報道者各位
2021 年 1 月 22 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」

2021 ウィンターレクリエーション第 2 回開催のお知らせ
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、2021 ウィンターレクリエーショ
ン第 2 回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。

1/16 より『2021 ウィンターレクリエーション』開催中！
今回は第 2 弾をご紹介します♪

2021 ウィンターレクリエーション開催！
ウィンターレクリエーションは好きな選択肢を選んで投票するイベントです。
イベントに参加することで、投票数の多かった選択肢のモチーフ称号を参加者
全員にプレゼント！
投票すると貰えるアイテムも盛り沢山！
【開催期間】
第 1 回：1/16 0:00 から 1/23 23:59 まで
第 2 回：1/24 0:00 から 1/31 23:59 まで

第 2 回のお題はこちら！
冬の遊びといえば…
選択肢：凧揚げ or 羽根つき
【獲得できる注目アイテム】
・ラブカストーン
※遊び方はイベントのページをご確認ください
みなさま、ふるって投票にご参加ください♪

2021 ウィンターレクリエーションログインボーナス 第 2 弾
【期間】
1/24 0:00 から 1/31 23:59 まで
【内容】
1 日目：レクリエーション投票券[第 2 回] (40 枚)
2 日目：レクリエーション投票券[第 2 回] (40 枚)
3 日目：レクリエーション投票券[第 2 回] (40 枚)
4 日目：レクリエーション投票券[第 2 回] (40 枚)
5 日目：レクリエーション投票券[第 2 回] (40 枚)
6 日目：シュガーキューブ[LP50] (1 個)
7 日目：シュガーポット[LP50%] (1 個)
8 日目：シュガーポット[LP100%] (1 個)

全世界 5000 万人突破記念！限定 BOX 勧誘開催！
全世界 5000 万人突破を記念して各メンバーの限定 BOX 勧誘を実施いたしま
す！
限定 UR 部員は、2020 年 2 月から開催しておりました「みんなで決める！
スクールアイドル衣装コンテスト 2020」で最優秀賞に選ばれた「世界のスイ
ーツ」衣装を身に纏って登場します♪
今回の BOX 勧誘で登場した UR 部員はなんと覚醒済・Lv100・特技 Lv4 の
状態で排出されます！
お気に入りの部員を勧誘して、ライブの即戦力にしましょう♪

全世界 5000 万人突破記念！小泉花陽限定 BOX 勧誘
【期間】
1/25 0:00 から 2/10 23:59 まで
【内容】
勧誘可能な部員 (全 100 枚)
・限定 UR：1 枚
※今回の限定衣装 UR 部員は覚醒済・Lv100・特技 Lv4・SI スキルスロット
4 つの状態で排出されます。
・SSR：4 枚
・SR：15 枚
・R：80 枚
※詳細は開催期間中に「勧誘」画面内の「詳細」をご覧ください。
【注意事項】
・本勧誘はライブ♪アリーナ専用 SI スキルの獲得対象です。詳細は勧誘詳細を
ご確認ください。
・各勧誘はいつでもリセットできます。
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。
・本勧誘のリセット回数に制限はありません。
・本勧誘は特待生ボーナスの対象です。
・本勧誘での 11 連勧誘は MAX アップジュエルの獲得対象となります。
・今回の限定衣装 UR 部員は各勧誘以外には登場いたしません。再登場の際は
改めてお知らせいたします。
・その他詳細は開催時のお知らせや「勧誘」画面内の「詳細」でご確認くださ
い。

練習応援勧誘登場
15 万 G を使用することで実施できるサポートメンバーのみが登場する特別な

勧誘を開催いたします♪
練習応援勧誘 第 6 弾〜μ's〜
練習応援勧誘 第 6 弾〜Aqours〜
【期間】
1/25 0:00 から 1/31 23:59 まで
※本勧誘は特待生ボーナスの対象外です。
※本勧誘は MAX アップジュエルの獲得対象外です。
※その他詳細は開催時のお知らせや「勧誘」画面内の「詳細」でご確認くださ
い。

特別なセットを販売！！
ショップに期間限定のセットが登場！
【販売セット一覧】

花の内セット 2021
販売期間：1/23 0:00 から 1/27 23:59 まで
販売価格：3060 円
購入可能回数：おひとり様 1 回まで
セット内容：
・11 連勧誘チケット (3 枚)
・[おまけ]SR 以上特技サポート勧誘チケット (10 枚)
・[おまけ]SR アルパカ[白] (15 匹)
・[おまけ]SR しいたけ (15 匹)
・[おまけ]シュガーポット[LP100%] (20 個)
【販売セット一覧】

新春！スイーツセット〜μ's〜
販売期間：1/28 0:00 から 2/1 23:59 まで
販売価格：4900 円
購入可能回数：おひとり様 1 回まで
セット内容：
・新春！UR1 枚確定 11 連勧誘チケット〜μ's〜 (1 枚)
・11 連 BOX 勧誘チケット〜μ's〜 (1 枚)
・ラブカストーン (6 個)
・[おまけ]ラブカストーン (19 個)
・[おまけ]SR アルパカ[白] (5 匹)
・[おまけ]SR 山田博子 (3 人)
・[おまけ]SR 以上特技サポート勧誘チケット (1 枚)
新春！スイーツセット〜Aqours〜
販売期間：1/28 0:00 から 2/1 23:59 まで
販売価格：4900 円
購入可能回数：おひとり様 1 回まで
セット内容：
・新春！UR1 枚確定 11 連勧誘チケット〜Aqours〜 (1 枚)
・11 連 BOX 勧誘チケット〜Aqours〜 (1 枚)
・ラブカストーン (6 個)
・[おまけ]ラブカストーン (19 個)
・[おまけ]SR しいたけ (5 匹)
・[おまけ]SR 佐藤洋子 (3 人)
・[おまけ]SR 以上特技サポート勧誘チケット (1 枚)

全世界 5000 万人突破記念ラブカセット 第 18 弾
販売期間：1/25 0:00 から 2/10 23:59 まで
販売価格：2080 円
購入可能回数：おひとり様 1 回まで
セット内容：
・ラブカストーン (63 個)
・[おまけ]ラブカストーン (12 個)

■セット内容のアイテムについて
・新春！UR1 枚確定 11 連勧誘チケット〜μ's〜
『新春！UR1 枚確定 11 連チケット勧誘〜μ's〜』でご利用頂けるチケットで
す。
・新春！UR1 枚確定 11 連勧誘チケット〜Aqours〜
『新春！UR1 枚確定 11 連チケット勧誘〜Aqours〜』でご利用頂けるチケッ
トです。
【注意事項】
・商品は各決済方法でのみご購入いただけます。
・購入した有償アイテムは直接付与されます。おまけのアイテムはプレゼント
ボックスから受け取れます。
・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。
セットで入手できるチケットを使用することで実施できる勧誘が登場！
UR 部員は「世界のスイーツ」衣装のみ登場します！
新春！UR1 枚確定 11 連チケット勧誘〜μ's〜
■使用できるチケット
・新春！UR1 枚確定 11 連勧誘チケット〜μ's〜
■対象のセット

・新春！スイーツセット〜μ's〜
新春！UR1 枚確定 11 連チケット勧誘〜Aqours〜
■使用できるチケット
・新春！UR1 枚確定 11 連勧誘チケット〜Aqours〜
■対象のセット
・新春！スイーツセット〜Aqours〜
※詳細は開催期間中にセットの詳細をご覧ください。
※チケット 1 枚につき 11 連勧誘が 1 回できます。
※本勧誘は特待生ボーナスの対象外となります。

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～」を開催しました。
(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
※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・瀨川

