
 

 

     2016年 10月 25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』）において、10月 25日（火）より、明治安田生命 J2 リ

ーグ所属のサッカークラブ「FC町田ゼルビア」とのタイアップキャンペーンを開始します。ゼルビアの人気選手 5

名が 3D選手となってゲーム内に登場するほか、ユニフォームなどタイアップアイテムがもらえるキャンペーンを

実施します。 

 

■ゼルビアの選手達がもらえる！FC町田ゼルビア応援ログインボーナス！ 

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、FC町田ゼ

ルビアの選手とユニフォームやエンブレムをプレゼントします。 

【プレゼント内容】 

1日目：★5 李漢宰’16選手、FC町田ゼルビア 16-17 Homeユニフォーム 

2日目：★5 髙原寿康’16選手、FC町田ゼルビア 16-17 Home GKユニフォーム 

3日目：★5 鈴木孝司’16選手、FC町田ゼルビア 16-17 Awayユニフォーム 

4日目：★5 深津康太’16選手、FC町田ゼルビア 16-17 Away GK ユニフォーム 

5日目：★5 中島裕希‘16選手、FC町田ゼルビアエンブレム 

 

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～』 
明治安田生命 J2 リーグ所属 

FC町田ゼルビアとタイアップ開始！ 
人気選手 5人が 3D になってゲーム内に登場！ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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 10月 26日（水）4:00～11月 16日（水）3:59 

 

■デイリー練習でタイアップコーチアイテム「ゼルビー」をゲット！ 

期間中、「デイリー練習」で入手できるコーチアイテムが、「ゼルビー」に変更されま

す。「ゼルビー」は、「コーチ練習」でクラブマネーを消費せずに使用できる特別なコ

ーチアイテムです。 

※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 10月 26日（水）4:00 

～11月 16日（水）3:59 

▲「★5 [Ex] 李漢宰’16」選手 ▲「★5 [Ex] 髙原寿康’16」選手 ▲「★5 [Ex] 鈴木孝司’16」選手 

▲「★5 [Ex] 深津康太’16」選手 ▲「★5 [Ex] 中島裕希’16」選手 

▲コーチアイテム「ゼルビー」各種 

▲「FC町田ゼルビア 16-17  

Home ユニフォーム」 

▲「FC町田ゼルビア 16-17  

Home GK ユニフォーム」 

▲「FC町田ゼルビアエンブレム」 



 

 

■ゼルビアを応援しよう！試合結果に応じてタイアップアイテムプレゼント！ 

タイアップ期間中の FC町田ゼルビアの試合結果に応じて、試合日翌日にログイ

ンした方を対象に、「FC町田ゼルビアドリンク」をプレゼントします。「FC町田ゼル

ビアドリンク」は、試合を行うために必要な「試合コスト」を全回復させるアイテムで

す。 

【プレゼント内容】 

ゼルビアが勝った場合：FC町田ゼルビアドリンク×3 

ゼルビアが負けた場合：FC町田ゼルビアドリンク×1 

引き分けだった場合：FC町田ゼルビアドリンク×2 

 

※詳しくはゲーム内ニュースをご確認ください。 

●対象試合日（日本時間）：2016年 10月 30日（日）、11月 3日（木）、 

11月 6日（日）、11月 12日（土） 

 

■11月 3日のファジアーノ岡山戦を「BFB チャンピオンズマッチデー」として開催！ 

11月 3日（木･祝）に FC町田ゼルビアのホーム、町田市立陸上競技場で行われる明治安田生命Ｊ

２リーグ第 39節・ファジアーノ岡山戦が、『BFB チャンピオンズマッチデー』として開催されます。 

当日はディエゴ・マラドーナにそっくりなディエゴ・加藤・マラドーナさんが来場する他、特設ブースにてタイアップ

記念クリアファイルの配布を行うなど、楽しいイベントが盛り沢山です。皆様ぜひ、町田市立陸上競技場に

お越しください。 

 

●試合概要 

明治安田生命Ｊ２リーグ第 39節 

ＦＣ町田ゼルビア vs ファジアーノ岡山 

日時：2016年 11月 3日（木･祝） 

会場：町田市立陸上競技場 

※チケット・アクセスなど詳細は下記を御覧ください。 

http://www.zelvia.co.jp/support/ 

 

 

■「★7 シャビ’08」選手が再び「プレミアムスカウト」に登場！ 

スペイン代表として数々の国際大会で活躍した世界最高峰の司令塔「シ

ャビ・エルナンデス」選手が、「★7 シャビ’08」選手となって、ゲーム内ガチャ

「プレミアムスカウト」、「6連プレミアムスカウト」に期間限定で再登場しま

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 10月 25日（火）19:00 

～11月 1日（火）14:59 

 

 

▲「FC町田ゼルビアドリンク」 

▲「★7 シャビ’08」選手 

http://www.zelvia.co.jp/support/


 

 

■プレミアムスカウトに最高レアリティ★7選手 6体が新登場！＆期間限定で登場確率 3倍！ 

「★7 マセルロ’14」選手や「★7 J・ドロリゲズ’14」選手をはじめ、新登場となるレアリティ★7 の強力な選

手6体が、ゲーム内ガチャ「プレミアムスカウト」、「6連プレミアムスカウト」に追加されます。さらに、下記期間

中、これらの選手の登場確率が通常の 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。 

●登場確率 3倍期間（日本時間）：2016年 10月 25日（火）19:00 

～10月 28日（金）18:59 

 

【新たに登場する★7選手(一部)】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

■「6連プレミアムスカウト」から★6以上の選手が必ず登場！ 

期間中、「6連プレミアムスカウト」を行うと、レアリティ★6以上の選手が 1体以上必ず登場します。 

※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 10月 25日（火）19:00～11月 1日（火）14:59 

 

■世界 No.1 ユーザーが決まる！「世界代表戦」開催決定！ 

全世界のユーザーで順位を競う「世界代表戦」の初開催が決定

しました。本大会は 10月 27日（木）より、「国内代表戦」、

「大陸代表戦」、「世界代表戦」の順に 3週間に渡って開催され、

各大会の結果によって分けられたグレード内で順位を競います。

「世界代表戦」S グレードの上位入賞者には、新スキル「ストライ

カー Lv.8」を持つ「★7 [G]パラ’62」選手がプレゼントされる他、

全参加者に順位に応じて豪華な褒賞がプレゼントされます。 

 

※各代表戦の参加には事前エントリーが必要となります。 

※詳しくはゲーム内ニュースをご確認ください。 

●「国内代表戦」エントリー期間（日本時間）：～2016年 10 月 26日（水）23:59 

●「国内代表戦」開催期間（日本時間）：2016年 10月 27日（木）～10月 30日（日） 

 

 

▲「★7 マセルロ’14」選手 ▲「★7 J・ドロリゲズ’14」選手 

■所持スキル 

オーバーラップ Lv.7 

ピンポイントクロス Lv.7 

スーパークリア Lv.5 

■所持スキル 

ダイレクトシュート Lv.7 

キラーパス Lv.6 

テクニカルドリブル Lv.6 

コントロール FK Lv.6 

▲「★7 [G]パラ’62」選手 

■所持スキル 

ストライカー Lv.8 

スーパーヘディング Lv.7 

テクニカルドリブル Lv.6 



 

 

■『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 

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 iOS, Android 

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 

 

■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。 

＜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/
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