報道者各位
2020 年 11 月 30 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」
ブシモ「ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル」

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#09 開催中！
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）及び、『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、現在放送中の 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」第 9 話放送終了後に
スタートしたキャンペーンについてお知らせいたします。

「スクスタ情報！」
《特別ストーリー「持ちつ持たれつ……？」クリアで UR 果林を
GET！》

TV アニメの放送に合わせて、毎週特別ストーリーを配信しています！
今週は、朝香果林が登場する「持ちつ持たれつ……？」を公開中です！
こちらを先行クリア対象期間内にクリアすることで、UR の朝香果林を GET
することができますので、是非チェックしてみてくださいね♪
【配信期間】
11/29（日）0:00～
【先行クリア対象期間】
11/29（日）0:00～12/5（土）23:59 まで
【獲得できるスクールアイドル】
[UR]「キミをドキっとさせちゃった？」朝香果林

《第 9 話挿入歌「VIVID WORLD /朝香果林(CV.久保田未夢)」を
期間限定配信中！》

第 9 話挿入歌「VIVID WORLD /朝香果林(CV.久保田未夢)」をスクスタにて
最速でライブプレイできます♪
楽曲選択の 2D ライブで登場しておりますので、是非チェックしてみてくださ
いね♪
【配信期間】
11/29（日）0:00～12/12（土）23:59 まで

《ログインボーナス開催中！》

TV アニメの放送を記念して特別なログインボーナスを開催中です！
7 日間のうち合計 5 日間ログインすることで、全てのアイテムを受け取って、
朝香果林を育成しましょう♪
【開催期間】
11/29（日）4:00～12/6（日）3:59 まで

《「朝香果林 スカウトガチャ」開催中！》

朝香果林スカウトガチャは「10 回ガチャ」を回すことで、朝香果林の SR 以
上のスクールアイドルが 1 枚確定で登場するガチャです！
さらに！UR はニジガクメンバーが確定で登場！
期間限定の特別なガチャとなっていますので、是非チェックしてみてください
ね！
【開催期間】
11/29（日）0:00～12/5（土）23:59 まで
来週も新たな TV アニメ放送記念キャンペーンを実施いたしますので、お楽し
みに！

「スクフェス情報！」

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」第 9 話の放送
を記念して、各種キャンペーンを実施します！
また、ニジガクメンバーの特別ストーリー「ニジガク☆マジカル☆ストーリー」
も再配信中！
ぜひ、スクフェスにログインしてみてくださいね♪
※獲得したストーリーはμ's/Aqours モードの「その他ストーリー」から閲覧
することができます。

特別なログインボーナスを開催！
期間中ログインしてくださったみなさまに、SR 部員やアイテムなどをプレゼ
ント♪
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」第 9 話放送記
念ログインボーナス
【期間】
11/29 0:00 から 12/5 23:59 まで
【内容】
1 日目：SR 朝香果林[TOKIMEKI Runners] (1 人)
2 日目：シール (10 枚)
3 日目：シール (10 枚)
4 日目：ラブカストーン (1 個)
5 日目：シール (10 枚)
6 日目：シール (10 枚)

7 日目：SR 朝香果林[虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
(1 人)

特別配信 Part1]

虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会の楽曲を再配信！
虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会の特別楽曲を期間限定で再配信！
ぜひこの機会にチャレンジしてみてくださいね♪
【期間】
11/30 0:00 から 12/6 23:59 まで
【配信楽曲】
Starlight
※難易度は EASY/NORMAL/HARD/EXPERT です。

「スクスタ」にログインすることで達成可能な課題を追加！
「スクフェス ID 実績」に、スクスタに指定日数ログインしていただくことで
達成可能な課題を追加します！
全部の課題を達成することで、ニジガク SSR 部員交換チケット (計 9 枚)、ラ
ブカストーン (計 60 個)を獲得することができます！
「ニジガク SSR 部員交換チケット」は、チケット 1 枚を使用して、SSR ニジ
ガクメンバー9 人の内いずれか 1 人と交換することができます。
ぜひチャレンジしてみてください♪
※課題は 12/27 までの毎週日曜 4:00 に課題解禁予定です。
※スクフェス ID 連携方法は「スクフェス ID 実績」登場！をご覧ください。
【課題内容】
通算 7 日ログイン達成する
※以降、解禁される課題については解禁時に課題の画面からご確認ください。
【課題報酬】
ニジガク SSR 部員交換チケット
ラブカストーン
のいずれか
※各課題達成時に獲得可能な報酬は解禁時にご確認ください。
【交換チケットで獲得可能な部員(いずれか 1 人)】
・SSR 上原歩夢 (覚醒済)
・SSR 中須かすみ (覚醒済)
・SSR 桜坂しずく (覚醒済)
・SSR 朝香果林 (覚醒済)

・SSR 宮下 愛 (覚醒済)
・SSR 近江彼方 (覚醒済)
・SSR 優木せつ菜 (覚醒済)
・SSR エマ・ヴェルデ (覚醒済)
・SSR 天王寺璃奈 (覚醒済)
※本チケットで交換可能な部員は覚醒済の状態です。
※本チケットで交換可能な部員の専用ナビボイスとサイドストーリーはござい
ません。
※本チケットで交換可能な部員は転部・練習相手とした際にシールを獲得でき
ません。
※本チケットで交換可能な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は異なります。
※本チケットで交換可能な部員の各種勧誘への追加予定はございません。

SSR 部員をシール SHOP で再配信！
ニジガクメンバーの 1 人、SSR 優木せつ菜をシール SHOP にて再配信中！
ぜひこの機会にゲットしてみてくださいね♪
【期間】
10/4 0:00 から 12/26 23:59 まで
【内容】
・【キラキラを届けたくて】SSR 優木せつ菜 (覚醒済)
【注意事項】
※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。

《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 月より放送中！》
【放送情報】
TOKYO MX
2020 年 10 月 3 日から 毎週土曜 22:30～
TOKYO MX(リピート放送) 2020 年 10 月 5 日から 毎週月曜 24:30～
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
2020 年 10 月 3 日から 毎週土曜 22:30～
LINE LIVE
2020 年 10 月 3 日から 毎週土曜 22:30～
YouTubeLIVE
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

今後ともスクスタ、スクフェス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～」を開催いたしました。
▼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、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、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。TV アニメの放送を
2020 年 10 月よりスタートしており、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：ラブライブ！体感 育成アドベンチャーゲーム
■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!! ©2020 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

