報道関係各位
2016 年 12 月 15 日
株式会社ブシロード

★PRESS RELEASE★

ブシモ『ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル』

スクフェス全国大会 2017
オンライン予選開始のお知らせ
株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）は、KLab 株式会社（本社：
東京都港区、代表取締役社長：真田哲弥）と共同開発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)が、12 月 15 日(木)より「スクフェス全国大会 2017
オンライン予選」を開始いたしますことをお知らせします。

スクフェス全国大会 2017 の予選概要
指定のユニットで課題曲を最大 10 回プレイできます。参加期間中の最大スコアを応募いただくこ

とで、二次予選への進出者を決定いたします。
・参加期間：2016 年 12 月 15 日(木)16:00 ～ 2017 年 1 月 15 日(日)15:00
・応募期間：2017 年 1 月 15 日(日)16:00 ～ 2017 年 1 月 20 日(金)15:00
・課題曲：「青空 Jumping Heart」
・難易度：EASY、NORMAL、HARD、EXPERT の 4 種から自由選択
・ユニット：予選用ユニット(アルバム No.928〜936)
※変更不可。お手持ちのユニットはご使用頂けません。

・参加特典：スクフェス内で使用できる限定の称号
⇒参加期間中、一度でも課題曲に挑戦すると獲得することができます。

・予選通過者発表：2017 年 1 月 30 日(月)12:00 頃予定
【注意事項】
1. オンライン予選用の楽曲となりますので、
通常プレイ楽曲「青空 Jumping Heart」とは一部仕様が異なります。
譜面の変更はございません。

2. カットインやエフェクトの有無の指定はございません。
プレイ前に各種設定をご確認ください。

3. ユニットはオンライン予選専用となり、特技は発動しません。また、スクールアイドルスキルはセットさ
れておりません。

4. 期間中に一度もオンライン予選に参加されなかった場合、
二次予選へ応募をすることができませんのでご注意ください。

5. ゲームオーバーや曲の途中でアプリを終了した場合、
プレイ曲数 1 回分としてカウントされますので、挑戦される際にはご注意ください。

6. 課題曲のプレイ結果が 10 回すべてゲームオーバーまたは曲の途中でアプリを終了してしまった場合は、
応募時に最高スコア 0 という成績となります。

7. 1/15(日)15 時以降にライブが終了するとスコアは記録されません。
終了直前のライブはご注意くださいますようお願いいたします。

スクフェス全国大会＆ミニ感謝祭 2017 は
全国 12 か所で開催！！

今年、多数のスクフェスプレイヤーにご参加いただき、大盛況の内に幕を閉じたスクフェス全国大会＆ミニ感
謝祭 2016。
前回よりもさらにスケールアップして開催が決定いたしました！
来年はスクフェス全国大会＆ミニ感謝祭 2017 を全国 12 か所で開催いたします！！

◆開催スケジュール
・2/19(日) 秋田

ALVE

・3/5(日) 沖縄

沖縄コンベンションセンター

・3/18(土) 博多

博多スターレーン

・3/26(日) 長野

長野アークス

・4/1(土) 大阪

インテックス大阪

・4/9(日) 金沢

金沢流通会館

・4/16(日) 名古屋
・4/23(日) 沼津
・4/30(日) 札幌

ポートメッセなごや
プラサヴェルデ
ホテルさっぽろ芸文館

・5/6,7(土・日) 東京
・5/14(日) 仙台
・5/21(日) 岡山

東京ビッグサイト

※「ブシロード 10 周年記念イベント」内

アズテックミュージアム仙台産業展示館
オレンジホール

※「ブシロード 10 周年記念イベント」は別途入場料が必要となります

◆優勝賞品
・記念品
・6 月 11 日(日) 東京・池袋にて開催される「スクフェス全国大会 2017 決勝」出場権
※決勝大会出場にあたって必要な実費（最寄り駅から池袋駅までの往復交通費、及び前日の池袋での宿泊費）
は大会事務局にて負担いたします

※画像は前回大会の優勝記念品です。

決勝大会はスクフェス感謝祭 2017 内で開催！！
今年同様に、全国大会決勝をスクフェス感謝祭 2017 内で開催致します。
優勝者には、記念品を贈呈させて頂く予定です。

※写真は全国大会 2016 決勝大会の様子です。

◆決勝大会
2017 年 6 月 11 日(日) 池袋サンシャインシティ
（スクフェス感謝祭 2017 内）

▼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る。
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る。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 1st LIVE が決定している。
(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：iOS7.0 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！ ©2016 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。

【公式ページ】
【公式 twitter】

http://lovelive.bushimo.jp/
@lovelive_SIF

【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

【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
http://bushiroad.com/
広報担当 ：三宮、目﨑

E-mail：press@bushiroad.com

TEL：03-5348-0852

FAX：03-5348-0854

URL：

