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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」

スクフェス感謝祭 2018 in 東京ステージ生配信決定のお知らせ
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』シリーズのリアルイベント「スクフェス感謝祭
2018～Go!Go!シャンシャンランド～ in 東京」を 2018 年 8 月 4 日（土）、8 月 5 日(日)に開催いたします。本日は、
当イベント内で開催される全ステージプログラムの生配信が決定いたしましたのでお知らせいたします。是非、貴社
媒体にて本情報をお取り扱い頂けますようお願い申し上げます。

2018 年 8 月 4 日(土)、8 月 5 日(日)に東京ビッグサイトにて開催される「スクフェス感謝祭 2018 ～Go!Go!シャン
シャンランド～ in 東京」の全ステージプログラムの生配信が決定いたしました！
YouTube 公式スクフェスチャンネル、バンダイチャンネル、LINE LIVE、Periscope にて配信予定です。
会場にお越しになれない方も注目のステージを是非チェックしてくださいね♪

スクフェス感謝祭 2018 in 東京 ステージプログラム生配信決定
◆ 2018 年 8 月 4 日（土） ◆
■10:00～11:30 【開会式 & スクフェスシリーズ新情報発表会ステージ】
出演者：
【Aqours（CYaRon!）】
伊波杏樹（高海千歌役）、斉藤朱夏（渡辺 曜役）、降幡 愛（黒澤ルビィ役）
【虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会（電撃オンライン組）】
相良茉優（中須かすみ役）、久保田未夢（朝香果林役）、楠木ともり（優木せつ菜役）
▼配信ページ
YouTube Live：https://www.youtube.com/watch?v=vh36gNMep1M

バンダイチャンネル：http://live.b-ch.com/sukufes08041
LINE LIVE：https://live.line.me/channels/91/upcoming/8991915

Periscope: https://twitter.com/lovelive_SIF

■12:30～13:30 【Aqours ユニット対抗戦】
出演者：
【Aqours（CYaRon!）】
伊波杏樹（高海千歌役）、斉藤朱夏（渡辺 曜役）、降幡 愛（黒澤ルビィ役）
▼配信ページ
YouTube Live：https://www.youtube.com/watch?v=d283ewGNz4E

バンダイチャンネル：http://live.b-ch.com/sukufes08042
LINE LIVE：https://live.line.me/channels/91/upcoming/8991922
Periscope: https://twitter.com/lovelive_SIF

■14:30～15:30 【スクフェス AC 全国大会決勝ステージ】
出演者：
「スクフェス AC 公式全国大会～μʼsic LIVE! tournament2018」地区大会優勝者
▼配信ページ
YouTube Live：https://www.youtube.com/watch?v=L3XI2Zy3d0c

Periscope：https://twitter.com/lovelive_SIF

■16:30～17:30 【虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会活動場所別対抗戦 & 閉会式】
出演者：
【虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会（電撃オンライン組）】
相良茉優（中須かすみ役）、久保田未夢（朝香果林役）、楠木ともり（優木せつ菜役）
▼配信ページ
YouTube Live：https://www.youtube.com/watch?v=rGJBkXTQb3E

バンダイチャンネル：http://live.b-ch.com/sukufes08043
LINE LIVE：https://live.line.me/channels/91/upcoming/8991929

Periscope: https://twitter.com/lovelive_SIF

◆ 2018 年 8 月 5 日（日） ◆
■10:00～11:00 【開会式 & 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会活動場所別対抗戦 FINAL】
出演者：
【虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会】
大西亜玖璃（上原歩夢役）、相良茉優（中須かすみ役）、前田佳織里（桜坂しずく役）、
久保田未夢（朝香果林役）、村上奈津実（宮下 愛役）、鬼頭明里（近江彼方役）、
楠木ともり（優木せつ菜役）、指出毬亜（エマ・ヴェルデ役）、田中ちえ美（天王寺璃奈役）
▼配信ページ
YouTube Live：https://www.youtube.com/watch?v=ADi74j1N44E

バンダイチャンネル：http://live.b-ch.com/sukufes08051
LINE LIVE：https://live.line.me/channels/91/upcoming/8991960
Periscope: https://twitter.com/lovelive_SIF

■12:00～13:00 【スクフェス全国大会 決勝ステージ】
出演者：
「スクフェス全国大会 2018」地区大会優勝者
▼配信ページ
YouTube Live：https://www.youtube.com/watch?v=NN3CMtiHDHE

Periscope: https://twitter.com/lovelive_SIF

■14:00～15:00 【Aqours ユニット対抗戦 FINAL】
出演者：
【Aqours】
伊波杏樹（高海千歌役）、逢田梨香子（桜内梨子役）、諏訪ななか（松浦果南役）、
小宮有紗（黒澤ダイヤ役）、斉藤朱夏（渡辺曜役）、小林愛香（津島善子役）、

高槻かなこ（国木田花丸役）、鈴木愛奈（小原鞠莉役）、降幡 愛（黒澤ルビィ役）
▼配信ページ
YouTube Live：https://www.youtube.com/watch?v=bDgCh2HObNU

バンダイチャンネル：http://live.b-ch.com/sukufes08052
LINE LIVE：https://live.line.me/channels/91/upcoming/8991972
Periscope: https://twitter.com/lovelive_SIF

■16:00～17:30 【スクフェスシリーズ新情報発表会ステージ & 閉会式】
出演者：
【Aqours】
伊波杏樹（高海千歌役）、逢田梨香子（桜内梨子役）、諏訪ななか（松浦果南役）、
小宮有紗（黒澤ダイヤ役）、斉藤朱夏（渡辺 曜役）、小林愛香（津島善子役）、
高槻かなこ（国木田花丸役）、鈴木愛奈（小原鞠莉役）、降幡 愛（黒澤ルビィ役）
【μ’s】
新田恵海(高坂穂乃果役)、内田 彩(南ことり役)、徳井青空(矢澤にこ役)
【虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会】
大西亜玖璃（上原歩夢役）、相良茉優（中須かすみ役）、前田佳織里（桜坂しずく役）、
久保田未夢（朝香果林役）、村上奈津実（宮下 愛役）、鬼頭明里（近江彼方役）、
楠木ともり（優木せつ菜役）、指出毬亜（エマ・ヴェルデ役）、田中ちえ美（天王寺璃奈役）
▼配信ページ
YouTube Live：https://www.youtube.com/watch?v=y59fguBWxSA
バンダイチャンネル：http://live.b-ch.com/sukufes08053
LINE LIVE：https://live.line.me/channels/91/upcoming/8991990
Periscope: https://twitter.com/lovelive_SIF

イベント概要
「ラブライブ！」、「ラブライブ！サンシャイン!!」の楽曲で楽しめるリズムアクションゲーム「ラブライブ！スクールアイド
ルフェスティバル」のリアルイベント「スクフェス感謝祭」。今年のイベントは大阪・沼津・東京の全 3 都市、計 4 日間
開催され、過去最大規模のイベントとなります。

・2018 年 5 月 20 日（日）

大阪 【会場：インテックス大阪 6 号館 A、B ゾーン】（終了いたしました）

・2018 年 7 月 15 日（日）

沼津 【会場：プラサヴェルデ】（終了いたしました）

・2018 年 8 月 4 日（土）～8 月 5 日（日）

東京 【会場：東京ビッグサイト 東棟 7、8 ホール】

特設ページ情報
イベント特設ページでは、最新情報を随時お届けしております！
特設ページはコチラ⇒https://lovelive-sif.bushimo.jp/festival2018/

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
「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、ニコ生を行なうなど、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～3 月に TV アニメ 1 期、2014 年 4 月～6 月に TV アニメ 2 期をそれぞれ放送し、2015 年 6 月
13 日より公開された、完全新作劇場版「ラブライブ！The School Idol Movie」は観客動員数 200 万人超、興行収
入は 28 億円を突破する大ヒットとなりました。2016 年 3 月 31 日・4 月 1 日に東京ドームで μ's のファイナルワン
マンライブが開催されました。
▼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 4 月、電撃 Gʼs 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。そして、2016 年 7 月より TV アニメ 1 期が、2017 年 10 月より TV アニメ 2 期が放送され、2018
年 11 月 17 日、18 日には『ラブライブ！サンシャイン!!Aqours 4th LoveLive! ～Sailing to the Sunshine～』が東京
ドームにて開催されます。
さらに、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』
が全国の映画館にて公開されます。
(ラブライブ！公式ホームページ: http://www.lovelive-anime.jp/)

▼ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル ALL STARS とは

「ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル ALL STARS(スクスタ)」とは、「最強で最高のアイドルゲーム」をコンセプ
トとした 2018 年配信予定の新アプリ。μ's、Aqours、虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会の計 27 人のスクール
アイドルが登場するリズムアクション RPG です。
▼虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会とは
虹ヶ咲学園にある同好会の一つ。この同好会に所属するメンバーは、1 人 1 人が自分の夢を追いかけながら No.1
スクールアイドルを目指し、時にライバルとして、時に仲間として日々活動を行っています。
・虹ヶ咲学園とは？
台場地区にある私立高校。様々な分野で、世界に通用するスペシャリストを育成することを理念に掲げた教育機関
として、他の中学、高校には無い、専門的な学科が設けられている。生徒の自主性を重んじていて、比較的自由な
校風である。
・各ゲームメディアで活動中！
μ's や Aqours と違って WEB 上のゲームメディアで、9 人が 3 人ずつに分かれて「ファミ通 App」、「電撃オンライ
ン」、「スクフェス公式サイト」の 3 つの場所で活動をしています。
ランキング企画も毎月開催中です！ https://lovelive-as.bushimo.jp/vote/

■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：iOS8.0 以降、Android4.0 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
■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!!
©SUNRISE ©bushiroad All Rights Reserved.
※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。
【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/
・スクスタ公式ページ：https://lovelive-as.bushimo.jp/
・スクフェス公式ページ：https://lovelive-sif.bushimo.jp/

©KLabGames

【スクフェス公式 twitter】 @lovelive_SIF
【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：03-4500-4852 FAX：03-53480854 URL：http://bushiroad.com/
広報担当 ：中尾、小松

E-mail：press@bushiroad.com

