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ブシモ「ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル」

Aqours 津島善子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
津島善子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！
今回のメンバーは津島善子ちゃんです。

7 月 13 日(土)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称号と UR 部員をプレゼント！
また、2019 年お誕生日限定「バースデーライブ」衣装の UR 部員が 3 日間限定の「限定 BOX
勧誘」と「ステップアップ勧誘」に登場いたします！
さらに、津島善子ちゃんのみが登場する SSR 以上確定勧誘チケットが入った「津島善子ちゃん
お誕生日記念セット 2019」も登場いたしますのでお楽しみに！

誕生日特別ログインボーナス実施！
善子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」と「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！是非この機会にゲットしてくださいね♪

【期間】
7 月 13 日(土)
【報酬】
・ラブカストーン 5 個
・【称号】善子ちゃん HAPPY BIRTHDAY！

・【今日はなんの日？】UR 津島善子(覚醒済)

※本ログインボーナスで獲得可能な部員は転部・練習相手とした際にシールを獲得できませ
ん。
※本ログインボーナスで獲得可能な部員のパラメータおよび特技の効果値等は勧誘で獲得可能
な同レアリティの部員とは異なります。

※本ログインボーナスで獲得可能な部員の各種勧誘への追加予定はございません。

津島善子誕生日記念！限定 BOX 勧誘実施！

2019 年より、Aqours メンバーのお誕生日に 2019 年お誕生日限定「バースデーライブ」衣装
の UR 部員が登場する限定 BOX 勧誘を実施いたします！今回のメンバーは津島善子ちゃんで
す！

BOX 勧誘とは？
BOX 勧誘とは、各レアリティごとに決まった枚数が BOX に入っている勧誘です。
勧誘する度に BOX の中身は減っていきます。

【期間】
7 月 12 日(金)0:00 から 7 月 14 日(日)23:59 まで

【内容】
1BOX で最大 100 枚の部員の獲得が可能な勧誘です。

勧誘可能な部員(全 100 枚)

・限定 UR：1 枚
2019 年お誕生日限定「バースデーライブ」衣装の UR 津島善子が登場します。
※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
各レアリティに対応する津島善子がランダムで登場します。

【注意事項】
・抽選は、まず「レアリティ別提供割合」にもとづきレアリティが抽選されます。その後、当
選したレアリティに対応する部員が抽選されます。SSR, SR, R が当選した場合、当選したレ
アリティに対応する部員が抽選されます。
・BOX 内の残り枚数の変動に応じてレアリティ別提供割合は変動します。
・各レアリティの部員一覧及びレアリティ内における 1 部員あたりの出現率は開催中に勧誘詳
細をご覧ください。
・本勧誘はリセットができません。
・排出対象は 2019 年 6 月 30 日までに特待生勧誘に登場した津島善子となります。詳細は開
催期間中に勧誘詳細をご覧ください。
・本勧誘ではイベント先行配信の部員は登場しません。
・本勧誘では勧誘チケットがご利用頂けます。また、BOX 内の残枚数が 11 枚以上のときは
11 連勧誘チケットが、残枚数が 3 枚以上のときは 3 連勧誘チケットがご利用頂けます。
・限定 UR 部員は以下の勧誘には登場いたしません。
特待生勧誘
補助チケット勧誘(SR・UR 勧誘/SSR・UR 勧誘/UR 勧誘)
その他の勧誘(SR 以上確定勧誘/SR 以上確定 3 連勧誘/SSR 以上確定勧誘)
限定勧誘(学年別・ユニット別・属性別の各種限定勧誘)
・2019 年お誕生日限定「バースデーライブ」衣装の UR 津島善子を除き、各種限定勧誘に登
場した以下の限定 UR 部員は登場いたしません。
【ヨハネと契約】津島善子(スマイル)
【スクユニ・津島善子】津島善子(ピュア)
【堕天の翼】津島善子(クール)
【あなたへの手紙】津島善子(クール)

津島善子誕生日記念 ステップアップ勧誘実施！

【期間】
7 月 12 日(金)0:00 から 7 月 14 日(日)23:59 まで

【内容】
「津島善子誕生日記念 ステップアップ勧誘」は 2 回目で SR 以上が 2 枚確定、4 回目では全部
員 SR 以上確定！
各ステップで必要なラブカストーン等の内容が変化するお得な 11 連勧誘です♪
さらに、2019 年お誕生日限定「バースデーライブ」衣装の UR 津島善子が登場！
この「バースデーライブ」衣装の UR 部員は出現率がアップしますので、ぜひゲットしてくだ
さいね♪
※登場する部員及び出現率は開催中に勧誘詳細をご覧ください。

◆初回
ラブカストーン 30 個で SR 以上 1 枚以上確定！

◆2 回目
ラブカストーン 40 個で SR 以上 2 枚以上確定！

◆3 回目
ラブカストーン 50 個で SSR 以上 1 枚以上確定！

◆4 回目
ラブカストーン 50 個で全部員 SR 以上確定！

◆5 回目以降

ラブカストーン 50 個で SR 以上 1 枚以上確定！

【注意事項】
・排出対象は 2019 年お誕生日限定「バースデーライブ」衣装の UR 津島善子および 2019 年
6 月 30 日までに Aqours の特待生勧誘に登場した津島善子となります。
・2019 年お誕生日限定「バースデーライブ」衣装の UR 津島善子は覚醒済・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。
・各限定勧誘のレアリティ内における 1 部員あたりの出現率は、以下の場合を除き等しい確率
です。

[確率アップ対象の部員]
総部員数にかかわらず各レアリティ内での 1 部員あたりの出現率が一定の確率にアップしま
す。
【バースデーラグナロク】UR 津島善子(クール) ※「バースデーライブ」衣装

[イベント先行配信部員]
1 部員あたりの出現率が 5 分の 1 に低下します。

・登場する部員及び出現率は開催中に勧誘詳細をご覧ください。
・「津島善子誕生日記念 ステップアップ勧誘」は特待生ボーナスの対象となります。
・「津島善子誕生日記念 ステップアップ勧誘」では勧誘チケットおよび 3 連勧誘チケット、
11 連勧誘チケットはご利用頂けません。
・2019 年お誕生日限定「バースデーライブ」衣装の UR 津島善子を除き、各種限定勧誘に登
場した以下の限定 UR 部員は『津島善子誕生日記念 ステップアップ勧誘』には登場いたしませ
ん。
【ヨハネと契約】津島善子(スマイル)
【スクユニ・津島善子】津島善子(ピュア)
【堕天の翼】津島善子(クール)
【あなたへの手紙】津島善子(クール)

津島善子ちゃんお誕生日記念セット 2019 登場！

3 日間限定で「津島善子ちゃんお誕生日記念セット」が登場！
本セットには SSR 以上の善子ちゃんだけを勧誘できる「津島善子 SSR 以上確定勧誘チケッ
ト」が入っています！この機会をお見逃しなく♪

【販売期間】
7 月 12 日(金)0:00 から 7 月 14 日(日)23:59 まで

【セット内容】
・11 連勧誘チケット (1 枚)
・津島善子 SSR 以上確定勧誘チケット (1 枚)
・[おまけ]ラブカストーン (5 個)

販売価格：3000 円

【セット内容のアイテムについて】
・11 連勧誘チケット
1 枚で μ's・Aqours の特待生勧誘や一部の勧誘の 11 連勧誘をご利用頂けるチケットです。
※本勧誘は特待生ボーナスの対象です。

・津島善子 SSR 以上確定勧誘チケット
津島善子の SSR 以上の部員のみが登場する『津島善子 SSR 以上確定勧誘』でご利用頂けるチ
ケットです。
津島善子 SSR 以上確定勧誘チケット 1 枚につき 1 回勧誘できます。

※2016 年 7 月 5 日から 2019 年 6 月 30 日までに Aqours の特待生勧誘に登場した SSR 以上
の津島善子が対象です。
※本勧誘ラインナップに今後登場する新規部員の追加予定はございません。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。
※本勧誘は津島善子 SSR 以上確定勧誘チケットを所持している時のみ、Aqours モードの勧誘
メニューよりご利用頂けます。
※すでに本チケットを所持している場合、7/12(金)0:00 より、2018 年 7 月 15 日から 2019
年 6 月 30 日までに Aqours の特待生勧誘に登場した津島善子の SSR 以上の部員の追加を実施
いたします(メンテナンスの実施はございません)。ラインナップの追加に伴う総部員数の変化
により、1 部員あたりの出現率も変更となります。
※本勧誘は特待生ボーナスの対象外です。

【注意事項】
・本セット商品は期間中おひとり様一回まで購入可能です。
・本セットは 7 月 14 日(日)までの期間限定販売となります。
・商品は各決済方法でのみご購入頂けます。ラブカストーンでの購入はできません。
・購入した『11 連勧誘チケット』および『津島善子 SSR 以上確定勧誘チケット』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。
・今回追加される 2019 年お誕生日限定「バースデーライブ」衣装の UR 部員と各種限定勧誘
に登場した限定 UR 部員は『津島善子 SSR 以上確定勧誘』には登場いたしません。

津島善子お誕生日記念称号復刻！
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♪

【期間】
7 月 13 日(土)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。
※2019 年 7 月 13 日のログインボーナスで獲得できる称号とは別のアイテムとなります。
※交換に関する詳細はゲーム内のシール SHOP 一覧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 4 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。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！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：iOS8.0 以降、Android4.0 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/
・スクフェス感謝祭 2019 特設ページ：https://lovelive-sif-fes.bushimo.jp/2019/

【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 All Rights Reserved.

※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
広報担当 ：中尾、小松

URL：http://bushiroad.com/

