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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」

Aqours 渡辺 曜誕生日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、
Aqours 渡辺 曜誕生日記念キャンペーン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。

4/17 は曜ちゃんのお誕生日です！
お誕生日を記念してキャンペーンを実施いたします！

特別なログインボーナス実施
お誕生日当日にログインしてくださったみなさまに、記念のアイテムをプレゼント！
■期間
4/17 0:00 から 23:59 まで
■内容
・ラブカストーン (5 個)
・お誕生日記念 UR 部員 (1 人)

フェアリーテール・プリンセス BOX 勧誘曜ちゃん

お誕生日限定「フェアリーテール・プリンセス」衣装の UR 部員が登場する、BOX 勧誘を実
施いたします！
■期間
4/11 0:00 から 4/17 23:59 まで
※詳しくは期間中に「勧誘」画面内の「詳細」をご覧ください。
■注意事項
・リセットはできません。

曜ちゃん誕生日記念 BOX 勧誘

お誕生日限定「フェアリーテール・プリンセス」衣装の UR 部員と、過去に勧誘に登場したお
誕生日限定衣装の UR 部員が登場する、BOX 勧誘を実施いたします！
■期間
4/11 0:00 から 4/17 23:59 まで
※詳しくは期間中に「勧誘」画面内の「詳細」をご覧ください。

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！

曜ちゃんハッピーバースデーセット！
■期間
4/11 0:00 から 4/17 23:59 まで
■セット内容のアイテムについて
・【曜ちゃん限定】UR1 枚確定 SR 以上 11 連勧誘チケット
『【曜ちゃん限定】UR1 枚確定 SR 以上 11 連勧誘』でご利用頂けるチケットです。
詳細はヘルプもあわせてご確認ください。

【曜ちゃん限定】UR1 枚確定 SR 以上 11 連勧誘
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！
■使用できるチケット
・【曜ちゃん限定】UR1 枚確定 SR 以上 11 連勧誘チケット
■対象のセット
・曜ちゃんハッピーバースデーセット！
※詳しくは販売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。
※特待生ボーナスの対象外となります。

限定課題を追加
■期間
4/11 0:00 から 4/17 23:59 まで
※配信される課題は期間中にゲーム内でご確認ください。

シール SHOP で再配信
過去にログインボーナスで配信されたお誕生日記念アイテムをシール SHOP で一部再配信い
たします！
■期間
4/17 0:00 から 23:59 まで
※配信されるアイテム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」をどうぞよろしくお願いいたしま
す。
▼「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 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。
2020 年 6 月 30 日をもって結成 5 周年を迎えた Aqours は、それを記念した様々な展開を
実施しており、12 月 30 日・31 日にはラブライブ！シリーズ初となる年越しカウントダウン
ライブ「ラブライブ！サンシャイン!! Aqours COUNTDOWN LoveLive! ～WHITE ISLAND
～」を開催したほか、2021 年 3 月には Aqours5 周年記念アニメーション PV 付きシングル
「smile smile ship Start!」の発売と、5 月に地元・静岡での初の野外ライブ「ラブライブ！
サンシャイン!! Aqours 5th Anniversary LoveLive! ～LET'S GO WONDER TRIP～」の開
催が決定しています。

■Aqours5 周年記念 アニメーション PV 付きシングル「smile smile ship Start!」
2021 年 3 月 31 日(水) 発売
【価格】<BD 付>¥4,950(税込) /<DVD 付>¥3,300(税込)
・「smile smile ship Start!」アニメーション PV DISC 付き
【初回生産特典】Aqours メンバーの “5 周年ありがとうカード”(全 9 種よりランダ
ムで 1 枚)
★試聴動画 URL:https://youtu.be/sTeQhlzrEZ0

発売・販売元:バンダイナムコアーツ
■ラブライブ！サンシャイン!! Aqours 5th Anniversary LoveLive! ~LET’S GO
WONDER TRIP~
【日程】2021 年 5 月 1 日(土)・2 日(日)
【会場】静岡・つま恋リゾート 彩の郷
※今後の新型コロナウイルスの感染拡大に伴う、政府・自治体等による指示や要請、ま
た天候・災害等の諸事情により、 当日のイベントがやむをえず中止になる場合がござ
います。本イベントの開催につきましては、今後も慎重に協議を重ねてまいります。
(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
※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

