報道者各位
2020 年 9 月 14 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 ALL STARS」

スクスタ 1 周年記念キャンペーン、
ニジガク 2nd Live! 後夜祭ステップアップガチャ、
TV アニメ「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同
好会」放送記念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、代表取締役社長：森田英克）と、株
式会社サンライズ（本社：東京杉並区、代表取締役社長：浅沼誠）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 ALL STARS』（以下、スクスタ） において、１周年記念キャン
ペーンやニジガク 2nd Live! 後夜祭ステップアップガチャ、TV アニメ「ラブ
ライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」放送記念キャンペーンを開催す
ることをお知らせいたします。

「スクスタの１周年を記念した新キービジュアル＆
アプリアイコンを公開！」

ゲーム内に実装される日をお楽しみに♪

「ニジガク 2nd Live! 後夜祭ステップアップガチャ
開催！」

虹ヶ咲 2nd ライブ開催を記念して、後夜祭ステップアップガチャを開催しま
す！
初回は無料で 10 連ガチャが回せるほか、3 回目は UR が 1 枚確定で入手でき
るお得なガチャとなっております♪
【開催期間】
9/13（日）21:00～9/18（金）15:00 まで！

「スクスタ１周年記念キャンペーン開催決定！」
たくさんの皆様からの応援により、
おかげさまでスクスタは今年の 9 月 26 日で 1 周年を迎えます！
こちらを記念して、様々なキャンペーンを開始していきます♪

《最大 100 連ガチャが無料の 1st Anniversary ログインボーナ
ス開催決定！》
毎日ログイン毎に 10 連ガチャチケットが、
１枚入手できる特別なログインボーナスを開催します！
最大で、100 連もガチャが無料で回せるとってもお得なキャンペーンですの
で、是非チェックしてみてくださいね♪
【開催期間】
9/17（木）4:00～10/3（土）4:00 まで！
※期間中最大 10 日間、毎日無料 10 連ガチャチケットを配布します。
他にも様々なキャンペーンを予定しておりますので、続報をおまちください🎶

「Love U my friends」3D 実装決定！

いよいよスクスタに「Love U my friends」が 3D 楽曲として実装することが
決定しました！
詳細に関しましては後日お知らせいたしますので、続報をお楽しみに♪

TV アニメ「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイ
ドル同好会」放送記念キャンペーン開催決定！

《ログインボーナス開催！》
TV アニメの放送に合わせて毎週ログインボーナスを開催します！
各メンバーのメモリーやラブカスターをゲットすることができますので、
是非スクスタで遊んでみてくださいね♪
【開催期間（第１回）】
10/4（日）4:00～10/11（日）4:00 まで！
※第２回以降については随時お知らせしていきます！

《特別ストーリー配信！》
TV アニメ放送を記念した、
ニジガクメンバーの特別な物語を毎週スクスタでも配信します♪

最速でクリアすると良いことが…!?
【配信開始（第１回）】
10/4（日）00:00 ～
※詳細・第２回以降については随時お知らせしていきます！

《TV アニメ「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」
は 2020 年 10 月放送スタート！》
9/12,13（土・日）に開催された虹ヶ咲 2nd ライブ内にて、
TV アニメ「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」に関する様々
な情報が発表されましたので、是非チェックしてみてくださいね🎵
⇒ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会公式サイト：
http://www.lovelive-anime.jp/nijigasaki/

【TV アニメ「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」PV 公
開！】

https://youtu.be/vUZtDcPtctU
【放送情報】
TOKYO MX
2020 年 10 月 3 日から 毎週土曜 22:30～
サンテレビ
2020 年 10 月 3 日から 毎週土曜 23:30～
KBS 京都
2020 年 10 月 3 日から 毎週土曜 23:30～
BS11
2020 年 10 月 4 日から 毎週日曜 24:30～
テレビ愛知
2020 年 10 月 6 日から 毎週火曜 25:35～
静岡朝日テレビ
2020 年 10 月 6 日から 毎週火曜 25:59～
テレビ北海道
2020 年 10 月 6 日から 毎週火曜 25:35～
TVQ 九州放送
2020 年 10 月 6 日から 毎週火曜 26:35～
※放送日時は予告なく変更になる場合がございます。
【配信情報】
バンダイチャンネル
LINE LIVE
YouTubeLIVE

2020 年 10 月 3 日から 毎週土曜 22:30～
2020 年 10 月 3 日から 毎週土曜 22:30～
2020 年 10 月 3 日から 毎週土曜 22:30～

※ラブライブ！シリーズ公式チャンネル内にて公開

ニジガク 3rd ソロ楽曲のスクスタ MV を毎日公開
中！（※期間限定）
虹ヶ咲 2nd ライブにて初公開した 3rd ソロ楽曲を YouTube（ラブライブ！
シリーズ公式チャンネル内）にて毎日公開中です！
9/30（水）23:59 までの期間限定配信ですので、
忘れずにチェックしてみてくださいね♪
【現在公開中のスクスタ MV】
・Say Good-Bye 涙/上原歩夢(CV.大西亜玖璃)

⇒https://youtu.be/qRsai5TFzrg
・Margaret/中須かすみ(CV.相良茉優)

⇒https://youtu.be/HlmbVDMrUaw

「スクスタ１周年記念生放送」・「スクフェス特別
生放送」配信決定！

《スクスタ１周年記念生放送！～「あなた」とのキズナをもっとも
っと深めよう♡スペシャル～》
スクスタの１周年を記念した生放送を配信します♪
スクスタの最新情報をたっぷりお届けしますので、是非チェックしてみてくだ
さいね♪
【配信日時】
9/26（土）20:00～21:00（予定）
【出演者】
諏訪ななか（松浦果南役）・降幡 愛（黒澤ルビィ役）
大西亜玖璃（上原歩夢役）・指出毬亜（エマ・ヴェルデ役）・小泉萌香（三船
栞子役）

《Aqours 特別生放送！スクフェス☆ミーティング》
今回の放送ではタイトルの通り、
スクフェスの未来のことをみんなで決めちゃいます♪
みなさんからのお便りや Aqours メンバーのアイデアを合わせて、
スクフェスをさらに面白くしちゃいましょう！
【配信日時】
9/27（日）18:00～19:00（予定）
【出演者】
伊波杏樹(高海千歌役)・逢田梨香子(桜内梨子役)・高槻かなこ(国木田花丸役)
＜みなさんから募集するテーマはこちら！＞
・スクフェスで今後やってみたいイベントは？
例：100 人でスコアを競いたい！など
・ウインターレクリエーションのテーマと選択肢
例：冬の遊びといえば？スキーOR スケートなど
・見てみたいパーティカードのシチュエーションは？
例：ベランダを飾り付けしてベランピング♪など
みなさんの素敵なアイデアをお待ちしています♪
お便りはこちらから
⇒https://event.bushiroad.com/competitions/301

「スクスタ新 CM」放送中！
《「ストーリー 2nd Season」開幕間近！？》

現在スクスタの新 CM が放送中です！
こちらの CM 内にて「ストーリー 2nd Season」のスタートについて触れて
おりますが、こちらの詳細につきましては、9/26（土）20:00 より配信の
「スクスタ１周年記念生放送」内にてお知らせさせて頂きますので、
続報をお待ちください！
【YouTube（ラブライブ！シリーズ公式チャンネル内）にて CM 公開中！】
・【スクスタ】１周年 CM「ストーリー2nd Season 開幕！（15 秒 ver）」

⇒https://youtu.be/RmgYgvlOf54
・【スクスタ】１周年 CM「ストーリー2nd Season 開幕！（30 秒 ver）」

⇒https://youtu.be/tCxgZgWVhB4

▼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 月には TV アニメ 1 期、2014 年 4 月には TV アニメ 2 期を放
送、2015 年 6 月には完全新作劇場版の公開を行い、これらをはじめとした
様々な展開においてファンを増やしていきました。9 人のメンバーを演じるキ
ャストが実際にアニメーション映像と同様にパフォーマンスを行うこともプロ

ジェクトの魅力のひとつであり、2015 年年末には「第 66 回 NHK 紅白歌合
戦」に出演、2016 年 3 月 31 日・4 月 1 日には、
ワンマンライブファイナルとなる、
「ラブライブ!μ‘s FinalLoveLive!〜μ’sic Forever♪♪♪♪♪♪♪♪♪
〜」を東京ドームでの 2DAYS 公演で行いました。
また、2020 年 1 月 18 日・19 日に開催された「LoveLive! Series 9th
Anniversary ラブライブ！フェス」に参加しました。
▼「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 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。2016 年 7 月
より TV アニメ 1 期、2017 年 10 月より TV アニメ 2 期を放送、2019 年
1 月 4 日より完全新作劇場版「ラブライブ！サンシャイン!!The School Idol
Movie Over the Rainbow」を公開しました。ライブイベントも精力的に行
っており、2018 年 11 月には東京ドーム 2DAYS でのワンマンライブを開
催、同年末には「第 69 回 NHK 紅白歌合戦」に出演し、2019 年 3 月〜4 月
にかけてはラブライブ！シリーズ初となるアジアツアーを開催しました。
また、2020 年 1 月 18 日・19 日に開催された「LoveLive! Series 9th
Anniversary ラブライブ！フェス」に、同プロジェクトに登場するスクールア
イドルユニット「Saint Snow」とともに参加しました。
今年の 10 月には「ラブライブ！サンシャイン!! Aqours ONLINE LoveLive!
～LOST WORLD～」の開催を予定しております。
▼虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会とは
「スクフェス発の新しいスクールアイドル」である 9 人で始まった彼女たち
は、東京・お台場にある『虹ヶ咲学園(にじがさきがくえん)』という学校の生
徒で、『スクールアイドル同好会』に所属する仲間でありライバル。グループ
で活動していた μ's や Aqours とは異なり、1 人 1 人が No.1 スクールアイ
ドルを目指して活動していきます！2019 年 3 月 30 日には、品川・ステラ
ボールにて「TOKIMEKI Runners」発売記念トーク&ライブイベント『ラブ
ライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 校内マッチングフェスティバル』
を行いました。2019 年９月 26 日、スクスタがリリースされ、2019 年 12
月 14 日・15 日には『虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 First Live “with
You”』を開催、2020 年 1 月 18 日・19 日に開催された「LoveLive!
Series 9th Anniversary ラブライブ！フェス」にも参加しました。2020 年
7 月 29 日には初のアニメーション PV 付きシングル「無敵級*ビリーバー」

がリリースされました。また、東京ガーデンシアターにて 2020 年 9 月 12
日に「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 2nd Live! Brand
New Story」、13 日に「ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
2nd Live! Back to the TOKIMEKI」を開催しました。スクスタのストーリ
ー17 章にて、三船栞子も新たに同好会の仲間に加わりました。TV アニメの
放送を 2020 年 10 月に控え、ますます活動の幅が広がっています。
(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：iOS11.0 以降、Android6.0 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

■タイトル：ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル ALL STARS
■プラットフォーム：ブシモ
■開発：KLab Inc.
■サポート機種：iOS11.0 以降、Android
6.0 以降（一部機種を除く）
■ジャンル：リズムアクション RPG
■プレイ料金：アイテム課金制
【ダウンロード URL】

Android：
https://app.appsflyer.com/com.klab.lovelive.allstars?pid=lovelive_AS&c
=officialsite_store_android
iOS：
https://app.appsflyer.com/id1377018522?pid=lovelive_AS&c=official
site_store_appstore
※Android、Google Play、Google Play ロゴは Google LLC の商標です。
【スクスタ関連公式ページ】
・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/
【スクスタ公式 twitter】

@LLAS_STAFF

■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!! ©プロジェクトラブライブ！虹ヶ咲学園スクールア
イドル同好会 ©KLabGames ©SUNRISE ©bushiroad

※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：03-5348-0852 FAX：03-5348-0854 URL：
http://bushiroad.com/
広報担当 ：宮﨑、小暮

