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【ラブライブ！シリーズ バーチャルスクールアイドル新情報】 

『蓮ノ空女学院
はすのそらじょがくいん

スクールアイドルクラブ』のメンバー＆キャストを発表 

～4月リリース予定のアプリ「Link！Like
リ ン ク ラ イ ク

！ラブライブ！」の事前登録受付もスタート～ 
 

 

 

 

 

 

 
株式会社バンダイナムコフィルムワークス（代表取締役社長：

浅沼 誠）、株式会社バンダイナムコミュージックライブ（代表取

締役社長：垰 義孝）、株式会社オッドナンバー(代表取締役社

長:丸茂 雄大)は、ラブライブ！シリーズの新規プロジェクトと

して展開する、バーチャルスクールアイドル『蓮
はす

ノ
の

空女
そらじょ

学院
がくいん

スク

ールアイドルクラブ』に関する新情報を発表いたしました。 

 

本プロジェクトは、2023 年 4 月にリリース予定のスマート

フォン向けアプリ「Link！Like
リ ン ク ラ イ ク

！ラブライブ！」をメインに、メ

ンバーおよびメンバーを担当するキャストによる動画配信、雑

誌展開、楽曲 CD のリリース、ライブイベントなど、オールメデ

ィアでの展開を行います。 

 

スマートフォンアプリ「Link！Like！ラブライブ！」は、蓮ノ

空女学院のスクールアイドルたちの、ライブやトークの生配信、

育成カードゲームなど、多彩なコンテンツを総合的に楽しめ

る、新時代のオールメディア・スクールアイドル応援活動アプリ

です。 

 

今後のラブライブ！シリーズの新たな展開にご期待ください。 

 

■今回発表した情報 
1. 『蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』の新メインビジュアル 

2. 『蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』のメンバー、ユニット情報 

3. 『蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』のキャスト情報 

4. スマートフォンアプリ「Link！Like！ラブライブ！」最新情報 

5. 『蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』の音楽、ライブ情報 

2023年 2月 13日 

▲『蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』新メインビジュアル 
 



 

■『蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』 メンバー情報 

 
▲『蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』のメンバー 

 
▼『蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』メンバー 

◯日野下 花帆 （ひのした かほ） 

◯乙宗 梢 (おとむね こずえ) 

◯村野 さやか (むらの さやか) 

◯夕霧 綴理 (ゆうぎり つづり) 

◯大沢 瑠璃乃 （おおさわ るりの） 

◯藤島 慈 （ふじしま めぐみ） 

 

 

 



 

 

▲『蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』の各メンバーの紹介 

 

■『蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』 ユニット情報 
『蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』では、二人 1組の「ユニット」としても活動を行います。 

 
◯スリーズブーケ 

メンバー：日野下 花帆、乙宗 梢 

 
▲「スリーズブーケ」ロゴ 

 

◯DOLLCHESTRA（ドルケストラ） 

メンバー：村野 さやか、夕霧 綴理 

 
▲「DOLLCHESTRA」ロゴ 

 

◯みらくらぱーく！ 

メンバー：大沢 瑠璃乃、藤島 慈 

 
▲「みらくらぱーく！」ロゴ 



 

■『蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』 キャスト情報 

 
▲『蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』 キャスト 

左から菅 叶和、月音 こな、楡井 希実、花宮 初奈、野中 ここな、佐々木 琴子 

 

◯楡井 希実（にれい のぞみ） [日野下 花帆 役] 

◯花宮 初奈(はなみや にいな) [乙宗 梢 役] 

◯野中 ここな(のなか ここな) [村野 さやか 役] 

◯佐々木 琴子(ささき ことこ) [夕霧 綴理 役] 

◯菅 叶和(かん かんな) [大沢 瑠璃乃 役] 

◯月音 こな(つきね こな) [藤島 慈 役] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

■スマートフォンアプリ「Link！Like！ラブライブ！」最新情報 

 
▲「Link！Like！ラブライブ！」ロゴ 

 

▼「Link！Like！ラブライブ！」とは 

スマートフォンアプリ「Link！Like！ラブライブ！」は、蓮ノ空女学院のスクールアイドルたちの、ライブやトー

クの生配信、育成カードゲームなど、多彩なコンテンツを総合的に楽しめる、新時代のオールメディア・スクール

アイドル応援活動アプリです。2023年 4月のリリースを予定しております。 

 

「Link-Like O.S.」からラブライブ！の世界に"ログイン"して、主に 4つのコンテンツを楽しみながら、スクー

ルアイドルの「応援」ができます。 

 

▼主なアプリコンテンツ 

1. スクールアイドルステージ 

2. ストーリー 

3. With×MEETS 

4. Fes×LIVE 

 

1. スクールアイドルステージ 

新感覚の「ミュージカルカードゲーム」 

楽曲の流れにあわせてスキルを発動、うまくライブを盛り上げて、みんなの「ハート」をあつめよう！！

 
▲「Link！Like！ラブライブ！」スクールアイドルステージ 



 

2. ストーリー 

フルボイス＆フル 3Dで描かれる「活動記録」！煌めく青春を生きる少女たちの物語。 

 
▲「Link！Like！ラブライブ！」ストーリー 

 

3. With×MEETS 

スクールアイドルはトークも必修!?  

「With×MEETS！」は定期的な『蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』のメンバー生放送！ 

みんなと一緒に、スクールアイドルクラブ、日々奮闘中！ 

 
▲「Link！Like！ラブライブ！」With×MEETS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Fes×LIVE 

「Fes×LIVE！」は全国に“生”配信！メンバーたちの成果が結実する晴れ舞台！ 

画面の向こうで精一杯”いま”を輝くスクールアイドルたちに”リアルタイム”にエールを送って、応援しよう！ 

 
▲「Link！Like！ラブライブ！」Fes×LIVE 

 

 

▼「Link！Like！ラブライブ！」の公式サイトを開設し、事前登録キャンペーンをスタート 

2023 年 2 月 10 日(金)に「Link！Like！ラブライブ！」の公式サイトオープンし、事前登録キャンペーンを

スタートしました。事前登録キャンペーンは、「蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」の公式 Twitter のフォロー、

もしくは、公式 YouTube チャンネル登録で参加することができます。事前登録数に応じて、豪華なゲームアイ

テムをプレゼントとしてご用意しています。ぜひご参加ください。 

 
▲「Link！Like！ラブライブ！」事前登録キャンペーン 

 

 ・『蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』 公式サイト 

  https://www.lovelive-anime.jp/hasunosora/ 

 

 ・『蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』 公式 YouTubeチャンネル 

https://www.youtube.com/@lovelive_hasu 

 

 ・『蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』 公式 Twitter 

https://twitter.com/hasunosora_SIC 

https://www.lovelive-anime.jp/hasunosora/
https://www.lovelive-anime.jp/hasunosora/
https://www.youtube.com/@lovelive_hasu
https://www.youtube.com/@lovelive_hasu
https://twitter.com/hasunosora_SIC


 

■『蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』 音楽情報 
『蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』デビューミニアルバムの詳細情報と、ライブベントの開催を発表しまし

た！ 

 

▼『蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』 デビューミニアルバム「Dream Believers」 

 

発売日：2023年 3月 29日(水)                   

価格：￥2,420(10%税込) / ¥2,200(税抜) 

 

CD 

M1. Dream Believers 

M2. On your mark 

M3. 水彩世界 

M4. AWOKE 

M5. ド！ド！ド！ 

M6. 永遠の Euphoria 

 

初回生産特典 

・メンバーカード(全 6種のランダム 1種封入) 

・デビューミニアルバム発売記念イベント 現地参加チケ

ット抽選申込券（2023年 4月 21日@豊洲 PIT）  

・OPNEING LIVE EVENT チケット最速先行抽選申込

券(2023年 6月 4日＠パシフィコ横浜 国立大ホール) 

・アプリで利用できるシリアル 

 

※詳細は公式サイトをご確認ください 

 

▼『蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』 ライブイベント開催決定 

 

◯デビューミニアルバム発売記念イベント「Dream Believers」 

日程：2023年 4月 21日（金）  

会場：豊洲 PIT 

内容：トーク＋ライブ＋お見送り会 

 



 

 

◯『蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』 1stライブイベント 

「ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ OPENING LIVE EVENT～Bloom the Dream～」 

日程：2023年 6月 4日（日）  

会場：パシフィコ横浜 国立大ホール 

 

 
 

※ライブの詳細は公式サイトをご確認ください 

 

■『蓮
はす

ノ
の

空女
そらじょ

学院
がくいん

スクールアイドルクラブ』とは 

バーチャルだけどリアル。少女たちと「いま」を描く青春学園ドラマ、スタート！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スマートフォン向けアプリをメインに、メンバーおよびキャストによる動画配信、雑誌展開、楽曲 CD のリリース、

ライブイベントなど、オールメディアで展開する、バーチャルスクールアイドルプロジェクト。 

 

 

 

 

 

 

＜作品イントロダクション＞ 

 

石川県金沢市から奥まった場所で、蓮の花の咲く湖の傍らにある私立蓮ノ空女学院。 

創立 100年を越えるこの高校では、古くから引き継がれた伝統がいまも息づいている。 

 

変わらないものと変わっていくもの、 

旅立つものと遺されるもの。 

その中で煌めく青春
ト キ

を生きる 6人の少女たち。 

 

限りある時間の中で、精一杯に花咲こうともがく。 

これは、そんな彼女たちの「みんなで叶える物語
ス ク ー ル ア イ ド ル プ ロ ジ ェ ク ト

」―― 

 



 

■ラブライブ！シリーズとは 

  女子高校生が学校で活動するアイドル・“スクールアイドル”を通して夢を叶えていく姿を描くプロジェクト。「み

んなで叶える物語」をテーマに、オールメディアでの展開を行っています。 

  最初のシリーズとなる『ラブライブ！』を皮切りに、『ラブライブ！サンシャイン!!』、『ラブライブ！虹ヶ咲学園ス

クールアイドル同好会』、『ラブライブ！スーパースター!!』といった新たな作品を次々と展開し、メンバーのストー

リーを描いた TV アニメの放送や、メンバーを担当するキャストによるライブイベントの開催など、多岐にわたる

活動を行っています。 

 

  2023 年 1 月からは『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』のショートアニメ「にじよん あにめー

しょん」の放送が予定されているほか、同年に『ラブライブ！サンシャイン!!』のスピンオフプロジェクト「幻日のヨ

ハネ -SUNSHINE in the MIRROR-」のシリーズアニメが展開予定です。さらに『ラブライブ！スーパースタ

ー!!』は TVアニメ３期の制作が決定しています。 

 

★作品最新情報はこちらよりご確認ください 

■ラブライブ！シリーズ公式サイト： 

http://www.lovelive-anime.jp/ 

 

■ラブライブ！シリーズ公式 Twitter： 

  https://twitter.com/LoveLive_staff 

ハッシュタグ #lovelive 

 

■ラブライブ！シリーズ公式 YouTubeチャンネル： 

https://www.youtube.com/c/lovelive_series 

 

■ラブライブ！シリーズ公式 TikTok： 

https://www.tiktok.com/@lovelive_official 

 

 

＊プレスリリースの情報は発表時現在のものであり、発表後予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 

 

 

©プロジェクトラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ 
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