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サッカーゲームアプリ『BFB』シリーズ

プロデューサーが阿部から森下へ交代
新プロデューサー『もり P』からの超豪華プレゼントを用意！
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）は、App Store 及び
Google Play にて好評配信中のサッカーゲームアプリ『BFB チャンピオンズ 2.0～Football Club
Manager～』（以下、『BFB チャンピオンズ 2.0』）及び『BFB 2017』のプロデューサーが、阿部淳から森
下竜登へと交代となったことを発表します。また、本日 5 月 19 日（金）より、新プロデューサー森下からの
『BFB』シリーズユーザーの皆様へのプレゼントとして、豪華ログインボーナスを実施します。

阿部淳からのコメント
『バーコードフットボーラー（現 BFB 2017）』をリリースしてから約 4 年半、続編の
『BFB Champions（現 BFB Champions 2.0）』をリリースしてから 10 ヶ月、
プロデューサーを務めさせていただきました。私の至らぬことからご迷惑をおかけしたこ
とが多々ありながらも、それでもプレイし続けていただいた監督さんには感謝しかあり
ません。
もともと私がフットボールが好きで開発したバーコードフットボーラーですが、サッカーを
超越して BFB そのものを愛し、本気で国内一、世界一を目指してプレイしていただ
いている監督さんたちの姿は、企画当初の想像をはるかに超え、私の大きな財産
のひとつになっています。いままで BFB シリーズをプレイしていただいた全世界の監督さんに御礼を申し上げま
す。本当にありがとうございました。
またこの場をお借りして『BFB 2017』、『BFB Champions 2.0』に関わってもらっているスタッフにも御礼を
申し上げます。4 年を超える長期間、しかも 2 タイトル運営しているチームは日本でも稀だと自負しています。
監督さん達の要望に応えるべく長期間いっしょに奮闘しながらも、ついて来てくれてありがとう。
私から、監督さんたちにひとつお約束できるのが、日本の BFB スタジオをはじめ香港の nxTomo スタッフは
BFB シリーズを愛しています。監督さんからの熱烈な声援に負けることなく、スタッフは監督さんからの要望に
お応えすべく BFB チーム一同、新プロデューサーの森下を中心に多くの監督さんに楽しんでいただくための運
営・開発を続けてまいります。
最後になりますが、監督の皆さま、BFB シリーズに変わらぬ声援をどうぞよろしくお願いいたします。

『BFB Champions 2.0』『BFB 2017』新プロデューサー
森下竜登からのコメント
このたび、『BFB 2017』ならびに『BFB Champions 2.0』のプロデューサ
ーに就任することになりました。
私はこれまで『BFB 2017』、『BFB Champions 2.0』に運営ディレクター
として両タイトルに携わってまいりました。
昨年 6 月にリリースされた『BFB Champions（現 BFB Champions
2.0）』においてはこの 10 ヶ月の間に、BFB シリーズ初のコミュニティ機能で
あるユニオンや、これまでの BFB シリーズでは無かった、カジュアルな PvP システムであるアリーナなど、様々な
コンテンツを実装し、監督さんたちの支えのおかげで、ようやくゲームとしてひとつの形ができあがってきたと感じ
ています。
しかし、まだまだ監督さんの想いに応えられていない点も多くあると思っています。
今後も世界中の監督さんに、熱く楽しいフットボールゲームを届けていくため、全スタッフ、引き続き開発・運
営に努めてまいります。
これからも『BFB 2017』ならびに『BFB Champions 2.0』をよろしくお願いいたします。

■★7[SP]選手がもらえる！新プロデューサー『もり P』からの超豪華プレゼント！

期間中、『BFB チャンピオンズ 2.0』『BFB 2017』それぞれにて、『もり P』から超豪華選手・アイテムをプレ
ゼントするログインボーナスを実施します。
・『BFB チャンピオンズ 2.0』でのプレゼント
①期間中、『BFB チャンピオンズ 2.0』にログインした方を対象に、「★7[SP] 三村知年’17」選手、「★
7[SP]スピリット」×4、「マイプレミアムスカウトチケット」×50 をプレゼントします。「★7[SP] 三村知年’17」
選手は、Lv.8 の複合スキルを持った強力な選手です。

②2017 年４月 21 日 4:00 以降に 1 度も『BFB チャンピオンズ 2.0』にログインしていない方が期間中に
ログインすると、「マイプレミアムスカウトチケット」×50 など、豪華アイテムをプレゼントします。
【プレゼント内容】
マイプレミアムスカウトチケット×50

メダル×10,000

マイゴールドスカウトチケット×25

クラブマネー×10,000,000

B コーチ各ポジションそれぞれ×10
●期間（日本時間）：2017 年 5 月 19 日（金）4：00～6 月 20 日（火）3:59
・『BFB 2017』でのプレゼント
①期間中、『BFB 2017』にログインした方を対象に、「★7[S]選手確定ガチャチケット」をプレゼントしま
す。
●期間（日本時間）：2017 年 5 月 24 日（水）メンテナンス後～6 月 20 日（火）3:59
②2017 年４月 22 日 4:00 以降に 1 度も『BFB 2017』にログインしていない方が期間中にログインする
と、「金の釜本さん」×1 など、豪華アイテムをプレゼントします。
【プレゼント内容】
金の釜本さん×1

マイトレーニングサプリ×30

ランク B コーチ×20

マイスタミナドリンク×30

ドリームミサンガ★7×10
●期間（日本時間）：2017 年 5 月 19 日（金）4:00～6 月 20 日（火）3:59
■★7 確定チケット大量 GET のチャンス！『もり P』就任記念 SNS 拡散キャンペーン！

『BFB チャンピオンズ 2.0』各公式 SNS にて、新プロデューサー就任を記念した拡散キャンペーンを実施し
ます。各 SNS で投稿されるキャンペーン対象投稿の合計拡散数 500 につき、「マイ★7 確定スカウトチケ
ット」×1 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。
・公式 Twitter アカウント
＠BFBChampionsJP（https://twitter.com/BFBChampionsJP）
※本キャンペーンでプレゼントされる「マイ★7 確定スカウトチケット」は、最大 5 枚までです。
●期間（日本時間）：2017 年 5 月 19 日（金）20：00～5 月 26 日（金）19:59
●プレゼント予定日（日本時間）：2017 年 5 月 30 日（火）メンテナンス後

■三村知年を使って豪華アイテムを GET しよう！アイテム SP エリア登場！
期間中、『BFB チャンピオンズ 2.0』のキャリアモードに、エリア評価褒賞やリーグミッション褒賞として「マイプレ
ミアムスカウトチケット」や「★７スピリット」などの豪華を獲得することができる限定イベント「アイテム SP エリア」
が登場します。このエリアでは、「★7[SP] 三村知年’17」、「★5[Ca] 三村知年’92」、「★4 三村知
年’96」のいずれかのうち 1 名以上をピッチ上に配置する必要があります。
●期間（日本時間）：2017 年 5 月 19 日（金）4：00～6 月 20 日（火）14:59
■新プロデューサー就任記念ミッションが登場！
期間中、『BFB チャンピオンズ 2.0』の「ミッション」に、新プロデューサー就任を記念した期間限定のミッション
が追加されます。これらのミッションでは、設定されたお題をクリアするごとに「A コーチ(FW)」や「★7 メンタル
トレーナー」などを獲得することができます。
●期間（日本時間）：2017 年 5 月 19 日（金）4：00～6 月 20 日（火）14:59
※各キャンペーンの詳細は、ゲーム内ニュースをご確認ください

■『BFB チャンピオンズ 2.0～Football Club Manager～』基本情報
『BFB チャンピオンズ 2.0～Football Club Manager～』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 2017』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 2.0』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
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提

称

BFB チャンピオンズ 2.0～Football Club Manager～

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）
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■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 2.0～Football Club Manager～』公式サイト：http://www.bfbchamp.com
■サイバードについて
会

社

本
代
創

名：株式会社サイバード（http://www.cybird.co.jp/）
社：東京都渋谷区猿楽町 10-1 マンサード代官山

表

者：代表取締役社長 内海 州史
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 2017』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 2.0～Football Club Manager～』を提供し、世界へ向けて新タイト
ルを発信していきます。
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