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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」

μ’s 南ことり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、μ’s
南ことり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、μ's 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！
今回のメンバーは南ことりちゃんです。

9 月 12 日(木)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・スタンプをプレゼント！
さらにことりちゃんをお祝いする特別なストーリーも配信！
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、スクフェス AC バースデーイベント 2017 衣装に身を包んだ UR 南ことりちゃ

んが期間限定の勧誘にて再登場♪
南ことり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「南ことりちゃんお
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！
ことり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「お誕生日記念スタ
ンプ」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】9 月 12 日(木)
【報酬】
・ラブカストーン 5 個
・【称号】ことりちゃん HAPPY BIRTHDAY！
・【スタンプ】南ことり
※スタンプは、スコアマッチ・なかよしマッチなどのイベントで使用することができま
す。

◆お誕生日特別ストーリー配信！

お誕生日当日にログインしていただくと、お祝いする特別なストーリーを読むことができ
ます！
ことりちゃんがどんなお誕生日を過ごすのかお見逃しなく♪

【期間】
9 月 12 日(木)
【ストーリータイトル】
お誕生日の日常

※ミニストーリーはμ's モードの「その他ストーリー」から閲覧することができます。

◆南ことり誕生日記念！限定 BOX 勧誘実施！

2019 年より、μ's 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！今回のメンバーは南ことり
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】
9 月 11 日(水)0:00 から 9 月 13 日(金)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 南ことりが登場します。
※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南ことり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 9 月 10 日までに特待生勧誘に登場した南ことりとなります。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 南ことりを除き、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。
【あなたに届け】南ことり(スマイル)
【スクユニ・南ことり】南ことり(ピュア)
【乙女座の女神】南ことり(ピュア)
【波に揺られて】南ことり(ピュア)
【私たちの絆】南ことり(クール)

◆南ことり誕生日記念 ステップアップ勧誘実施！

【期間】
9 月 11 日(水)0:00 から 9 月 13 日(金)23:59 まで

【内容】
「南ことり誕生日記念 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 南ことりが登場！
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 南ことりおよび
2019 年 9 月 10 日までにμ's の特待生勧誘に登場した南ことりとなります。
・2019 年お誕生日限定「バースデーライブ」衣装の UR 南ことりは覚醒済・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。
【今日の主役は？】南ことり(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。
・「南ことり誕生日記念 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。
・「南ことり誕生日記念 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 南ことりを除き、各種限定勧誘
に登場した以下の限定 UR 部員は『南ことり誕生日記念 ステップアップ勧誘』には登場
いたしません。
【あなたに届け】南ことり(スマイル)
【スクユニ・南ことり】南ことり(ピュア)
【乙女座の女神】南ことり(ピュア)
【波に揺られて】南ことり(ピュア)
【私たちの絆】南ことり(クール)

◆南ことり誕生日限定勧誘実施！

【期間】
9 月 11 日(水)0:00 から 9 月 13 日(金)23:59 まで

【内容】
スクフェス AC バースデーイベント 2017 衣装の UR 南ことりを勧誘できる特別な勧誘で
す。
11 連で SR 以上のレアリティの部員が 1 枚以上確定！
さらに、スクフェス AC バースデーイベント 2017 衣装の UR 南ことりちゃんの出現率が
アップします♪

【注意事項】
・排出対象は【乙女座の女神】UR 南ことりおよび 2019 年 9 月 10 日までにμ's の特
待生勧誘に登場した南ことりとなります。
・【乙女座の女神】UR 南ことりは覚醒済み・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。
・レアリティの抽選確率は一定です。レアリティ内における 1 部員あたりの出現率は、以
下の場合を除き等確率となります。

[確率アップ対象の新規部員]
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。
【乙女座の女神】UR 南ことり(ピュア)

[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。
・本勧誘は特待生ボーナスの対象となります。
・本勧誘では 11 連勧誘チケット、3 連勧誘チケットおよび勧誘チケットがご利用頂けま
す。
・【乙女座の女神】UR 南ことりを除き、各種限定勧誘に登場した以下の限定 UR 部員は

本勧誘には登場いたしません。
【あなたに届け】南ことり(スマイル)
【スクユニ・南ことり】南ことり(ピュア)
【波に揺られて】南ことり(ピュア)
【私たちの絆】南ことり(クール)
【今日の主役は？】南ことり(クール) ※2019 年「バースデーライブ」衣装

◆南ことりちゃんお誕生日記念セット 2019 登場！

3 日間限定で「南ことりちゃんお誕生日記念セット 2019」が登場！
本セットには SSR 以上のことりちゃんだけを勧誘できる「南ことり 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】
9 月 11 日(水)0:00 から 9 月 13 日(金)23:59 まで

【セット内容】
・11 連勧誘チケット (1 枚)
・南ことり 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。

・南ことり SSR 以上確定勧誘チケット
南ことりの SSR 以上の部員のみが登場する『南ことり SSR 以上確定勧誘』でご利用頂け
るチケットです。
南ことり SSR 以上確定勧誘チケット 1 枚につき 1 回勧誘できます。
※2013 年 4 月 15 日から 2019 年 9 月 10 日までにμ's の特待生勧誘に登場した
SSR 以上の南ことりが対象です。
※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。
※本勧誘は南ことり SSR 以上確定勧誘チケットを所持している時のみ、μ's 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、9/11(水)0:00 より、2018 年 9 月 10 日か
ら 2019 年 9 月 10 日までにμ's の特待生勧誘に登場した南ことりの 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 9 月 13 日(金)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『南ことり 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『南ことり SSR 以上確定勧誘』には登場いたしませ
ん。

◆南ことりお誕生日記念称号とお誕生日記念 UR 部員復刻！
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■
・【称号】ことりちゃんお誕生日おめでとう！

【期間】
9 月 12 日(木)0:00 から 23:59 まで

■お誕生日記念 UR 部員■
・【あなたのためのドレス】UR 南ことり(覚醒済)

【期間】
9 月 11 日(水)0:00 から 9 月 13 日(金)23:59 まで

【注意事項】
※復刻称号は既に獲得済の場合交換することはできません。
※2019 年 9 月 12 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配信中にゲーム内のシール 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！とは
「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。
スクールアイドルグループ「μ's (ミューズ)」による、アニメーション PV(DVD&BD)付
音楽 CD リリースの他、雑誌・小説をはじめとした書籍、TV アニメ、スマートフォン向
けゲーム、コンシューマーゲーム、トレーディングカードゲーム、また、実際にμ's を演じ
るキャストによるライブイベントやラジオ、ニコ生を行うなど、様々なメディアを巻き込ん
だ展開を行っています。
2013 年 1 月には TV アニメ 1 期、2014 年 4 月には TV アニメ 2 期を放送、2015 年
6月
には完全新作劇場版の公開を行い、これらをはじめとした様々な展開においてファンを増
やしていきました。9 人のメンバーを演じるキャストが実際にアニメーション映像と同様
にパフォーマンスを行うこともプロジェクトの魅力のひとつであり、2015 年年末には「第
66 回 NHK 紅白歌合戦」に出演、2016 年 3 月 31 日・4 月 1 日には、ワンマンライブ
ファイナルとなる「ラブライブ!μ‘s FinalLoveLive!〜μ’sic Forever♪♪♪♪♪♪♪♪
♪〜」を東京ドームでの 2DAYS 公演で行いました。
(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
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