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2019 年 10 月 25 日（金）～11 月 24 日（日）
ラブライブ︕スクールアイドルフェスティバル ～after school ACTIVITY～ Next Stage

『スクフェス AC コラボ西武線スタンプラリー』を開催‼
西武鉄道株式会社（本社：埼玉県所沢市、取締役社長：若林 久）は、株式会社スクウェア・エニックス（本
社︓東京都新宿区、代表取締役社長︓松田 洋祐）と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）が共同開発した『ラブライブ︕スクールアイドルフェスティバル ～after school ACTIVITY～ Next
Stage』とコラボレーションした「スクフェス AC コラボ西武線スタンプラリー」を、2019 年 10 月 25 日（金）から 11 月 24
日（日）まで実施します。
『ラブライブ︕スクールアイドルフェスティバル ～after school ACTIVITY～ Next Stage』と『西武鉄道』がコラボした
スタンプラリー。対象の 9 駅でスタンプをあつめて、キャンペーン対象ゲームセンターでオリジナルポストカードをゲットしましょ
う︕
詳細は、別紙のとおりです。
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【別紙】

スクフェス AC コラボ西武線スタンプラリー について

１．実施期間

2019 年 10 月 25 日（金） ～ 11 月 24 日（日）

２．実施時間

9︓30 ～ 17︓00

※スクフェス AC コラボ西武線スタンプラリー1 日フリーきっぷの発売時間は、9︓30 ～ 16︓00
３．実施内容
【STEP1】 「スクフェス AC コラボ西武線スタンプラリー1 日フリーきっぷ（スタンプラリーシート引換券付）」を、
西武線各駅（武蔵横手～西武秩父駅間、小竹向原駅、多摩川線各駅を除く）にて購入。

～ 「スクフェス AC コラボ西武線スタンプラリー1 日フリーきっぷ」の概要～
①発売期間︓2019 年 10 月 25 日（金）～11 月 24 日（日）
②発売時間︓9︓30 ～ 16︓00
※スタンプ設置時間と異なります。ご注意ください。
③発 売 駅︓西武線の各駅窓口（武蔵横手～西武秩父駅間、小竹向原駅、多摩川線各駅を除く）
④発売金額︓大人／1,000 円、小児／500 円
※スクフェス AC コラボ西武線スタンプラリー1 日フリーきっぷ 1 枚につき、
「ラリーシート引換券」1 枚をお渡しします。
スタンプ設置駅で「ラリーシート引換券」1 枚につき「ラリーシート」1 部にお引き換えします。
⑤有効期間︓発売当日限り
⑥有効区間︓西武線 1 日乗り降り自由（武蔵横手～西武秩父駅間、多摩川線を除く）
【STEP2】 スタンプポイント駅で「スタンプラリーシート引換券」を「スタンプラリーシート」に引き換え、スタンプを 6 駅分
以上押そう︕
■スタンプ設置駅とラリーシート引換駅
キャラクター名
駅名
設置場所
梨子
江古田駅
2 階／改札内 コンコース
ルビィ
豊島園駅
1 階／改札内
曜
稲荷山公園駅
1 階／北口 改札外
鞠莉
飯能駅
2 階／改札内 コンコース
ダイヤ
西武球場前駅
1 階／改札内 お客さまご案内カウンター横
花丸
本川越駅
1 階／改札内 のりこし精算機前
善子
国分寺駅
2 階／改札外 無人改札横
千歌
西武遊園地駅
1 階／北口 改札内
果南
玉川上水駅
2 階／改札内
※スタンプ設置時間は 9︓30 ～ 17︓00 です。
「スクフェス AC コラボ西武線スタンプラリー1 日フリーきっぷ」の発売時間とは異なります。ご注意ください。

※スタンプ設置駅には、上記のメンバーのスタンプが設置されます。
※スタンプ設置場所は、予告なく変更する場合があります。

【STEP3】 6 駅分以上押したラリーシートをもってキャンペーン開催店舗に行き、『スクフェス AC Next Stage』を
プレイしてオリジナルポストカード（達成賞）をもらおう︕
■達成賞︓スクフェス AC Next Stage 西武線スタンプラリーオリジナルポストカード 1 枚（全 9 種）

※メンバーは指定して交換することが可能です。
※店舗ごとに在庫状況が異なります。各種無くなり次第配布終了となります。ご注意ください。
※交換にはプレイ前に「スクフェス AC Next Stage カスタマイズサイト」への登録が必要です。
※スタンプ設置駅での、達成賞の引換えはありません。
■キャンペーン開催店舗
池袋
ラウンドワン池袋店
池袋
タイトーステーション 池袋西口店
池袋
セガ池袋ギーゴ
池袋
AM サントロペ池袋
池袋
アドアーズサンシャイン
池袋
プラサカプコン池袋
高田馬場 タイトーステーション BIGBOX
高田馬場店
所沢
タイトーステーション 所沢店

新宿
新宿
新宿
新宿
新宿
国分寺
国分寺

タイトーステーション 新宿南口ゲームワールド店
タイトーステーション 新宿東口店
新宿スポーツランド本館
クラブセガ新宿西口店
タイトーステーション 新宿西口店
ゲームシティ国分寺南店
タイトーステーション 国分寺店

本川越 モナコ川越店
本川越 埼玉レジャーランド川越店
※スタンプ設置駅での達成賞の引換えはありません。ご注意ください。

＜キャンペーンについての詳細はこちら＞
スクフェス AC Next Stage 公式ホームページ
http://www.lovelive-sifacns.jp/information/2019/10/18/000108.html
４．その他
各施策のスケジュールや内容につきましては、現時点での予定であり変更となる場合がございます。
予めご了承ください。

＜参考＞
▼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 アニメが放送され、2017 年 2 月 25 日、26 日に横浜アリーナで Aqours 初のワンマンライブ
『Aqours First LoveLive!～Step! ZERO to ONE～』が開催されました。2017 年 8 月 5 日からは『ラブライブ︕サ
ンシャイン!!Aqours 2nd LoveLive! HAPPY PARTY TRAIN TOUR』が開催され、9 月 29 日、30 日にメットライフ
ドーム（旧︓西武プリンスドーム）にてツアーファイナル公演が行われました。2017 年 10 月より TV アニメ 2 期が放送さ
れました。11 月 17 日、18 日には東京ドームにて『ラブライブ︕サンシャイン!!Aqours 4th LoveLive! ～Sailing to
the Sunshine～』が開催され、2019 年 1 月 4 日より完全新作劇場版が公開されました。
(ラブライブ︕公式ホームページ: http://www.lovelive-anime.jp/)
◇スタンプラリー達成賞の在庫等に関するお問合せ先
上記記載のキャンペーン開催店舗に直接お問合せください。
◇スタンプラリーに関するお客さまのお問合せ先
西武鉄道お客さまセンター TEL.(04)2996-2888
音声ガイダンスのご案内により、メニューをお選びください。
［営業時間︓平日 9 時～19 時 土休日 9 時～17 時］

以 上

