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★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」

ラブライブ！フェス みんなでフラワースタンドを贈ろう！
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）、KLab 株式
会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：森田英克）、株式会社サンライズ（本社：東
京都杉並区、代表取締役社長：浅沼誠）は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、配信中のアプリ『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、ラブライブ！フェス みんなでフラワースタンドを贈ろう！キャンペ
ーンの開催すること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！フェス」開催を記念して、「スクフェス」＆「スクスタ」合同のキャンペ
ーンを実施いたします。
1 月 7 日(火)12:00～1 月 14 日(火)23:59 の期間中、Twitter にて、ハッシュタグ
「#ラブライブフェス応援 CP」をつけて応援メッセージを投稿してください。皆さんか
らの応援をフラワースタンドにして、ラブライブ！フェス会場にて展示させて頂きます。

Twitter への投稿数が目標に到達するごとに、フラワースタンドがどんどん豪華になりま
す。
ぜひ参加して、皆さんで目標のツイート数「3,333」「5,555」「9,999」達成を目指
してくださいね♪

※完成したフラワースタンドは、会場のさいたまスーパーアリーナ けやき広場に展示予定
です！

今後とも「ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル ALL STARS」及び「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。
▼「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。

▼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 人の彼女たちは、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』、
2019 年 12 月 14 日・15 日には、武蔵野の森総合スポーツプラザにて『ラブライブ！
虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 First Live “with You”』を開催しました。2020
年 1 月 18 日・19 日に開催する「LoveLive! Series 9th Anniversary ラブライブ！フ
ェス」への参加も決定しています。また、First Live では『ラブライブ！虹ヶ咲学園スク
ールアイドル同好会』の TV アニメ制作決定が発表され、ますます盛り上がりを見せてい
ます！
(ラブライブ！シリーズ公式ホームページ: http://www.lovelive-anime.jp/)
【スクフェス】
■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
【スクスタ】
■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=officialsit
e_store_android

iOS：
https://app.appsflyer.com/id1377018522?pid=lovelive_AS&c=officialsite_store
_appstore
※Android、Google Play、Google Play ロゴは Google LLC の商標です。
■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。
【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/
【ラブライブ！スクスタ公式 twitter】 @LLAS_STAFF

【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

