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★PRESS RELEASE★
ブシモ「ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル」

Aqours 黒澤ルビィ誕生日記念キャンペーン
開催のお知らせ
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）は、
KLab 株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：森田英克）と共同開発
いたしましたスマートフォン向けアプリ『ラブライブ！スクールアイドルフェ
スティバル』(以下、スクフェス) において、Aqours 黒澤ルビィ誕生日記念キ
ャンペーンの開催をお知らせいたします。是非貴社の媒体にてお取り扱い頂き
ますようお願い申し上げます。

スクフェスでは、Aqours メンバーの誕生日をお祝いしたキャンペーンを実施
いたします！
今回のメンバーは黒澤ルビィちゃんです。
9/21 のお誕生日当日の特別ログインボーナスではラブカストーンに加え、お
誕生日を記念した特別な各種誕生日記念アイテムをプレゼント！
また、Aqours では特別な 2 種類の BOX 勧誘とお誕生日を記念したセット商
品が 7 日間限定で登場いたしますのでお楽しみに！

特別なログインボーナス実施！
ルビィちゃんのお誕生日をお祝いして、お誕生日当日にスクフェスにログイン

してくださった皆様に「ラブカストーン 5 個」や「お誕生日記念称号」、さら
に「お誕生日記念 UR 部員」をプレゼントいたします！

バースデーサプライズ！BOX 勧誘～ルビィちゃん～登場！

2020 年お誕生日限定衣装の UR 部員 1 枚が確定で BOX に入っている、ルビ
ィちゃんだけが登場する限定 BOX 勧誘を実施いたします！
【期間】
9/15 0:00 から 9/21 23:59 まで
【内容】
勧誘可能な部員(全 100 枚)
・限定 UR：1 枚
2020 年お誕生日限定衣装の UR 黒澤ルビィが登場します。
※限定 UR の部員は覚醒済・スクールアイドルスキルスロット 4 つの状態で排
出されます。
・SSR：4 枚
・SR：15 枚
・R：80 枚
※詳細は開催期間中に「勧誘」画面内の「詳細」をご覧ください。
【注意事項】
・本勧誘はリセットができません。
・限定 UR 部員は、下記勧誘からのみ排出されます。
※再登場の時は改めてお知らせいたします。
バースデーサプライズ！BOX 勧誘～ルビィちゃん～
[ルビィちゃん]誕生日記念 BOX 勧誘
ルビィちゃん UR1 枚以上確定 SR 以上 11 連勧誘

・本勧誘は特待生ボーナスの対象となります。
・本勧誘での 11 連勧誘は MAX アップジュエルの獲得対象となります。

[ルビィちゃん]誕生日記念 BOX 勧誘登場！

2019 年から 2020 年までに勧誘に登場したお誕生日衣装の UR 部員いずれ
か 1 枚がランダムで BOX に入っている、ルビィちゃんだけが登場する限定
BOX 勧誘を実施いたします！
【期間】
9/15 0:00 から 9/21 23:59 まで
【内容】
勧誘可能な部員(全 100 枚)
・限定 UR：1 枚
2019 年から 2020 年までに勧誘に登場したお誕生日限定衣装の UR 黒澤ル
ビィがランダムで登場します。
※限定 UR の部員は覚醒済・スクールアイドルスキルスロット 4 つの状態で排
出されます。
・SSR：4 枚
・SR：15 枚
・R：80 枚
※詳細は開催期間中に「勧誘」画面内の「詳細」をご覧ください。
【注意事項】
・BOX は任意のタイミングでリセットできます。また、BOX 内の部員をすべ
て獲得すると BOX は自動的にリセットされます。
・リセットを行うことで、各種確率、残り枚数は初期状態に戻ります。
・2020 年お誕生日限定衣装の UR 部員は、下記勧誘からのみ排出されます。
※再登場の時は改めてお知らせいたします。
バースデーサプライズ！BOX 勧誘～ルビィちゃん～
[ルビィちゃん]誕生日記念 BOX 勧誘

ルビィちゃん UR1 枚以上確定 SR 以上 11 連勧誘
・本勧誘は特待生ボーナスの対象となります。
・本勧誘での 11 連勧誘は MAX アップジュエルの獲得対象となります。

ルビィちゃんハッピーバースデーセット登場！

ショップに 7 日間限定で「ルビィちゃんハッピーバースデーセット」が登場！
期間限定なので、お見逃しなく♪
【販売セット一覧】
ルビィちゃんハッピーバースデーセット
販売期間：9/15 0:00 から 9/21 23:59 まで
販売価格：3060 円
購入可能回数：おひとり様 1 回まで
セット内容：
・[ルビィちゃん限定]UR1 枚以上確定 SR 以上 11 連勧誘チケット (1 枚)
・[おまけ]SR しいたけ (5 匹)
・[おまけ]SR 以上特技サポート勧誘チケット (2 枚)
【セット内容のアイテムについて】
・[ルビィちゃん限定]UR1 枚以上確定 SR 以上 11 連勧誘チケット
『ルビィちゃん UR1 枚以上確定 SR 以上 11 連勧誘』でご利用頂けるチケッ
トです。
他のセット内容のアイテムの詳細に関してはヘルプをご確認ください。
【注意事項】
・商品は各決済方法でのみご購入頂けます。
・購入した有償アイテムは直接付与されます。おまけのアイテムはプレゼント
ボックスから受け取れます。
・価格は販売開始時の価格です。為替レート変動に伴い今後変更となる可能性
もありますのでご了承ください。

ルビィちゃん UR1 枚以上確定 SR 以上 11 連勧誘登場！
ルビィちゃんハッピーバースデーセットに含まれる「[ルビィちゃん限定]UR1
枚以上確定 SR 以上 11 連勧誘チケット」を使うことにより勧誘することがで
きる「ルビィちゃん UR1 枚以上確定 SR 以上 11 連勧誘」が登場！
【注目の部員】
2019 年から 2020 年までに勧誘に登場したお誕生日衣装の UR 黒澤ルビィ
※詳細は開催期間中にセットの詳細をご覧ください。
【注意事項】
・レアリティ別提供割合は以下の通りで、通常の勧誘とは異なります。
UR5%、SSR20%、SR75%
・ラインナップを更新する場合は事前に告知をさせて頂きます。
・[ルビィちゃん限定]UR1 枚以上確定 SR 以上 11 連勧誘チケット 1 枚につ
き 11 連勧誘が 1 回できます。
・本勧誘は特待生ボーナスの対象外となります。
・本勧誘での 11 連勧誘は MAX アップジュエルの獲得対象となります。

ルビィちゃんお誕生日限定課題登場！
お誕生日メンバーのソロ曲をプレイすることでラブカストーンがもらえる課題
が登場！
期間限定なので、ぜひこの機会にプレイしてみてくださいね♪
【期間】
9/15 0:00 から 9/21 23:59 まで
※詳細は期間内に「課題」からご確認ください。

ルビィちゃんの記念称号と部員をシール SHOP にて再配信！
過去にログインボーナスとして配信されたお誕生日記念称号とお誕生日記念
UR 部員をシール SHOP にて再配信いたします！
期間限定なので、ぜひこの機会にゲットしてみてくださいね♪
■お誕生日記念称号■
・ルビィちゃんお誕生日おめでとう！（2018 年 記念称号）
・ルビィちゃん HAPPY BIRTHDAY！（2019 年 記念称号）
■お誕生日記念 UR 部員■
・【次までがんばルビィ♪】UR 黒澤ルビィ(覚醒済)

【期間】
9/21 0:00 から 23:59 まで
【注意事項】
※既に対象の称号を手に入れている方は獲得することはできません。
※2020/9/21 のログインボーナスで獲得できるアイテムとは異なります。
※交換に関する詳細はゲーム内のシール SHOP よりご確認ください。

今後とも「ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル」をどうぞよろしく
お願いいたします。
▼「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 2 月、電撃 G’s 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。2016 年 7 月より TV アニ
メ 1 期、
2017 年 10 月より TV アニメ 2 期を放送、2019 年 1 月 4 日より完全新作
劇場版「ラブ
ライブ！サンシャイン!!The School Idol Movie Over the Rainbow」を公開
しま
した。ライブイベントも精力的に行っており、2018 年 11 月には東京ドーム
2DAYS
でのワンマンライブを開催、同年末には「第 69 回 NHK 紅白歌合戦」に出演
し、2019 年 3 月〜4 月にかけてはラブライブ！シリーズ初となるアジアツ
アーを開催しました。
また、2020 年 1 月 18 日・19 日に開催された「LoveLive! Series 9th
Anniversary ラブライブ！フェス」に、同プロジェクトに登場するスクールア
イドルユニット「Saint Snow」とともに参加しました。
今年の 2 月からは、ユニットによる初のワンマンライブツアーを開催しました。
(ラブライブ！シリーズ公式ホームページ: http://www.lovelive-anime.jp/)
■タイトル：ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル
■プラットフォーム：ブシモ
■開発：KLab 株式会社

■対応 OS：iOS11.0 以降、Android6.0 以降（一部機種を除く）
■ジャンル：リズムアクション＆アドベンチャー
■プレイ料金：アイテム課金制
【ダウンロード URL】
iOS：https://itunes.apple.com/jp/app/id626776655
Android：
https://play.google.com/store/apps/details?id=klb.android.lovelive
【スクフェス関連公式ページ】
・スクフェスポータルサイト：https://lovelive.bushimo.jp/
・スクフェス公式ページ：https://lovelive-sif.bushimo.jp/
【スクフェス公式 twitter】

@lovelive_SIF

■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 ©bushiroad
※ご紹介いただく際は、権利表記として上記の記入をお願いします。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社ブシロード
〒164-0011 東京都中野区中央 1-38-1 住友中野坂上ビル 2 階
TEL：03-5348-0852 FAX：03-5348-0854 URL：
http://bushiroad.com/
広報担当 ：宮﨑・瀨川

