘■

好きなメンバーを 1 人選択し、勧誘することができます。
UR が抽選された場合、選んだメンバーの 6 周年記念衣装が確定となります♪
※選択できるメンバーは期間ごとに変わります。

【期間】
3/20（水）16:00 から 3/31（日）14:59 まで

【内容】
1BOX で最大 100 枚の部員の獲得が可能な勧誘です。
BOX はいつでもリセットでき、リセット後は再び最大枚数である 100 枚の状態から勧誘を実
施できます。
また、BOX の中身を 0 にすると BOX は自動的に「リセット」されます。
リセットは 2 回まで、最大 3 セットの BOX 勧誘を実施できます。

【勧誘可能な部員(全 100 枚)】
・選択 UR：1 枚
※メンバー一覧から 1 人選択し、勧誘することができます。
※選んだメンバーの 6 周年記念衣装の UR 部員(覚醒前)が確定で登場します。
※勧誘する前であれば選び直しができます。1 回でも勧誘すると選び直しはできません。

・SSR：4 枚
・SR：15 枚
・R：80 枚
各レアリティに対応する登場メンバーがランダムで登場します。

※注意事項等の詳細はゲーム内のお知らせや開催時にゲーム内の勧誘詳細でご確認ください。

■6 周年記念！限定ステップアップ勧誘■

「6 周年記念！限定ステップアップ勧誘」は 2 回目以降から UR 排出確率がアップ！
3 回目の勧誘をおこなうと 4 回目は無料で勧誘がおこなえます。
また、6 周年記念衣装の UR 部員は出現率がアップします♪
※詳細は開催中に勧誘詳細をご覧ください。

【期間】
3/20（水）16:00 から 3/31（日）14:59 まで

【ステップアップ内容】
◆初回
ラブカストーン 50 個で SR 以上 1 枚以上確定！
おまけ：SR 佐藤洋子 (1 人)、SR しいたけ (3 匹)

◆2 回目
ラブカストーン 50 個で SR 以上 1 枚以上確定！
UR 排出確率が 2 倍！※初回比

◆3 回目
ラブカストーン 50 個で SR 以上 1 枚以上確定！
UR 排出確率が 3 倍！※初回比

◆4 回目
ラブカストーンなしで勧誘がおこなえます。SR 以上 1 枚以上確定！

UR 排出確率が 3 倍！※初回比
※4 回目の勧誘を行った後のみ、初回の状態に戻ります。

【注意事項】
・6 周年記念衣装の UR 部員は覚醒前の状態で排出されます。
・その他詳細は開催時のお知らせやゲーム内の勧誘詳細でご確認ください。

４）

μ's「僕たちはひとつの光」、Aqours「WATER BLUE NEW WORLD」衣装の UR

部員が再登場♪

スクフェス 6 周年を記念して、μ's「僕たちはひとつの光」、Aqours「WATER BLUE NEW
WORLD」衣装に覚醒できる UR 部員が再登場します！
3/20(水)16:00 からは Aqours1 年生が登場！
再登場の UR 部員は「Anniversary 復刻勧誘」にて取得することが可能となります。

■Anniversary 復刻勧誘■
「Anniversary 復刻勧誘」は 2 回目以降から UR 排出確率がアップ！
3 回目の勧誘をおこなうと 4 回目は無料で勧誘がおこなえます。
「WATER BLUE NEW WORLD」衣装に覚醒できる UR 部員は出現率がアップします。
さらに、期間ごとに特定のメンバーの出現率アップも♪
※詳細は開催中に勧誘詳細をご覧ください。

【期間】
3/20（水）16:00 から 3/31（日）14:59 まで：Aqours1 年生メンバー

【ステップアップ内容】

◆初回
ラブカストーン 50 個で SR 以上 1 枚以上確定！

おまけ：SR 佐藤洋子 (1 人)、SR しいたけ (3 匹)

◆2 回目
ラブカストーン 50 個で SR 以上 1 枚以上確定！
UR 排出確率が 2 倍！※初回比

◆3 回目
ラブカストーン 50 個で SR 以上 1 枚以上確定！
UR 排出確率が 3 倍！※初回比

◆4 回目
ラブカストーンなしで勧誘がおこなえます。SR 以上 1 枚以上確定！
UR 排出確率が 3 倍！※初回比
※4 回目の勧誘を行った後のみ、初回の状態に戻ります。

【注意事項】
・「WATER BLUE NEW WORLD」衣装に覚醒できる UR 部員は覚醒前の状態で排出されま
す。
・その他詳細は開催時のお知らせやゲーム内の勧誘詳細でご確認ください。

５）

MASTER 楽曲再配信！ ＆ 消費 LP 減・獲得 EXP 増！

3/20(水)16:00 より、μ's モードにおいて MASTER 楽曲が特別楽曲として再配信されます！
さらに 3/31(日)16:00 から 4/5(金)14:59 までの期間、ライブ消費 LP が減少 & ライブ獲
得 EXP が 1.5 倍に！

この機会にライブをお楽しみください♪

【MASTER 楽曲 再配信】
3/20(水)16:00 から 3/26(火)23:59 まで配信される楽曲

・COLORFUL VOICE
・KiRa-KiRa Sensation!
・Daring!!
・Happy maker!
・孤独な Heaven
・嵐のなかの恋だから
3/25(月)からは、毎週月曜日から日曜日までの 1 週間、6 曲ずつ再配信を予定しています！
どの曲が配信されるかお楽しみに！
【消費 LP 変更】
期間中、以下の通り消費 LP を変更いたします。
EASY：5 → 4
NORMAL：10 → 8
HARD：15 → 12
EXPERT：25 → 20
MASTER：25 → 20

６）

『スクフェス 6 周年前夜祭セット』が登場！！

ショップに『スクフェス 6 周年前夜祭セット～μ's～』『スクフェス 6 周年前夜祭セット～
Aqours～』が登場します！
3/20(水)16:00 から 3/31(日)14:59 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。

【スクフェス 6 周年前夜祭セット～μ's～】
販売価格：2000 円
セット内容：
・3 連勧誘チケット (2 枚)
・SSR 以上確定勧誘チケット〜μ's〜 (1 枚)
・ラブカストーン (10 個)
・[おまけ]ラブカストーン (5 個)
・[おまけ]SR 山田博子 (2 人)
・[おまけ]SR アルパカ[白] (3 匹)
販売期間：3/20(水)16:00 から 3/31(日)14:59 まで

【スクフェス 6 周年前夜祭セット～Aqours～】
販売価格：2000 円
セット内容：
・3 連勧誘チケット (2 枚)
・SSR 以上確定勧誘チケット〜Aqours〜 (1 枚)
・ラブカストーン (10 個)
・[おまけ]ラブカストーン (5 個)
・[おまけ]SR 佐藤洋子 (2 人)
・[おまけ]SR しいたけ (3 匹)
販売期間：3/20(水)16:00 から 3/31(日)14:59 まで

【注意事項】
・各種セット内容のアイテムについてはゲーム内のお知らせにてご確認ください
・各セット商品はそれぞれ期間中おひとり様 1 回まで購入可能です。
・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
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!!

©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。
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株式会社ブシロード
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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
広報担当 ：中尾、小松
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