報道者各位
2021 年 11 月 29 日
株式会社ブシロード
★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」

祝！全世界ユーザー数 5200 万人突破記念キャンペーン
第１弾開催のお知らせ
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、祝！全世界ユーザー数 5200 万人突破記念キャンペーン第１弾
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。

祝！全世界ユーザー数 5200 万人突破記念キャンペーンを実施いたします！

特別なログインボーナスを開催
期間中ログインしてくださったみなさまに、アイテムをプレゼントいたします。
祝！全世界ユーザー数 5200 万人突破記念ログインボーナス 第 1 弾
■期間
12/1 0:00 から 12/7 23:59 まで
■内容

1 日目：全世界 5200 万人突破記念勧誘チケット ×1
2 日目：SR 以上特技サポート勧誘チケット ×1
3 日目：シュガーポット[LP50%] ×2
4 日目：S シール ×1
5 日目：補助チケット ×1
6 日目：シュガーポット[LP100%] ×1
7 日目：ラブカストーン ×1
■全世界 5200 万人突破記念勧誘チケットについて
『全世界 5200 万人突破記念チケット勧誘〜μ's〜』『全世界 5200 万人突破記念チ
ケット勧誘〜Aqours〜』でご利用頂けるチケットです。
※勧誘チケットについては入手後にアイテム一覧をご確認ください。

スクフェス PASS プレミアム専用 ピックアップブースト勧誘プレミアム〜Aqours〜
スクフェス PASS プレミアムを所持しているお客様限定で、対象から 1 人を指定し、
勧誘での出現確率をアップさせることができる、「スクフェス PASS プレミアム専用
ピックアップブースト勧誘」が登場！
■期間
12/1 0:00 から 12/15 23:59 まで
■注意事項
・本勧誘では、11 連限定勧誘スタンプカードの 5・10 個目で「5 周年ピックアップ
UR 確定勧誘チケット～Aqours〜」1 枚を獲得できます。
・「5 周年ピックアップ UR 確定勧誘チケット～Aqours〜」1 枚につき「5 周年ピッ
クアップ UR 確定チケット勧誘〜Aqours〜」を 1 回行えます。
・その他の詳細は、期間中に「勧誘」画面内の「詳細」でご確認ください。
■「5 周年ピックアップ UR 確定チケット勧誘～Aqours〜」について
・上記期間中に「スクフェス PASS プレミアム専用 ピックアップブースト勧誘プレミ
アム〜Aqours〜」のピックアップブースト選択対象である UR 部員のみが登場しま
す。
・特待生ボーナスの対象外です。
・MAX アップジュエルの獲得対象外です。
・その他の詳細は、期間中に「勧誘」画面内の「詳細」でご確認ください。

スクフェス PASS プレミアム専用 ピックアップブースト勧誘プレミアム〜μ's〜
スクフェス PASS プレミアムを所持しているお客様限定で、対象から 1 人を指定し、

勧誘での出現確率をアップさせることができる、「スクフェス PASS プレミアム専用
ピックアップブースト勧誘」が登場！
■期間
12/16 0:00 から 12/31 23:59 まで
■注意事項
・本勧誘では、11 連限定勧誘スタンプカードの 5・10 個目で「5 周年ピックアップ
UR 確定勧誘チケット～μ's〜」1 枚を獲得できます。
・「5 周年ピックアップ UR 確定勧誘チケット～μ's〜」1 枚につき「5 周年ピックア
ップ UR 確定チケット勧誘〜μ's〜」を 1 回行えます。
・その他の詳細は、期間中に「勧誘」画面内の「詳細」でご確認ください。
■「5 周年ピックアップ UR 確定チケット勧誘～μ's〜」について
・上記期間中に「スクフェス PASS プレミアム専用 ピックアップブースト勧誘プレミ
アム〜μ's〜」のピックアップブースト選択対象である UR 部員のみが登場します。
・特待生ボーナスの対象外です。
・MAX アップジュエルの獲得対象外です。
・その他の詳細は、期間中に「勧誘」画面内の「詳細」でご確認ください。

5200 万記念！SR 以上確定勧誘〜Aqours〜

サイン入り部員がラインナップされている記念勧誘が登場！
本勧誘では、11 連限定勧誘スタンプカードの 5・10 個目で「祝 5200 万！UR 部員
交換チケット〜Aqours〜」1 枚を獲得できます！
「祝 5200 万！UR 部員交換チケット〜Aqours〜」を使用すると、「2020/7/20
〜2021/6/20 までに Aqours の特待生勧誘で登場した UR 部員」や「スクフェス
5・6・7 周年記念衣装の UR 部員」などから好きな部員 1 人を選び、交換できます。
この機会をお見逃しなく！
※「祝 5200 万！UR 部員交換チケット〜Aqours〜」で交換できる部員はサインな
し部員です。あらかじめご了承ください。

■期間
11/30 16:00 から 12/7 23:59 まで
■注意事項
・詳しくは期間中に「勧誘」画面内の「詳細」でご確認ください。

新規楽曲配信
■期間
11/30 16:00 から 12/31 14:59 まで
■配信楽曲
Starlight Prologue
■難易度
EASY/NORMAL/HARD/EXPERT

過去に配信された楽曲を特別楽曲で配信
■期間
11/30 16:00 から 12/7 23:59 まで
※配信される楽曲は期間中にゲーム内でご確認ください。

限定課題を追加
■期間
11/30 16:00 から 12/7 23:59 まで
※期間中に複数の課題が配信されます。
※配信される課題は期間中にゲーム内でご確認ください。

ライブ応援キャンペーン実施
■期間
12/5 16:00 から 12/15 14:59 まで

■内容
練習時の SUPER SUCCESS・ULTRA SUCCESS 確率 5 倍
※詳しくは期間中にゲーム内でご確認ください。

シール SHOP で再配信
過去にゲーム内で配信されたアイテムをシール SHOP で再配信いたします！
■期間
11/30 16:00 から 12/7 23:59 まで
※期間中に複数のアイテムが配信されます。
※交換に関する詳細はシール SHOP 一覧よりご確認ください。

Twitter 投稿キャンペーン
期間中、ゲーム内のバナーから Twitter 投稿をしていただくと、「全世界 5200 万人
突破記念勧誘チケット」をプレゼント♪
■期間
11/30 16:00 から 12/7 23:59 まで
■報酬
全世界 5200 万人突破記念勧誘チケット ×11
■参加方法
①ホームバナーをタップ
②確認ダイアログで OK をタップ
③起動した外部ブラウザまたは Twitter アプリから Twitter にログインして投稿
■注意事項
・ホームバナー経由以外の投稿では報酬を獲得することができません。
・投稿及び報酬獲得はお一人様一回限りです。投稿が完了するとバナーは非表示となり
ます。
・本機能では投稿のみ可能です。Twitter アカウントは予め作成の上ご利用ください。
・Twitter にログイン後、投稿ぺージで投稿内容が文字化けすることがございます。
その場合は Twitter にログインしたままホームに戻り、再度バナーからツイートして
いただきますと、正常にツイートを行うことができます。

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！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!! ©SQUARE ENIX CO. ,LTD. ©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。

