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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 AC 3 周年記念キャンペーン第 2 弾開催のお知らせ
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、スクフェス AC3 周年記念キャンペーン第 2 弾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。

『ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル～after school ACTIVITY～』の稼働 3
周年を記念して、スクフェスでも様々なキャンペーンを実施致します♪
今回は 12/5(木)から始まる第 2 弾をご紹介します！

スクフェス AC3 周年記念ログインボーナス
12 月 5 日(木)から 12 月 15 日(日)までの期間、3 つの特別なログインボーナスを開催い
たします！
各期間中ログインしてくださったみなさまに、記念の称号や「スクフェス AC Next
Stage 部員交換チケット」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 AC3 周年記念ログインボーナス 第一弾
【期間】
12/5(木)0:00 から 12/10(火)23:59 まで

【内容】
1 日目：ラブカストーン (1 個)
2 日目：スクフェス AC Next Stage 部員交換チケット (1 枚)
3 日目：ラブカストーン (1 個)
4 日目：スクフェス AC Next Stage 部員交換チケット (1 枚)
5 日目：ラブカストーン (1 個)
6 日目：ラブカストーン (1 個)
■スクフェス AC3 周年記念ログインボーナス 第二弾
【期間】
12/10(火)0:00 から 12/15(日)23:59 まで
【内容】
1 日目：ラブカストーン (1 個)
2 日目：スクフェス AC Next Stage 部員交換チケット (1 枚)
3 日目：ラブカストーン (1 個)
4 日目：スクフェス AC Next Stage 部員交換チケット (1 枚)
5 日目：ラブカストーン (1 個)
6 日目：ラブカストーン (1 個)
■スクフェス AC3 周年記念特別ログインボーナス
【期間】
12/5(木)0:00 から 12/15(日)23:59 まで
【内容】
1 日目：【称号】スクフェス AC3 周年
【スクフェス AC Next Stage 部員交換チケット】について
※チケット 1 枚を使用して、スクフェス AC Next Stage 稼働開始を記念した Aqours
の SR 部員(覚醒済)のうち好きなメンバー1 人と交換できます。
※プレゼントボックスからチケットを受け取る際に、交換するメンバーを選ぶことができ
ます。
※一度交換するとメンバーを選択し直すことはできません。
※『スクフェス AC Next Stage 部員交換チケット』から部員への交換期限はありませ
ん。
※『スクフェス AC Next Stage 部員交換チケット』は以下の通り最大で 9 枚獲得できま
す。
ログインボーナス：4 枚
シール SHOP：5 枚
※『スクフェス AC Next Stage 部員交換チケット』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。
※『スクフェス AC Next Stage 部員交換チケット』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異なります。おたすけパワー
は R 部員と同じパワーに換算されます。
※『スクフェス AC Next Stage 部員交換チケット』で交換可能な部員は各種勧誘への追
加予定はございません。

スクフェス AC3 周年記念限定課題追加！
スクフェス AC3 周年を記念して、期間限定課題を配信いたします！
期間限定課題をクリアすると「スクフェス AC1 周年称号交換チケット」や「AC サポー
ター称号交換チケット」などが入手できます！
課題にチャレンジしてチケットをゲットし、ぜひ称号と交換してみてくださいね♪
【期間】
12/5(木)16:00 から 12/15(日)14:59 まで
【課題内容】
指定のライブを特定条件でクリアすることで達成できる課題です。
※詳細は課題出現期間にゲーム内でご確認ください。

【スクフェス AC1 周年称号交換チケット】【AC サポーター称号交換チケット】につい
て
※プレゼントボックスからチケットを受け取る際に、交換する称号を選ぶことができま
す。

スクフェス AC 譜面(CHALLENGE)復刻配信！
スクフェス AC 譜面(CHALLENGE)を期間限定で復刻配信いたします！
【期間】
12/5(木)16:00 から 12/15(日)14:59 まで
【対象楽曲】
・μ's
僕らは今のなかで
Music S.T.A.R.T!!
ユメノトビラ
PSYCHIC FIRE
Snow halation
僕たちはひとつの光
Angelic Angel
MOMENT RING
Hello,星を数えて
・Aqours
青空 Jumping Heart
恋になりたい AQUARIUM
ジングルベルがとまらない
未来の僕らは知ってるよ
HAPPY PARTY TRAIN
Strawberry Trapper

【注意事項】
・各モードの特別楽曲[MASTER]にて消費 LP5 で遊べます。
・難易度初回クリア報酬はありません。
・楽曲目標の内容は通常の難易度 MASTER とは異なります。

・下記 AC 譜面のみプロフィールのクリア曲数にカウントされます。
僕らは今のなかで
Music S.T.A.R.T!!
ユメノトビラ
・過去配信した AC 譜面のクリア曲数カウントの記録の変動はありません。
・AC 譜面もファーストライブボーナスの対象となります。
・AC 譜面のプレイでもライブ課題の達成数にカウントされます。
・AC 譜面内にはスターアイコンはありません。
・AC 譜面は「ごほうび BOX」ゲージ増加の対象外となります。
・配信予定の AC 譜面は 3 点以上の同時タップが必要となるなど、プレイが非常に難しい
内容となっております。また、ご利用の端末やプレイ状況によっては 3 点以上等のタップ
時に正常に反応しない場合もございます。

シール SHOP に AC 称号や AC 部員交換チケットが再登場！
スクフェス 3 周年を記念して、『【称号】スクフェス AC1 周年』『【称号】スクフェス
AC Next Stage 稼働開始記念』『スクフェス AC Next Stage 部員交換チケット』をシ
ール SHOP にて再配信いたします！
【期間】
12/5(木)16:00 から 12/15(日)14:59 まで
【配信内容】
・【称号】スクフェス AC1 周年
・【称号】スクフェス AC Next Stage 稼働開始記念
・スクフェス AC Next Stage 部員交換チケット (5 枚)
【スクフェス AC Next Stage 部員交換チケット】について
※チケット 1 枚を使用して、スクフェス AC Next Stage 稼働開始を記念した Aqours
の SR 部員(覚醒済)のうち好きなメンバー1 人と交換できます。
※プレゼントボックスからチケットを受け取る際に、交換するメンバーを選ぶことができ
ます。
※配信詳細につきましては期間中にゲーム内でご確認ください。

今後とも「ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル」をよろしくお願いいたしま
す。

▼ラブライブ！とは
廃校の危機にある国立音ノ木坂学院を救うため、2 年生の高坂穂乃果をはじめとする 9 人
の女子生徒たちで結成したスクールアイドルグループ「μ's」の活躍が描かれています。
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 Final LoveLive!〜μ’sic Forever♪
♪♪♪♪♪♪♪♪〜」を東京ドームでの 2DAYS 公演で行いました。

▼「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。
2019 年 6 月 8 日・9 日には、メットライフドームでの 5th ライブを開催しました。
(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!! ©SQUARE ENIX CO. ,LTD.
©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 ：中尾、越前

