
 

 

     2016年 12月 20日 

報道関係者各位 

株式会社サイバード 

 

 

 

 

 

株式会社サイバード（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：内海 州史）が App Store及び

Google Play にて好評配信中の思考型シミュレーションサッカーゲーム『BFB チャンピオンズ～Global 

Kick-Off～』（以下、『BFB チャンピオンズ』）にて、本日 12月 20日に、サービス開始から半年を記念

した大型アップデートを実施しました。この大型アップデートについて、主な新要素・変更点を改めてご紹介

します。また、ログインボーナスで「マイプレミアムスカウトチケット」を大量にプレゼントするなど、半年記念の豪

華 5大キャンペーンを実施します。 

 
 

■新要素を多数追加の大型アップデートを本日実施！ゲーム内容を大幅リニューアル！ 

おかげさまで『BFB チャンピオンズ』は、まもなくサービス開始から半周年を迎えます。これを記念して、本日

12月 20日に、新要素の追加や UIの改善、ゲームバランスの調整など、大型アップデートによるゲーム内

容の大幅リニューアルを行いました。より奥深い戦略性を、より手軽に味わえるサッカーゲームへと進化した

『BFB チャンピオンズ』を、ぜひお楽しみください。 

 

■アップデート１：「限界突破」で Lv.上限解放！さらに強力な選手への育成が可能に！ 

選手の Lv.上限を解放できる新要素「限界突破」が登場します。専用アイテム「スピリット」を使うことで選手

が「限界突破」をして、限界まで成長していた選手をさらにレベルアップさせることが可能になります。 

 

思考型シミュレーションサッカーゲーム 
『BFB チャンピオンズ～Global Kick Off～』 

新要素多数追加の半年記念大型アップデートを本日実施！ 
＆超豪華！半年記念 5大キャンペーン開催！ 
～ユニオン対抗の新イベント「ユニオンカップ」もスタート！～ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■アップデート２：戦略性が大幅 UP！新機能「役割選択」の追加！ 

チームの「キャプテン」や、「フリーキック」、「コーナーキック」を

蹴る選手を選択できる「役割選択」が登場します。選手を

「キャプテン」に設定すると、その選手の「キャプテンシー」の

数値によって、「チーム戦術力」が向上します。また、「フリ

ーキック」や「コーナーキック」の役割に設定した選手は、そ

れぞれのシーンで必ず登場します。役割を選択することで、

戦術の幅が広がり、より監督力が求められるようになりま

す。 

 

■アップデート３：選手育成システムを大幅変更！選手・戦略選択がより奥深く！ 

選手育成システムに３つの大きな変更が加わります。これらの変更により、所持している選手の特徴が最

大限に活かされ、監督さんの戦術が多種多様となります。 

・選手レベルアップ時に「基礎能力値」が上昇 

選手がレベルアップするごとに、従来の振り分け可能な能力値の獲得に加えて、さらに選手の元々の「基

礎能力値」が上昇します。 

・各能力への振り分け可能な能力値に上限を設定 

各能力に振り分け可能な能力値に、選手のレアリティに応じた一律の上限値を設けます。例えば、レアリ

ティ★7 の選手の場合、振り分け可能な能力値は、各能力につき 40 までとなります。 

・各能力の最大値を「99」から解放 

 「限界突破」の導入と上記２点の変更に伴い、各能力の最大値が、現在設定されている「99」から解

放されます。これにより、各選手の能力の特徴がより浮き出るようになります。 

 

 

■アップデート４：選手名と背番号の変更が可能に！ 

選手の名前を自由に変更することが可能になります。また、

スタメン、ベンチ、リザーブの選手に 1～99 までの好きな背

番号を設定できるようになります。細部までこだわった自分だ

けのチーム作りをお楽しみいただけるようになります。 

 

 

▲「限界突破」画面イメージ 

▲「役割選択」画面イメージ 

▲「選手名・背番号設定」画面イメージ 



 

 

■アップデート 5：自動で能力値を振り分けてくれる「おすすめ振り分け」ボタンが登場！ 

選手に自由に能力値を振り分けることができることも BFB

シリーズならではの醍醐味ですが、どの能力に振ればいい

か分からない！という方のために、「おすすめ振り分け」ボタ

ンが登場します。このボタンをタップするだけで、各選手のポ

ジション適性を元に、自動的に能力値へ振り分けポイント

を割り振ってくれます。 

 

 

■アップデート６：クラブレベルに応じてスタジアムが変化！ 

自分のクラブレベルに応じて、TOPページ背景に表示されるスタジアムが変化します。クラブが強くなればな

るほど、スタジアムもより豪華なものへとグレードアップしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■アップデート７：「留学」中の選手も試合で使用可能に！ 

留学中の選手でも試合に出場させることが可能になります。一定時間経過するだけで選手 EXP を与えら

れる留学の利点はそのままに、試合もより手軽に楽しんでいただけるようになります。 

 

※これらのアップデートに関する詳細はゲーム内ニュースをご確認ください。 

※掲載した画像は全て開発中のものです。実際のゲーム画面とは異なる場合があります。 

 

■半年記念 5大キャンペーン１：毎日スカウトチケットプレゼント！半年記念ログインボーナス！ 

期間中に 『BFB チャンピオンズ』にログインした方を対象に、1日 1回、

「マイプレミアムスカウトチケット」×3 をプレゼントします。  

※詳しくはゲーム内ニュースをご確認ください。 

●期間（日本時間）：2016年 12月 21日（水）4:00 

～12月 28日（水）3：59 

 

 

■半年記念 5大キャンペーン 2：豪華褒賞がもらえる！「半年記念エリア」登場！ 

期間中、「キャリアモード」に限定イベント「半年記念エリア」が登場します。このエリアでは、エリア評価褒賞と

して、最大で「マイプレミアムスカウトチケット」×15 を獲得することができます。 

※詳しくはゲーム内ニュースをご確認ください。 

 ●期間（日本時間）：2016年 12月 20日（火）メンテナンス後～12月 27日（火）14：59 

▲「マイプレミアムスカウトチケット」 

▲スタジアムの変化イメージ 

▲「おすすめ振り分け」ボタン 



 

 

■半年記念 5大キャンペーン 3：クラブマネー大量 GET！「クラブマネーSPエリア」登場！ 

期間中、ゲーム内モード「キャリアモード」に、限定イベント「クラブマネーSPエリア」が登場します。このエリアで

は、リーグミッション褒賞やドロップ褒賞として「クラブマネー」を大量に入手することができます。 

※詳しくはゲーム内ニュースをご確認ください。 

●期間（日本時間）：2016年 12月 20日（火）メンテナンス後 

～2017年 1月 10日（火）14：59 

 

■半年記念 5大キャンペーン４：「留学」の選手 EXPが 2倍！ 

期間中、「留学」で獲得できる選手 EXP が通常の 2倍になります。 

※詳しくはゲーム内ニュースをご確認ください。 

●期間（日本時間）：2016年 12月 20日（火）メンテナンス後～12月 27日（火）14：59 

 

■半年記念 5大キャンペーン５：週末限定！「個人練習」の選手 EXPが 3倍！ 

期間中、「個人練習」で獲得できる選手 EXPが通常の 3倍になります。 

※詳しくはゲーム内ニュースをご確認ください。 

●期間（日本時間）：2016年 12月 24日（土）4：00～12月 27日（火）14：59 

 

■仲間と協力してクラブユニオンの頂点をめざせ！トライアルユニオンカップ開催！ 

クラブユニオン対抗で行われる新イベント「ユニオンカップ」の第 1回大会として、「トライアルユニオンカップ」が

開催されます。「クラブユニオン」とは、仲間と集まって「ユニオン＝連合」を組み、専用チャットで戦略や選手

育成の情報交換を行える機能です。ユニオンカップではユニオンの各メンバーがそれぞれ 7日間、1日 10

試合を戦います。各試合の内容や結果に応じて「スコア」が算出され、1日毎に 10試合分の最高スコアの

合計値が所属ユニオンのユニオン獲得スコアに加算されます。7日間でユニオンメンバー全員で獲得したユ

ニオン獲得スコアによって、ユニオン同士の順位を競います。 

※詳しくはゲーム内ニュースをご確認ください。 

●開催期間（日本時間）：2016年 12月 21日（水）4：00～12月 28日（水）3：59 

 

■1週間限定！新複合スキルをもった強力★7選手「ドナウジョ’04」＆「S・バスカツ’16」新登場！ 

最高レアリティ★7の新選手「★7 ドナウジョ’04」選手と

「★7 S・バスカツ’16」選手が、各種「プレミアムスカウト」に

期間限定で登場します。「★7 ドナウジョ’04」選手は「スト

ライカー」、「★7 S・バスカツ’16」は「ボールハンター」と、それ

ぞれ新複合スキルをもつ強力な選手です。 

※詳しくはゲーム内ニュースをご確認下さい。 

●期間（日本時間）： 

2016年 12月 20日（火）メンテナンス後～12月 27日（火）14：59 

 

 

 

 



 

 

■「ポジション別スカウト」登場！さらに★7選手登場確率 3倍＆即戦力選手登場！ 

期間中、ゲーム内ガチャ「プレミアムスカウト」に、特定のポジションの選手のみが登場する「ポジション別スカ

ウト」、「6連ポジション別スカウト」が登場します。さらにこのスカウトでは、レアリティ★7 の選手の登場確率

が通常の「プレミアムスカウト」の 3倍になる他、全ての選手を Lv.50 まで成長した状態で獲得できます。 

※詳しくはゲーム内ニュースをご確認ください。 

●「ポジション別スカウト」各ポジション登場期間（日本時間）： 

・DF/GK：2016年 12月 21日（水）17:00～12月 24日（土）3：59  

・MF：2016年 12月 24日（土）4：00～12月 26日（月）3：59  

・FW：2016年 12月 26日（月）4：00～12月 27日（火）14：59 

 

■褒賞がグレードアップ！スペシャルチャレンジマッチ開催！ 

期間中、ゲーム内大会「チャレンジマッチ」を、試合数を30試合、1グループの人数を31人に拡大した「ス

ペシャルチャレンジマッチ」として特別開催します。この「スペシャルチャレンジマッチ」では、褒賞としてクラブマネ

ーに加え、「マイゴールドスカウトチケット」を順位に応じて獲得できます。 

※詳しくはゲーム内ニュースをご確認ください。 

●開催期間（日本時間）：2016年 12月 21日（水）6：00～12月 28日（水）1：59 

 

■サンタコーチをもらおう！限定エリア「サンタからの贈り物」登場！ 

期間中、「キャリアモード」に限定イベントエリア「サンタからの贈り物」が登場します。

このエリアでは、リーグ評価褒賞として、「サンタ B コーチ（ALL）」などを獲得するこ

とができます。 

※詳しくはゲーム内ニュースをご確認ください。 

●期間（日本時間）：2016年 12月 20日（火）メンテナンス後 

～12月 27日（火）14：59 

 

■「ショップ」＆「メダル交換所」で「メンタルトレーナー」が半額！ 

期間中、「ショップ」と「メダル交換所」にて、各種「メンタルトレーナー」を通常の半額の BFB コインもしくはメ

ダルで入手することができます。 

※詳しくはゲーム内ニュースをご確認ください。 

●期間（日本時間）：2016年 12月 20日（火）メンテナンス後～12月 27日（火）14：59 

 

■BFB コイン購入で「マイゴールドスカウトチケット」をプレゼント！ 

期間中、「BFB コイン」を一定額以上購入された方を対象に、購入量に応じて、「マイゴールドスカウトチケ

ット」をプレゼントします。 

※詳しくはゲーム内ニュースをご確認ください。 

●期間（日本時間）：2016年 12月 20日（火）メンテナンス後～12月 27日（火）14：59 

 

 

 

 

▲「サンタ B コーチ（ALL）」 



 

 

■『BFB チャンピオンズ～Global Kick-Off～』基本情報 

『BFB チャンピオンズ～Global Kick-Off～』は、プレイヤーがサッカークラブの監督として、世界各地を巡りながらキャリアを

磨き、様々な監督ライセンスを取得し、自らのチームを世界一へと導いていく思考型シミュレーションサッカーゲームです。また、

現在配信中の『BFB 2016』でご好評いただいたゲームシステムを格段に進化させ、今までにないスケールでパワーアップした”

BFB”を提供します。また、本作のイメージキャラクターにディエゴ・マラドーナ氏が就任しました。『BFBチャンピオンズ』は、マラド

ーナ氏と共に世界を熱狂させるフットボールゲームを目指します。 

 

■配信概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

■App Store URL： 

https://itunes.apple.com/jp/app/id1047566421 

■Google Play URL： 

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.cybird.bfb.champ 

■『BFB チャンピオンズ～Global Kick-Off～』公式サイト：http://www.bfbchamp.com 

 

■サイバードについて 

会   社   名：株式会社サイバード（http://www.cybird.co.jp/）  

本        社：東京都渋谷区猿楽町 10-1 マンサード代官山  

代   表   者：代表取締役社長 内海 州史 

創        立：1998年 9月 29日  

事  業 概 要：モバイルコンテンツサービスの提供およびモバイルビジネス支援、 

クロスメディアソリューションの開発／提供、モバイルサイト構築、モバイルコマース、 

         次世代プラットフォームの研究開発など 

 

■「BFB スタジオ」について 

2015 年 4月にサイバード内に設立したスマートフォン向けアプリの開発、運営を手掛けるスタジオの名称

です。BFBスタジオでは、"世界一熱いゲームを。"をコンセプトに『BFB 2016』を提供するほか、第2弾タ

イトルとして『BFB チャンピオンズ～Global Kick-Off～』を提供し、世界へ向けて新タイトルを発信してい

きます。 

 

 

 

 

 
 

＊サイバード及び「ＣＹＢＩＲＤ」ロゴは株式会社サイバードの商標または登録商標です。 

＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。 

名 称 BFB チャンピオンズ～Global Kick-Off～ 

情 報 提 供 株式会社サイバード（BFB スタジオ） 

配 信 開 始 日 2016年 6月 29日 

対応 OS iOS7.0以降(iPhone/iPad/iPod touch) 

Android 4.0.3以上 

情報料 基本プレイ無料（アイテム課金有り） 

コ ピ ー ラ イ ト ©2016 CYBIRD 

＜報道関係の方からのお問い合わせ先＞ 

株式会社サイバード 広報 高谷・井澤 

TEL: (03)6746-3111 E-Mail： press@cybird.co.jp 
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