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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、12月中に予定しているサービス開始半年記念大型

アップデートから、新たに 3 つの新要素の情報をお知らせします。また、12月 13日（火）より、サッカー選

手になったサンタがもらえるなどの豪華クリスマス記念キャンペーンを実施します。 

 

■サービス開始半年記念大型アップデート情報第 3弾！ 

12月中に予定している大型アップデートの中から、新たに 3 つの新要素の情報を公開します。 

 

・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。もちろん、このボタンで振り分けた後

に自分で調整することも可能です。 

 

・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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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～』 

半年記念大型アップデート情報公開第 3弾！ 
＆サンタがサッカー選手に!?クリスマスキャンペーン開催！ 

▲スタジアムの変化イメージ 

▲「おすすめ振り分け」ボタン 



 

 

・「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たり、その他の練習を行ったりす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、より簡単に選手を育てることができるように

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。 

 

 

 
■サンタがもらえる！クリスマス記念 SP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日ログインするごとに、「★5 [Ex]サンタ‘16」

選手や、ゲーム内秘書に設定できる「ゆきりぬサンタ」など、豪華選手・アイテムをプレゼントします。 

【プレゼント内容】 

1日目：★5 [Ex]サンタ’16選手、ゆきりぬサンタ 

2日目：サンタユニフォーム、サンタ GKユニフォーム 

3日目：クリスマスエンブレム、マイスタミナドリンク×3 

4日目：マイトレーニングサプリ×3 

5日目：マイプレミアムスカウトチケット×5 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

▲「★5 [Ex]サンタ’16」選手 ▲秘書「ゆきりぬサンタ」 

▲「サンタユニフォーム」 

▲「クリスマスエンブレム」 

■所持スキル 

サンタクロス Lv.5 

デリバリーラン Lv.5 

メリーショット Lv.4 



 

 

※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 14日（水）4:00～12月 28日（水）3：59 

 

■全員サンタのチームに挑戦！キャリアモードに「サンタレジェンズ」出現！ 

期間中、キャリアモード内「ワールドツアー」で発生する「レジェンドチャレンジ」にて、

メンバー全員がサンタのチーム「サンタレジェンズ」が出現します。「サンタレジェンズ」

との試合で勝利を重ねることで、「マイプレミアムスカウトチケット」を最大 10枚入

手できる他、ドロップ褒賞として、「サンタBコーチ（ALL）」などのアイテムを入手

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 13日（火）メンテナンス後～12月 27日（火）14：59 

 

■2016年ベストエキサイティングゲーム受賞記念プレゼント！ 

『BFB チャンピオンズ』が、香港版 Google Play にて、2016年のベストエキサイティングゲームに選出され

たことを記念して、期間中に 『BFB チャンピオンズ』にログインした方を対象に、「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。

※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 13日（火）メンテナンス後～12月 21日（水）3：59 

 

■1週間限定！新複合スキルを持った強力★7選手「S・モラス’15」＆「タニ・クラース’16」が登場！ 

最高レアリティ★7の新選手「★7 S・モラス’15」選手と「★

7 タニ・クラース’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 S・モラス’15」選手は「エースキ

ラー」、「★7 タニ・クラース’16」は「ピボーテ」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 13日（火）メンテナンス後～12月 20日（火）14：59 

 

■72時間限定！新複合スキルを持った強力★7選手「ビダン’01」が登場！ 

新複合スキル「トラップアンドシュート」をもつ最高レアリティ

★7の強力な新選手「★7 ビダン’01」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 13日（火）メンテナンス後 

～12月 16日（金）17：59<予定> 

 

 

 

▲「サンタ B コーチ（ALL）」 



 

 

■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！ 

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。 

※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 13日（火）メンテナンス後～12月 20日（火）14：59 

 

■レギュレーション国内代表戦開催！ 

ゲーム内イベント「代表戦」にて、「レギュレーション代表

戦」を開催します。今大会では出場メンバー11名のう

ち 3名をアーセナル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「ファルソヌ

エベ Lv.8」をもつ「[G]ペルカンプ’02」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。 

●エントリー期間（日本時間）：～2016年 12月 14日（水）23：59 

●開催期間（日本時間）：2016年 12月 15日（木）12：00～12月 19日（月）1：59 

 

■ワールドツアー全エリアクリアで特別なエリアが解放！ 

キャリアモード内「ワールドツアー」に、エリア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」×10や「A コ

ーチ（ALL）」を入手することができる特別エリアが追加されます。このエリアは、ワールドツアーそれぞれの難

易度ごとに、その難易度の全エリアをクリアすることで解放されます。 

※既に全エリアをクリアしている難易度では、自動的に解放されます。 

※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 13日（火）メンテナンス後～ 

 

■BFB コイン購入でコーチをプレゼント！  

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、「C コーチ（ALL）」また

は「B コーチ（ALL）」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 13日（火）メンテナンス後～12月 20日（火）14：59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

■『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) 

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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