
 

 

     2016年 12月 26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、明日12月 27日より、年末年始10大キャンペーン

と称し、最高レアリティ★7 の選手や「マイプレミアムスカウトチケット」が大量にもらえるログインボーナスや、

「キャプテン翼 11連スカウト」など、豪華キャンペーンを多数実施します。また、本作公式 YouTube チャン

ネルにて、新番組「BFB チャンピオンズ妄送局」を公開します。 

 

■年末年始 10大キャンペーン１：年末年始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、 

期間中に 1日ログインするごとに、「★7 [Li]島崎岳斗’16」 

選手や、「マイプレミアムスカウトチケット」×5 をプレゼントします。 

【プレゼント内容】 

1日目：★7 [Li]島崎岳斗’16選手、 

マイプレミアムスカウトチケット×5 

2日目～5日目：マイプレミアムスカウトチケット×5   

※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 28日（水）4:00 

～2017年 1月 11日（水）3：59 

 

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～』 

超豪華！年末年始 10大キャンペーン開催決定！ 
＆公式 YouTube番組「BFB チャンピオンズ妄送局」公開！ 

■所持スキル 

キラーパス Lv.7 

ダイナミックパス Lv.6 

コントロールシュート Lv.4 

コントロール FK Lv.4 

▲「★7 [Li]島崎岳斗’16」 



 

 

■年末年始 10大キャンペーン２：1回限定！お得な「11連キャプテン翼スカウト」登場！ 

期間中、お一人 1回限定でチャレンジできる「11連プレミアムキャプテン翼スカウト」が登場します。このスカ

ウトでは、『キャプテン翼』に関連した選手が Lv.50 まで成長した状態で登場します。さらにこのスカウトにチ

ャレンジした方には、おまけとしてキャプテン翼に関連する★7選手が獲得できる、「マイ★7確定キャプテン

翼スカウトチケット」×1 をプレゼントします。 

※このスカウトから登場する選手は、「プレミアムキャプテン翼スカウト」と同一です。 

※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 28日（水）メンテナンス後 

～2017年 1月 17日（火）14:59 

 

■年末年始 10大キャンペーン３：1日 1回プレミアムスカウト無料！ 

期間中、1日 1回限定で、「プレミアムスカウト」に無料でチャレンジ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）：2017年 1月 1日（日）4:00～1月 6日（金）3:59 

 

■年末年始 10大キャンペーン４：「HAPPY NEW YEAR エリア」登場！ 

期間中、「キャリアモード」に限定イベント「HAPPY NEW YEAR 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）:2017年 1月 1日（日）0:00～1月 10日（火）14:59 

 

■年末年始 10大キャンペーン５：「ワールドクラブエリア」登場！ 

期間中、「キャリアモード」に限定イベント「ワールドクラブエリア」が登場します。このエリアでは、「★60制限」

のレギュレーションが適用され、ピッチ上の選手 11名のレアリティ合計を★60以内に収める必要があります。

このエリアではリーグ評価褒賞として、「★7 [Li] 島崎岳斗‘16」選手を最大3体まで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 27日（火）メンテナンス後 

～2017年 1月 17日（火）14:59 

 

■年末年始 10大キャンペーン６：「コーチ SPエリア」登場！ 

期間中、「キャリアモード」に限定イベント「コーチ SP エリア」が登場します。このエリアは、「FW リーグ」、「MF

リーグ」、「DF リーグ」、「GK リーグ」の４つのリーグで構成され、各リーグの評価褒賞やドロップ褒賞として、リ

ーグに対応したポジションのコーチアイテム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 27日（火）メンテナンス後 

～2017年 1月 10日（火）14:59 

 

 

 



 

 

■年末年始 10大キャンペーン７：大幅リニューアル記念 SNS拡散キャンペーン！ 

本作日本公式 Twitter アカウント他、各公式 SNSで投稿されるキャンペーン対象投稿の期間中の拡散

数の合計に応じて、「マイプレミアムスカウトチケット」や「★7 メンタルトレーナー」などのアイテムを、期間中に

ログインした全監督さんに後日プレゼントします。 

日本公式 Twitter：@BFBChampionsJP(https://twitter.com/BFBChampionsJP) 

※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 29日（木）20:00～2017年 1月 5日（木）19:59 

 

■年末年始 10大キャンペーン 8：週末限定！「個人練習」の選手 EXPが 2倍！ 

期間中、「個人練習」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 27日（火）メンテナンス後 

～2017年 1月 10日（火）15:59 

 

■年末年始 10大キャンペーン 9：ショップ割引特大キャンペーン！ 

期間中、ゲーム内「ショップ」にて、「★7選手確定スカウトチケット」×3 と各種育成アイテムがセットになった

「年末年始スペシャルパック」の販売を行います。また、「マイトレーニングサプリ×11」など、一部のアイテムが

通常より安く購入できます。 

※対象のパック、アイテムの購入回数には制限があります。 

※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 27日（火）メンテナンス後 

～2017年 1月 6日（金）15:59 

 

■年末年始 10大キャンペーン 10：BFB コイン増量キャンペーン！ 

期間中、「BFBコイン」を一定額以上購入すると、1回の購入あたり最大で150枚コインが増量されます。  

※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 27日（火）メンテナンス後 

～2017年 1月 6日（金）15:59 

 

■公式 YouTube番組「BFB チャンピオンズ妄送局」第 1回公開！記念エリアもゲーム内に登場！ 

本作のプロデューサー阿部と、YouTuberゆきりぬさんが、時折妄想を交えな

がら本作の魅力を楽しく解説する公式YouTube番組、『BFBチャンピオンズ

妄送局』第 1回目が、12月 27日に『BFB チャンピオンズ』公式 YouTube

チャンネルにて公開されます。今回は、先日行われた大型アップデートの情報

をお届けします。 

また、この動画の公開を記念して、期間中、「キャリアモード」に限定イベント

「BFB チャンピオンズ妄送局エリア」が登場します。 

※詳しくはゲーム内ニュースをご確認ください。 

・「BFB チャンピオンズ妄送局」公開予定日：2016年 12月 27日 

 

https://twitter.com/BFBChampionsJP


 

 

・『BFB チャンピオンズ』公式 YouTube チャンネル 

https://www.youtube.com/channel/UCUyjfAgdVWsCvsBuw3ChMFQ 

●「動画公開記念エリア」登場期間（日本時間）: 

2016年 12月 27日（火）メンテナンス後～2017年 1月 10日（火）14:59 

 

■1週間限定！複合スキルを持った強力★7選手「ジョプル’08」＆「ディバウド’99」が登場！ 

最高レアリティ★7の新選手「★7 ジョプル’08」選手と「★7 

ディバウド’99」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 ジョプル’08」選手は「エースキラー」、「★

7 ディバウド’99」は「トラップアンドボレー」と、それぞれ複合スキ

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 27日（火）メンテナンス後～2017年 1月 6日（金）15:59 

 

■72時間限定！新複合スキルを持った強力★7選手「ゾラタン’16」が登場！ 

新複合スキル「ターゲットアタッカー」をもつ最高レアリティ★7の

強力な新選手「★7 ゾラタン’16」選手が、72時間限定で各

種「プレミアムスカウト」に登場します。 

※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 27日（火）メンテナンス後 

～12月 30日（金）18：59<予定> 

 

■トリプルチャレンジ！プレミアムスカウトの「引き直し」が 2回まで可能に！&即戦力選手登場！ 

期間中、各種「プレミアムスカウト」にて、欲しい選手が登場しなかった場合、スカウトをやりなおせる「引き直

し」が 2回まで可能になります。また、全ての選手が Lv.50 まで成長した状態で登場します。 

※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 27日（火）メンテナンス後 

～2017年 1月 6日（金）15:59 

 

■「キャプテン翼限定代表戦」開催！ 

ゲーム内イベント「代表戦」にて、「キャプテン翼限定代表戦」を

開催します。今大会ではピッチ上のメンバー11名のうち 4名を

『キャプテン翼』に関連した選手で構成する必要があります。今

大会の上位入賞者には、強力なスキル「サッカーの申し子 

Lv.8」をもつ「★7 [G]大空翼 U15」選手をプレゼントします。 

※今大会は、国内大会のみの開催となります。 

※詳しくはゲーム内ニュースをご確認ください。 

 

https://www.youtube.com/channel/UCUyjfAgdVWsCvsBuw3ChMFQ


 

 

●エントリー期間（日本時間）：～2016年 12月 28日（水）23：59 

●開催期間（日本時間）：2016年 12月 29日（木）12：00 

～2017年 1月 2日（月）1：59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

■『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 

 

https://itunes.apple.com/jp/app/id1047566421
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.cybird.bfb.champ
http://www.bfbchamp.com/
mailto:press@cybird.co.jp

