-INFORMATION -

2020 年 1 月 7 日
株式会社セガ エンタテインメント

セガ限定オリジナルグッズがもらえる!!

『ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル ALL STARS キャンペーン』
開催のお知らせ
実施期間：2020 年1 月11 日（土）～2020 年2 月16 日（日）

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、
「ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル ALL STARS」とコラボレーションした、
『ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル ALL STARS 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！スクールアイドルフェスティバル ALL STARS キャ
ンペーン
■期
間：2020 年1月11日（土）～2020 年2月16日（日）
■実 施 対 象 店 舗：全国のセガアミューズメント施設 190 店舗
※やわらかシロコッペ 秋葉原店含む。
※本キャンペーンはセガキャッチャーオンラインでの展開はございません。

■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、第1 弾「クリアファイル(全27 種)」、または第2 弾「ミニアートパネル
（全 9 種×3・ランダム）」がもらえます。
・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。
・コラボを記念して、Twitter 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、抽選で各 3 名さまにオリジナルグッズをプレゼントします。
※キャンペーンの詳細は公式HPをご確認ください。

【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 円投入でお好きなクリアファイルまたは、ミニアートパネルを 1 枚差し上げます。
第 1 弾：2020 年 1 月 11 日（土）～キャンペーン終了まで：「クリアファイル（全 27 種）」
第 2 弾：2020 年 1 月 25 日（土）～キャンペーン終了まで： 「ミニアートパネル（全 9 種×3・ランダム）」
※2020 年 1 月 25 日（土）からクリアファイルとミニアートパネルのいずれかからお選びいただけます。

■クリアファイル（全 27 種)
展開期間：2020 年 1 月 11 日（土）
～キャンペーン終了まで
※お好きなメンバーがお選びいただけます。

μ’s

Aqours

虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

▲クリアファイル（全27 種） 【サイズ】A4

■ミニアートパネル（全 9 種×3）
展開期間：2020 年 1 月 25 日（土）
～キャンペーン終了まで
第 2 弾より、クリアファイル・ミニアートパネルのいずれかをお選びいただけます！

μ’s

Aqours

虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

▲ミニアートパネル（全9 種×3・ランダム） 【サイズ】H 約80×W 約120mm

※メンバーはお選びいただけません。
※1 袋につきいずれかの絵柄 1 枚が入っています。グループごとに袋の色が異なります。
※クリアファイル、ミニアートパネルはなくなり次第、配布終了となります。あらかじめご了承ください。
※画像はイメージです。実物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！
※各景品の詳細はキャンペーン公式HPをご確認ください。

■うちわ風アクリルチャーム（全 9 種）

■ミニクッションストラップ（μ’s・Aqours・虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会）

μ’s
▲うちわ風アクリルチャーム（全9 種）
※UFO キャッチャー限定景品

Aqours

虹ヶ咲学園
スクールアイドル同好会

▲ミニクッションストラップ（μ’s・Aqours・虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会）
※UFO キャッチャー限定景品

※景品はなくなり次第、終了となります。
※画像はイメージです。実物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、対象店舗にご来店いただいた方に、「オリジナルポストカード」をプレゼントします。

※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。実物とは異なる場合がございます。
※やわらかシロコッペ秋葉原店は対象外となります。ご了承ください。

▲オリジナルポストカード
2020 年1 月11 日(土)から配布開始

【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各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＞
「クリアファイルコンプリートセット」 を抽選で3名さまにプレゼント
実施期間：2020年1月10日（金）～ 2020年1月16日（木）

μ’s

Aqours

虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

▲クリアファイルコンプリートセット（全27 種） 【サイズ】A4

＜第2弾＞
「ミニアートパネルコンプリートセット」 を抽選で3名さまにプレゼント
実施期間：2020年1月24日（金）～ 2020年1月30日（木）

μ’s

Aqours

虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

▲ミニアートパネルコンプリートセット（全9 種×3） 【サイズ】H 約80×W 約120mm

※当選者には2020年3月末頃に賞品発送予定です。
※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。

【やわらかシロコッペ 秋葉原店】
「やわらかシロコッペ 秋葉原店(セガ秋葉原 4 号館隣接)」もキャンペーンの対象店舗になりました！ご購入金額 500 円(税込)ごとで、お
好きなクリアファイルを 1 枚、またはミニアートパネル（ランダム）を 1 枚差し上げます。
※クリアファイルはお好きなメンバーがお選びいただけます。
※ミニアートパネルのメンバーはお選びいただけません。
※クリアファイル、ミニアートパネルはなくなり次第、配布終了となります。あらかじめご了承ください。
※「やわらかシロコッペ 秋葉原店」のみキャンペーン対象店舗となります。 他の店舗は対象外となりますので、ご了承ください。
※レシートの合算はできませんのでご了承ください。

≪キャンペーンに関する注意事項≫
※本キャンペーンはセガキャッチャーオンラインでの展開はございません。
※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・ご応募いただ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。

■セガコラボカフェ ラブライブ！シリーズ 9th ANNIVERSARY! feat.ラブライブ！フェスも開催中！
2019年12月21日（土）～ 2020年4月5日（日）の期間中、セガコラボカフェ秋葉原 3号館、セガコラボカフェスタンド各店舗におきまして、
『ラブライブ！シリーズ』とコラボレーションした『セガコラボカフェ ラブライブ！シリーズ 9th ANNIVERSARY! feat.ラブライブ！フェス』を実施
中です。詳細は、下記 URL よりご確認ください。
セガコラボカフェ ラブライブ！シリーズ 9th ANNIVERSARY! feat.ラブライブ！フェス
公式 HP ⇒ https://sega-collabocafe.com/top/lovelive-9th02.html

■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 ©SUNRISE ©bushiroad All
Rights Reserved. ©SEGA

・ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル ALL STARS キャンペーン
公式 HP ⇒ https://lovelive-as.sega-cp.com/
・「ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル ALL STARS」
公式 HP ⇒ https://lovelive-as.bushimo.jp/
・「ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル」
公式 HP： https://lovelive.bushimo.jp/

▲ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル ALL STARS
キャンペーン公式HP

・「ラブライブ！Official Web Site」
公式 HP ⇒ http://www.lovelive-anime.jp/

■お問合せ先
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：2020 年 1 月 7 日（火）～2020 年 4 月 30 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：鶴
TEL：03-6404-8588 / FAX：03-6404-8590
e-mail:se-pub@sega.com

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。

