
   

 
  

                    

 

セガ限定オリジナルグッズがもらえる！！ 

『ラブライブ！サンシャイン!!サマーキャンペーン』開催のお知らせ 
実施期間：2018年7月14日（土）～2018年9月17日（月・祝） 

 
株式会社セガ エンタテインメントは、セガの対象店舗におきまして、 

アニメ『ラブライブ！サンシャイン!!』とコラボレーションした 

『ラブライブ！サンシャイン!!サマーキャンペーン』を実施いたします。 

 

【キャンぺーン概要】 

■キャンペーン名：ラブライブ！サンシャイン!!サマーキャンペーン 

■期     間： 2018 年7月14 日（土）～2018年9月17 日（月・祝） 

■実施対象店舗 ：全国のセガおよび AG スクエアのアミューズメント施設187店舗 

                  （セガキャッチャーオンライン含む） 

 

■キャンペーン内容： 

・全国のセガ対象店舗設置のUFOキャッチャーご利用金額に応じて、「クリアファイルvol.1(全10種)」または「アクリルスタンドパネル(全9

種・ランダム)」または「アクリルチャーム(全9 種・ランダム)」または「クリアファイル vol.2」と、携帯ポイント券がもらえます。 

・携帯ポイント券に記載されているシリアルナンバーを、応募専用サイトのマイページで入力すると、10ポイントで「B1ポスター(全9種から

お好きなキャラクター1 枚)」や 30 ポイントで「ハイパージャンボマルチクロス(全9 種からお好きなキャラクター1 点）」がもらえます。また、

2ポイント毎の応募で「ハイパージャンボマルチクロス(全9種からお好きなキャラクター1点)」（30ポイントでもらえるものと同一のもので

す）が抽選で 50 名さまに当たります。さらに、応募者全員に特製ツイッターアイコン＆ヘッダー画像をプレゼントします。 

・キャンペーン期間に合わせて、セガ限定のプライズ商品が UFO キャッチャー景品に登場します。また、キャンペーン実施店舗へ来店いただ

いた方に、ポストカードをプレゼントします。 

・コラボを記念して、リツイートキャンペーンを実施します。Twitter のセガ エンタテインメント公式アカウントをフォローし、対象ツイートをリツ

イートした方の中から抽選で3名さまに、オリジナルグッズをプレゼントします。 

・コラボを記念して、LINEキャンペーンを実施します。セガ エンタテインメント公式LINE を友だちに追加し、トークルームで「花丸ちゃん」と

話しかけていただいた方の中から、抽選で 3 名さまにオリジナルグッズをプレゼントします。 

 

※応募専用サイト※  

携帯ポイントを利用したプレゼントキャンペーンに参加するためには、まず「応募専用サイト」でマイページ登録をしていただきます。 

サイトに貯めたポイントに応じて、各種プレゼントへ応募することができます。 

※スマートフォンからのみ応募できます。 

 

【ラブライブ！サンシャイン!!×セガLINEスタンプ第3弾発売決定！】 

大好評の「ラブライブ！サンシャイン!!」と「セガ」がコラボレーションした 

「ラブライブ！サンシャイン!!×セガ LINE スタンプ第3 弾」発売が決定しました！ 

詳細は後日発表いたします。 

※デザインは変更になる可能性がございます。 

 

【UFOキャッチャー500円投入でもれなくもらえる！】 

UFO キャッチャー500 円投入で以下がもらえます。 

2018 年7 月14 日（土）～8 月3 日（金）：「クリアファイル vol.1」と「携帯ポイント 1pt」 

2018年6月29日 

株式会社セガ エンタテインメント 

-INFORMATION - 



   

2018 年8 月4 日（土）～8 月17 日（金）：「アクリルスタンドパネル引換券1/3」と「携帯ポイント 1pt」 

2018 年8 月18 日（土）～8 月31 日（金）：「アクリルチャーム引換券1/2」と「携帯ポイント 1pt」 

2018 年9 月1 日（土）～9 月17 日（月・祝）：「クリアファイル vol.2」と「携帯ポイント 1pt」 

※「アクリルスタンドパネル引換券1/3」を3 枚集めると、アクリルスタンドパネル 1 点と交換できます。 

※「アクリルチャーム引換券1/2」を 2 枚集めると、アクリルチャーム 1 点と交換できます。 

 

 

■クリアファイル vol.1（全10種） 展開期間：2018年7月14日(土)～2018年8月3日(金) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※クリアファイルの在庫がなくなった場合は、携帯ポイント券のみの配布となります。 

※クリアファイル、携帯ポイントともになくなり次第、配布終了です。予めご了承ください。 

※携帯ポイント券はクリアファイルの袋に同封されます。 

※画像はイメージです。実際の賞品とは異なる場合がございます。 

 

■アクリルスタンドパネル（全9種・ランダム） 展開期間：2018年8月4日(土)～2018年8月17日(金) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「アクリルスタンドパネル引換券1/3」を3枚集めていただくと、アクリルスタンドパネル1点(ランダム)と交換できます。 

※1袋につきいずれかのメンバーが入っています。1~3年生の学年ごとに袋の色が異なります。 

※「アクリルスタンドパネル引換券1/3」はクリアファイルvol.1・アクリルチャーム・クリアファイルvol.2の引き換えにはご利用になれません。 

※アクリルスタンドパネル・アクリルスタンドパネル引換券 1/3 の在庫がなくなった場合は、携帯ポイント券のみの配布となります。ただし、携帯ポイント券も数量限定です。予めご了承くださ

い。 

※画像はイメージです。実際の賞品とは異なる場合がございます。 

クリアファイル vol.1（全10種） ※UFOキャッチャー利用者限定 

アクリルスタンドパネル（全9種・ランダム） ※UFOキャッチャー利用者限定 



   

■アクリルチャーム（全9種・ランダム） 展開期間：2018年8月18日(土)～2018年8月31日(金) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「アクリルチャーム引換券1/2」を2枚集めていただくと、アクリルチャーム1点(ランダム)と交換できます。 

※1袋につきいずれかのメンバーが入っています。1~3年生の学年ごとに袋の色が異なります。 

※「アクリルチャーム引換券1/2」はクリアファイルvol.1・アクリルスタンドパネル・クリアファイルvol.2の引き換えにはご利用になれません。 

※アクリルチャーム・アクリルチャーム引換券1/2の在庫がなくなった場合は、携帯ポイント券のみの配布となります。ただし、携帯ポイント券も数量限定です。予めご了承ください。 

※画像はイメージです。実際の賞品とは異なる場合がございます。 

 

■クリアファイル vol.2 展開期間：2018年9月1日(土)～2018年9月17日(月・祝) 

 

 

 

 

 

 

 

 

※クリアファイルの在庫がなくなった場合は、携帯ポイント券のみの配布となります。 

※クリアファイル、携帯ポイントともになくなり次第、終了です。予めご了承ください。 

※携帯ポイント券はクリアファイルの袋に同封されます。 

※画像はイメージです。実際の賞品とは異なる場合がございます。 

 

【携帯ポイントを集めてあたる！もらえる！】 

UFO キャッチャーご利用金額に応じてもらえる携帯ポイント券に記載されているシリアルナンバーを、応募専用サイトのマイページで入

力してポイントを貯めると、プレゼントキャンペーンに応募できます。 

 

① ポイント応募すると必ずもらえる！限定オリジナルグッズ 

応募専用サイトで 10 ポイント貯めて応募すると、もれなく「B1ポスター(全9 種からお好きなキャラクター1 枚)」を、 

30 ポイントを貯めて応募すると、もれなく「ハイパージャンボマルチクロス(全9 種からお好きなキャラクター1 点)」をプレゼントします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B1ポスター（全9種） ハイパージャンボマルチクロス（全9種） 



   

② ポイント応募すると抽選で当たる！限定オリジナルグッズ 

応募専用サイトで2ポイント貯めて応募すると「ハイパージャンボマルチクロス（全9種からお好きなキャラクター1点）」を、抽選で50

名さまにプレゼントします。さらに、「特製ツイッターアイコン＆ヘッダー画像」を応募者全員にプレゼントします。 

※当選者には2018年12月頃に賞品を発送予定です。 

※賞品はなくなり次第、配布終了です。予めご了承ください。 

※こちらの商品は30ptでもれなくもらえる「ハイパージャンボマルチクロス（全9種）」と同じものです。 

※画像はイメージです。実際の賞品とは異なる場合がございます。 

 

【セガ限定オリジナルプライズ】  

期間中、全国のセガ対象店舗限定の UFO キャッチャー用景品が登場！セガでしか手に入らない描き下ろしイラストデザインです。 

 

展開期間：2018年7月14日（土）～ 

■ラブライブ！サンシャイン!! ミニクッションストラップvol.1(全9種) 

■ラブライブ！サンシャイン!! タンブラー(全9種) 

■ラブライブ！サンシャイン!! クッション(全1種) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展開期間：2018年8月4日（土）～ 

■ラブライブ！サンシャイン!! ミニクッションストラップvol.2（全10種） 

■ラブライブ！サンシャイン!! アクリルマルチスタンド（全9種） 

■ラブライブ！サンシャイン!! 花丸＆ソニックマフラータオル（全1種） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ラブライブ！サンシャイン!! ミニクッションストラップ vol.1（全9種） 

 ※UFOキャッチャー限定景品 

ラブライブ！サンシャイン!! タンブラー（全9種） 

 ※UFOキャッチャー限定景品 

ラブライブ！サンシャイン!! ミニクッションストラップ vol.2（全10種） 

 ※UFOキャッチャー限定景品 

ラブライブ！サンシャイン!! クッション ※UFOキャッチャー限定景品 

ラブライブ！サンシャイン!! アクリルマルチスタンド（全9種）  

※UFOキャッチャー限定景品 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

展開期間：2018年8月18日（土）～ 

■ラブライブ！サンシャイン!! ダイカットアクリルストラップ（全8種） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各種類とも数量に限りがあります。キャンペーン実施店舗ごとに在庫がなくなり次第、配布終了します。 

※画像はイメージです。実際の賞品とは異なる場合がございます。 

 

【期間中に来店のお客さまに先着でプレゼント！】  

期間中に対象店舗にご来店いただいた方に、「ポストカード」（全4 種）をプレゼントします。 

 

第1 弾：ポストカード(2 年生) 2018 年7 月14 日(土)から配布開始 

第2 弾：ポストカード(3 年生) 2018 年8 月4日(土)から配布開始 

第３弾：ポストカード(1 年生) 2018 年8 月18 日(土)から配布開始 

第４弾：ポストカード(全員集合) 2018 年9 月1 日(土)から配布開始 

※対象のセガのお店にご来店されたお客さまお1人につき1枚のみ、お渡しいたします。 

※各店舗なくなり次第、配布終了となります。 

※画像はイメージです。実際の賞品とは異なる場合がございます。 

 

【Twitterリツイートキャンペーン】 

セガ エンタテインメント公式Twitterをフォローしてから、対象ツイートをリツイートすると抽選で3名さまにオリジナルグッズをプレゼントします。 

 

＜第1弾＞ 

「オリジナルA3クリアポスター(2年生)」 抽選で3名さまにプレゼント 

応募期間：2018年7月13日（金）～ 2018年7月19日（木） 

＜第2弾＞ 

「オリジナルA3クリアポスター(3年生)」 抽選で3名さまにプレゼント 

応募期間：2018年8月3日（金）～ 2018年8月9日（木） 

＜第3弾＞ 

「オリジナルA3クリアポスター(1年生)」 抽選で3名さまにプレゼント 

応募期間：2018年8月17日（金）～ 2018年8月23日（木） 

 

 

ラブライブ！サンシャイン!! ダイカットアクリルストラップ（全8種） 

 ※UFOキャッチャー限定景品 

ラブライブ！サンシャイン!! 花丸＆ソニックマフラータオル  

※UFOキャッチャー限定景品 



   

【LINEキャンペーン】 

セガ エンタテインメント公式LINEと友達になり、キーワード「花丸ちゃん」とトーク画面で入力すると、抽選くじが送られてその場で当落がわか

ります。当選された3名さまに、オリジナルA3クリアポスターをプレゼントします。 

 

実施期間：2018年7月13日（金）～2018年7月19日（木） 

 

【津島 善子バースデイカード】  

7月13日(金)は、Aqoursメンバー津島 善子ちゃんの誕生日です。誕生日を記念して 

対象店舗にご来店いただいた方に、「津島 善子バースデイカード」をプレゼントします。 

※「津島 善子バースデイカード」は、なくなり次第、配布終了いたします。 

※2018年7月13日(金)からの配布を予定しておりますが、配布開始時間は店舗により異なります。 

 

【セガキャッチャーオンライン】  

セガキャッチャーオンラインでもキャンペーンに参加できるようになりました！ 

詳しくは下記のセガキャッチャーオンライン公式HPよりご確認ください。 

 

・セガキャッチャーオンライン 

公式HP ⇒ https://segacatcher.com/ 

 

≪キャンペーンに関する注意事項≫ 

※キャンペーンの内容は、予告無く変更または終了する場合がございます。  

※キャンペーンのご参加・ご応募頂いたグッズの発送は、日本国内にお住まいの方に限らせていただきます。 

 

■著作権表記 

©2017 プロジェクトラブライブ!サンシャイン!! ©SEGA 

 

・ラブライブ！サンシャイン!!サマーキャンペーン 

公式HP ⇒ http://lovelive-sunshine-sega.com/ 

 

・アニメ「ラブライブ！サンシャイン!!」 公式サイト 

公式HP ⇒ http://www.lovelive-anime.jp/uranohoshi/ 

 

■お問い合せ先 

ラブライブ！サンシャイン!!サマーキャンペーン 事務局 

TEL：0120-225-725 受付時間：10:00～17:00（土・日・祝日・年末年始は除く）  
※キャンペーン事務局開設期間：2018 年6月29 日（金）～2019 年1月31 日（木） 

 
 

 
－報道関係からのお問合せ先－ 
株式会社セガ エンタテインメント 

担当：吉野 
TEL：03-6404-8584 / FAX：03-6404-8587 
http://www.sega-entertainment.jp/ 

 
※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。 

▲キャンペーンサイトQR 

http://www.sega-entertainment.jp/

