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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」
2021 レイトサマーキャンペーン
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、2021 レイトサマーキャンペーン
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。

2021 レイトサマー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。
2021 レイトサマーログインボーナス
■期間
8/28 0:00 から 9/5 23:59 まで
■内容

1 日目：SR うちっちー (1 匹) ※はっぴ ver.
2 日目：SR しいたけ (1 匹)
3 日目：ラブカストーン (1 個)
4 日目：シュガーキューブ[LP50] (5 個)
5 日目：シュガーキューブ[LP50] (5 個)
6 日目：ラブカストーン (1 個)
7 日目：シール (3 枚)
8 日目：シュガーポット[LP50%] (3 個)
9 日目：ラブカストーン (1 個)

夏休み！ピックアップブースト勧誘〜Aqours〜

■期間
8/27 0:00 から 9/5 23:59 まで
■注意事項
・覚醒済で排出される UR 部員は Lv100、未覚醒で排出される UR 部員は
Lv80 の状態で排出されます。
・UR 部員は特技 Lv4 の状態で排出されます。
・本勧誘では、11 連限定勧誘スタンプカードの 5・10 個目で「夏色ピック
アップ UR 確定勧誘チケット〜Aqours〜」1 枚を獲得できます。
・「夏色ピックアップ UR 確定勧誘チケット〜Aqours〜」1 枚につき「夏色
ピックアップ UR 確定チケット勧誘〜Aqours〜」を 1 回行えます。
・「夏色ピックアップ UR 確定チケット勧誘〜Aqours〜」では、上記期間中
に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。
・「夏色ピックアップ UR 確定チケット勧誘〜Aqours〜」では、UR 部員は
Lv100 の状態で排出されます。
・「夏色ピックアップ UR 確定チケット勧誘〜Aqours〜」では、UR 部員は
特技 Lv4 の状態で排出されます。
・「夏色ピックアップ UR 確定チケット勧誘〜Aqours〜」は特待生ボーナス
の対象外です。
・「夏色ピックアップ UR 確定チケット勧誘〜Aqours〜」は 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。

ピックアップブースト勧誘〜μ's〜

■期間
8/31 16:00 から 9/15 14:59 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「長月ピック
アップ UR 確定勧誘チケット〜μ's〜」1 枚を獲得できます。
・「長月ピックアップ UR 確定勧誘チケット〜μ's〜」1 枚につき「長月ピッ
クアップ UR 確定チケット勧誘〜μ's〜」を 1 回行えます。
・「長月ピックアップ UR 確定チケット勧誘〜μ's〜」では、上記期間中にピ
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。
・「長月ピックアップ UR 確定チケット勧誘〜μ's〜」は特待生ボーナスの対
象外です。
・「長月ピックアップ UR 確定チケット勧誘〜μ's〜」は 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～
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
9/1 0:00 から 9/15 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「7 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。
・「7 周年ピックアップ UR 確定勧誘チケット〜Aqours〜」1 枚につき「7
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。
・「7 周年ピックアップ UR 確定チケット勧誘〜Aqours〜」では、上記期間
中に本勧誘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。
・「7 周年ピックアップ UR 確定チケット勧誘〜Aqours〜」は特待生ボーナ
スの対象外です。
・「7 周年ピックアップ UR 確定チケット勧誘〜Aqours〜」は 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。

ピックアップブースト勧誘とは？
指定ラインナップから選んだ UR 部員 1 人の出現率をアップさせることができ
る勧誘です。
11 連勧誘を行うごとに、選択した部員の「ピックアップブースト Lv」が上昇
し、Lv に応じた出現率になります。
・レアリティ別の排出率は変わりません。
・「ピックアップブースト Lv」には上限があります。
・対象部員ごとに「ピックアップブースト Lv」があります。
・ピックアップブーストの対象に選択した部員は何度でも変更が可能です。
・ピックアップブーストの対象に選択した部員を変更した場合、変更後の部員
の「ピックアップブースト Lv」が適用されます。
・選択を解除した対象部員の上昇した「ピックアップブースト Lv」は、対象
勧誘の開催期間中、維持されます。
ピックアップブースト Lv の上昇による出現率の変動例
UR 部員の排出率が 1%の勧誘の場合
・ピックアップブースト Lv1
UR 部員の排出率 1%の中で、対象に指定した部員が、50%の確率で出現しま
す。
・ピックアップブースト LvMAX(Lv9)
UR 部員の排出率 1%の中で、対象に指定した部員が、90%の確率で出現しま
す。

特別なセットを販売
ショップに新しいセットが登場！

夏色スペシャルセット〜Aqours〜
■期間
8/27 0:00 から 9/5 23:59 まで
夏色メモリアルセット〜Aqours〜
■期間
8/27 0:00 から 9/5 23:59 まで
※詳細はヘルプもあわせてご確認ください。

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！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

