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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 2.0～

Football Club Manager～』（以下、『BFB チャンピオンズ 2.0』）にて、1周年キャンペーン第 20弾と

して、株式会社アメージングが提供中の美少女サッカー育成ゲーム『ビーナスイレブンびびっど！』（通称「び

びび」）とのコラボキャンペーンを本日 8月 8日（火）より開始します。びびびの人気キャラたちが、3D選

手やアイテムとなって『BFB チャンピオンズ 2.0』に登場します。 

 
 

■コラボ記念 Twitter素材プレゼント中！コラボ特設サイトを公開！ 

『BFBチャンピオンズ 2.0』および『ビーナスイレブンびびっど！』で実施されるコラボキャンペーンの内容を紹介

した特設サイトを公開しました。このサイトでは、本作にコラボ選手として登場するびびびキャラ達が描かれた

Twitter用ヘッダー画像とアイコン画像がダウンロードできます。ぜひお気に入りのキャラクターをアイコンにして

コラボをお楽しみください。 

【コラボ特設サイト】 

https://ja.bfbfans.com/venus_eleven_vivid/ 

 

■ビーナスイレブンびびっど！コラボ記念ログインボーナス！ 

期間中にログインした方を対象に、びびびの看板キャラ「相崎るみ」が 3D選手になった「★5[Ex] 相崎る

み’17」と、「神尾ひな B コーチ（ALL）」×1、「龍川ショウ D コーチ（ALL）」×1、「★5[Ex]スピリット」

×4 をプレゼントします。 

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 2.0～Football Club Manager～』 

『ビーナスイレブンびびっど！』とのコラボキャンペーンを実施！ 
びびびの人気キャラが 3D選手になって登場！ 

https://ja.bfbfans.com/venus_eleven_vivid/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●期間（日本時間）：2017年 8月 8日（火）メンテナンス後～9月 12日（火）14:59 

 

■びびび選手を集めよう！コラボ記念エリア開放！ 

 

期間中、キャリアモードに限定イベント「ビーナスイレブンびびっど！コラボ記念エリア」が登場します。このエリ

アは全 10 リーグで構成され、各エリアをクリアすることでびびびコラボ選手 1体を獲得することができます。ま

た、このエリアをクリアすると「ビーナスイレブンびびっど！ユニフォーム」と「ビーナスイレブンびびっど！エンブレム」

を入手することができます。ログインボーナスで貰える「★5[Ex] 相崎るみ’17」と合わせて全 11選手を揃

えることで、スタメンをびびびコラボ選手のみで構成することができます。 

【獲得可能選手】 

「★5[Ex] 上下上下上’17」 

「★5[Ex] 詩奏音ことば’17」 

「★5[Ex] アリス’17」 

「★5[Ex] 舞姫ゆらら’17」 

「★5[Ex] ソナタ’17」 

「★5[Ex] 茶倉こひめ’17」 

「★5[Ex] 桜木りょう’17」 

「★5[Ex] 重野ゆうか’17」 

「★5[Ex] フレイヤ’17」 

「★5[Ex] 口口ロロロ’17」 

 

 

 

 

 

 

 

▲「★5[Ex] 相崎るみ’17」 ▲「神尾ひな B コーチ（ALL）」 

▲「ビーナスイレブンびびっど！ 

ユニフォーム」 

▲「ビーナスイレブンびびっど！ 

エンブレム」 

▲「龍川ショウ D コーチ（ALL）」 



 

 

●期間（日本時間）：2017年 8月 8日（火）メンテナンス後～9月 12日（火）14:59 

 

■豪華グッズが当たる！コラボ記念 Twitterプレゼントキャンペーン！ 

 

コラボを記念して、豪華グッズが当たるTwitterキャンペーンを実施します。『BFBチャンピオンズ 2.0』日本

公式 Twitterアカウントまたは『ビーナスイレブンびびっど！』公式 Twitterアカウントをフォローし、キャンペー

ン対象ツイートをリツイートした方の中から抽選で合計 20名様に、コラボ記念QUOカードやびびびグッズを

プレゼントします。 

【プレゼント内容】 

・コラボ記念 QUO カード（1000円） 10名様 

・びびびライブ T シャツ 5名様 

・びびび USB メモリ 3名様 

・びびび B2 ポスター 2名様 

【キャンペーン対象アカウント】 

・『BFB チャンピオンズ 2.0』公式 Twitter アカウント 

＠BFBChampionsJP（https://twitter.com/BFBChampionsJP） 

・『ビーナスイレブンびびっど！』公式 Twitter アカウント 

@Venus11Vivid（https://twitter.com/Venus11Vivid） 

※日本国内にお住まいの方のみが当選対象となります。予めご了承下さい。 

●応募期間（日本時間）：2017年 8月 10 日（木）17：00～8月 18日（火）19:59 

 

＜権利表記＞ 

(C) amazing Inc./AG rights Inc. All Rights Reserved. 

 

 

■豪華アイテムがもらえるカムバックキャンペーン実施中！ 

2017年７月 11日 4:00以降に 1度も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 

マイゴールドスカウトチケット×25 

★7 スピリット×4 

B コーチ各ポジションそれぞれ×10 

メダル×10,000 

クラブマネー×10,000,000 

●期間（日本時間）：2017年 8月 8日（火）4：00～8月 15日（火）3:59 

 

 

https://twitter.com/BFBChampionsJP
https://twitter.com/Venus11Vivid


 

 

■サマフェスログインボーナスで育成アイテムを毎日 GET＆留学時間短縮で育成速度 UP！ 

好評実施中の「サマーフェスティバル」キャンペーンの一環として、ログインボーナス期間中にログインした方を

対象に、1日ログインする毎に選手育成用アイテム「マイ留学パス」×3 と「B コーチ（ALL）」×1 をプレゼ

ントします。また、期間限定で「留学」にかかる時間が 3時間短縮されるキャンペーンを実施します。 

●ログインボーナス期間（日本時間）：2017年 8月 9日（水）4：00～8月 15日（火）3:59 

●「留学」時間短縮期間（日本時間）：2017年 8月 8日（火）メンテナンス後 

～8月 15日（火）14:59 

 

■強力選手 GETのチャンス！サマフェス代表戦褒賞枠拡大キャンペーン！ 

8月 10日より開催される「国内代表戦」にて、上位入賞褒賞の選手交換チケットが手に入りやすくなるキ

ャンペーンを実施します。[D]、[G]、[S]の各選手交換チケットがもらえる順位が通常より拡大され、さらに

「[D]選手交換チケット」は枚数も増量されます。 

●代表戦エントリー期間（日本時間）：～2017年 8月 9日（水）23:59 

●代表戦開催期間（日本時間）：2017年 8月 10日（木）12:00～8月 14日（月）1:59 

 

■最高レア選手確定の「マイ★7以上確定スカウトチケット」など、お得なアイテムがショップに登場！ 

期間中、レアリティ★7 または★7[SP]の選手が必ず獲得できる「マイ★7以上確定スカウトチケット」と、

「マイ留学パス」×5と「マイプレミアムスカウトチケット」×5がセットになったお得な「留学パス詰め合わせパック」

がショップに登場します。「マイ★7以上確定スカウトチケット」は期間中 1回まで、「留学パス詰め合わせパ

ック」は期間中 10回まで、それぞれ 30BFB コインで購入できます。 

●期間（日本時間）：2017年 8月 8日（火）メンテナンス後～8月 15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下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

■『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。 

 

■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 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   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 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。 

 

 

 

 

 
 

＊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 2.0～Football Club Manager～ 

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 マーケティング統括部 高谷 

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

