
 

ニュースリリース 

2020年 4月 28日 

Happy Elements 株式会社 

 

おかげさまで『あんさんぶるスターズ！！』5周年！ 

5周年記念キャンペーンやスカウトを実施！ 

キャラクター51 人歌唱での特別楽曲も配信！ 

 

 ゲームの企画・開発・運営事業を展開する Happy Elements 株式会社 (本社:東京都港区、代表取締役：新

井 元基) のカカリアスタジオ（京都市）は、本日 4月 28日にスマートフォン向けゲームアプリ『あんさん

ぶるスターズ！！』が 5周年を迎えたことを記念し、各種キャンペーンを実施するほか、登場アイドル 51名

が全員で歌唱する 5周年特別楽曲『Walk with your smile』を配信いたします。 

 

 
 

 2015年の 4月 28日にスタートした『あんさんぶるスターズ！』は、ユーザーの皆様に支えられ、本日

2020年 4月 28日をもって 5年目をを迎えることができました。アプリ内では日頃の応援に感謝し、5 周年を

お祝いする様々なキャンペーンを開催いたします。続く以下部分では、5周年記念キャンペーンの共通テー

マと、プレイスタイルによって選べる 2つのアプリ『あんさんぶるスターズ！！Basic』『あんさんぶるスタ

ーズ！！Music』の各企画の概要をお伝えいたします。 

 

◾■5 周年のテーマは『SMILE（スマイル）』 

 より輝きを増すアイドルたちと、笑顔いっぱいの日々を歩んでいけるようにとの願いから、『SMILE』を合

言葉に盛りだくさんのアニバーサリー企画をお届け致します。アイドルたちからのお祝いメッセージも届い

ておりますので、ぜひ遊んでくださいね！ 

 

 恒例となる全アイドルのアニバーサリー衣装の公開もスタートしています。5年目の今年は、所属事務所

ごとの特別ビジュアルとムービーで全 4回にわたってお届け致します。 

第 1弾として『スターメイカープロダクション』（略称スタプロ）のビジュアルをご覧いただける 5周年記

念ムービーを下記 URL にて公開いたしました。 

 

『あんさんぶるスターズ！！5周年記念ムービー 第 1弾（STARMAKER PRODUCTION）』 

https://youtu.be/IvY7xfUqwT4 

 

 

 

https://youtu.be/IvY7xfUqwT4


■5 周年記念キャンペーン実施！ 

『あんさんぶるスターズ！！Basic』『あんさんぶるスターズ！！Music』両方のアプリで特別なキャンペー

ンを開催します！ 

 

※両アプリ共通となる企画のほか、ゲームシステム自体の違いにより『Basic』または『Music』個別実施と

なる企画があるため、企画タイトルの末尾の（）内にて対象アプリを記載しています。 

 

①5 周年記念ログインボーナス【スタプロ編】（Basic／Music） 

 
 4/28から 5/14にかけて実施するログインボーナスです。スタプロ所属のアイドルたちからの 5周年記念

ボイスのほか、ダイヤや育成アイテムなどを毎日日替わりでご用意しています。 

 

 ※ログインボーナス内容は各日で日替わりとなります。ログインが無かった日のログインボーナスを後日

まとめて受け取ることはできませんのでご注意ください。 

 

 

② Walk with your smile キャンペーン（Basic／Music） 

 
 4/28から 5/14の期間中に日替わりのミッションをクリアして『SMILEコイン』を集めると、豪華ボーナス

と交換することができます。 



SMILEコインで交換できるボーナスには、『Basic』ではレインボーピース、『Music』では MV用の衣装など

をご用意。ミッションを通して、アイドルたちと一緒に歩んだ笑顔の日々を振り返りましょう。 

 

※Music のみ不具合により、ミッションの開催期間が変更になっております。 

Musicミッション開催期間：2020年 4月 29日 00:00 ~ 2020 年 5月 14日 24:00 

 

 

③ フェスプロデュース『Walk with your smile コース』毎日追加キャンペーン（Basic） 

 
 4/28から 5/14にかけて、期間限定のフェスプロデュースコース『Walk with your smile コース』が毎日

追加！ 

 毎日 1 コース追加され、全部で 16 コースとなる『Walk with your smile コース』は、どのコースもステ

ータスピースのドロップ率がアップしているほか、コースごとに決まった思い出の楽曲を各ユニットが振り

返るミニトークも発生します♪ 

 

 

④ 5 周年記念楽曲『Walk with your smile』追加ライブフェス（Music） 

 
 4/29から 5周年記念楽曲『Walk with your smile』がリズムゲーム楽曲に追加！  



 全 51 人の全てのアイドルを好きなポジションに編成することができ、どのアイドルも自分の編成位置に対

応した歌詞パートで歌唱する歌い分け』対応楽曲となっています。ユニットに編成したアイドルの歌声を楽

しむことができます♪  

 そして楽曲追加から 5/14までの期間中は『Walk with your smile』追加に伴うライブフェスも開催！  

期間中は各ユニットの思い出の楽曲ピックアップ。ピックアップ楽曲はピースのドロップ率がアップするほ

か、クリア後に楽曲についてのミニトークが発生します。 

 

※Music の不具合により開催期間を変更しております。 

開催期間：2020年 4月 29日 00:00 ~ 2020 年 5 月 14日 24:00 

 

 

⑤ 事務所別スカウト第 1弾！【スタプロ編】（Basic／Music） 

 
 4/28〜5/19の期間限定で、スタプロ所属のアイドルのみが登場する 5周年記念スカウト第 1弾を開催。5

周年記念イラストによる『5周年限定カード』が出やすいスカウトとなっています。10連スカウトは、5周

年限定カードが 2枚以上確定！ 

 

 ※当該スカウトでは開催期間内を 3つに区分し、期間によって 5周年限定カードとして登場するアイドル

が異なります。アイドルごとの登場期間についてはアプリ内に記載された開催日程をご確認ください。ま

た、5周年限定カードのレアリティはいずれも「★4」となります。 

 

 

⑥ ありがとう 5周年！無料 10連スカウト（Basic／Music） 



 
 5周年の感謝を込めて、10連スカウトを無料で開催！ 

 4/28から 5/15までのキャンペーン期間中に一度でもログインすると、期間内で初めてログインした日に

は『ありがとう 5周年！10連スカウトチケット』がもらえます。 

 

 

⑦ 毎日「！」ストーリー公開キャンペーン（Basic） 

 
 「！」がまだ 1つだった頃の、延べ 200以上のイベントおよびスカウトの期間限定ストーリーを毎日日替

わりで全話公開！ 今こそ全ストーリー読破し、約 5年間に及ぶ『あんさんぶるスターズ！』の軌跡をとも

に歩いてください！！ 

 

 

⑧「！」イベント衣装 MV衣装化投票（Music） 



 
 思い出のあの衣装が、リズムゲームや MVで着せ替え可能に！！ 

 

 「！」時代にイベントで登場した各ユニットの衣装が、投票で 3D化される夢の企画！ 投票は各ユニット

ごとに行われ、どのユニットもそれぞれ投票で 1 位に選ばれた衣装が MV衣装になります。 

MV衣装の投票券は、アプリ内で開催されるミッションをクリアすると獲得することができます。 

 

 

⑨ 『オフィス』に新機能＆記念新アイテム登場！！（Music） 

 



 
 オフィス内でアイドルたちが言葉を交わす『コミュ』が発生するようになりました！ ！ アイドルたち

のプライベートな一幕が見られるかもしれません♪ 

 

 また、オフィス内に設置できる 5 周年記念アイテム「SMILE アニバーサリーシリーズ」が新入荷！ 期間

内は SALE 価格でご購入いただけます。 

 

⑩ 誕生日キャンペーンリニューアル（Basic／Music） 

 
 5周年目にふさわしいお祝いができるように、アイドルの誕生日キャンペーンをリニューアル。リニュー

アル後、最初に誕生日を迎えるのは 4/30生まれの遊木 真です！ 

 新しい誕生日キャンペーンでは、アイドルへのプレゼントを集めてルーム衣装や誕生日ボイスを入手する

ことができます。楽しみにお待ち下さい！ 

 

⑪ 5 周年記念パック第一弾販売（Basic／Music） 



 
 5周年を記念して、スマイル間違いなしのお得なパックを発売！ おまけダイヤが大幅に増量され、さら

に育成素材もセットになった、お一人様につき一回のみ購入可能な限定セットです。 

 

 

名称・価格 セット内容 

5 周年記念 SMILE セット 第 1弾 

（120 円） 

ダイヤ×36（有償ダイヤ×12 無償ダイヤ×24） 

ステータスピース（小）各色×30 

ステータスピース（中）各色×5 

ステータスピース（大）各色×2 

育成チケット（小）×50 

育成チケット（中）×30 

育成チケット（大）×10 

 

 

 

名称 内容 

5周年記念 BIG SMILE セット 第 1弾 

（10000 円） 

ダイヤ×2000（有償ダイヤ×1000 無償ダイヤ×1000） 

ステータスピース（小）各色×250 

ステータスピース（中）各色×100 

ステータスピース（大）各色×15 

育成チケット（小）×100 



育成チケット（中）×50 

育成チケット（大）×30 

Basic サイリウム×15 

 

 より詳細な内容は 5 周年特設サイトよりご確認ください。 

 

■5 周年特別楽曲『Walk with your smile』 

 
 登場アイドル 51人からなる『ES オールスターズ』が歌唱する 5周年記念楽曲『Walk with your smile』

の MVを公開中。さらに、4月 28日 24時より各音楽配信サイトより配信が決定！ぜひこの機会に聴いてみて

くださいね！ 

 

5周年記念楽曲「Walk with your smile」- SPECIAL MV - 

https://youtu.be/byuUZoMAeiw 

 

楽曲配信サイト（抜粋）： 

iTunes Store 、amazon music 、Google Play Music 、more、レコチョク 

 

 

■さいごに 

 ここまで『あんさんぶるスターズ！！』Basic＆Musicの 5周年記念に関する第一弾情報をお届け致しまし

たが、これらは 5周年記念の企画の「第 1弾」となります。残る 3事務所のアイドルたちの 5周年記念ビジ

ュアルをはじめ、まだまだ今後の発表を待っている企画が目白押しの『あんスタ』5 周年 Yearをよろしくお

願い致します。 

 

【5周年特設サイト 第 1弾】 

https://ensemble-stars.jp/5th/1st/ 

 

 5周年を迎え、まだまだ広がっていく『あんさんぶるスターズ！！』をこれからもよろしくお願いしま

す！！ 

https://youtu.be/byuUZoMAeiw
https://ensemble-stars.jp/5th/1st/


 
 

 

■アプリ情報 

タイトル あんさんぶるスターズ！！Basic 

ジャンル 男子アイドル育成プロデュースゲーム 

料金 基本プレイ無料、アイテム課金制 

対応 OS iOS/Android 

App Store https://itunes.apple.com/jp/app/id963073142 

Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.happyelements.boys&hl=ja 

公式サイト https://ensemble-stars.jp/ 

Twitter 公式 ＠enstars_basic 

 

■アプリ情報 

タイトル あんさんぶるスターズ！！Music 

ジャンル 男子アイドル育成リズムゲーム 

料金 基本プレイ無料、アイテム課金制 

対応 OS iOS/Android 

App Store https://itunes.apple.com/jp/app/id1494428618 

Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.happyelements.boysm&hl=ja 

公式サイト https://ensemble-stars.jp/ 

Twitter 公式 ＠enstars_music 

 

■ Happy Elements 株式会社について 

 Happy Elements 株式会社は、北京に本社を置く Happy Elements LTD.の日本法人です。スマートフォン向

けゲームの開発・運営を行っており、メルクストーリア、あんさんぶるスターズ！、ラストピリオドなどの

タイトルを展開しております。 
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	■アプリ情報
	■アプリ情報

