
 

 

     2017年 4月 18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 2.0～

Football Club Manager～』（以下、『BFB チャンピオンズ 2.0』）にて、本日 4月 18日（火）に、

ゲーム内新大会「アリーナカップ戦」を実装するなどのアップデートを実施します。また、これを記念した豪華

「アップデート記念キャンペーン」を実施します。 

 
■新大会「アリーナカップ戦」を実装するアップデートを実施！ 

今回のアップデートにより、アリーナクラス 7 に到達した強豪監督のみが戦うことができる大会「アリーナカップ

戦」が実装されます。「アリーナカップ戦」は、毎週5日間に渡って開催され、各日の最初の5試合で獲得し

た勝ち点の合計点で順位を競い、上位入賞者には専用の「称号」がプレゼントされます。 

また、「アリーナカップ戦」では、新レギュレーション「アリーナブースト」が適用されます。「アルゼンチン国籍選

手：選手能力値+10%」など、指定の条件を満たした選手の選手能力値が上昇するので、「アリーナブー

スト」に合わせたチーム編成が勝利への鍵となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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～』 

新大会「アリーナカップ戦」が登場！ 
豪華アップデート記念キャンペーンを実施！ 

▲｢アリーナカップ戦」画面 

※画像は開発中のものです。実際のゲーム画面とは異なる場合があります。 



 

 

■お試し大会「アリーナトライアルカップ戦」開催！ 

「アリーナカップ戦」実装を記念して、「アリーナトライアルカップ戦」を開催します。今大会では、「アルゼンチン

国籍選手：選手能力値+10%」などの３つの「アリーナブースト」が適用されます。またクラス戦と同様に、

試合を行うと 1日 1回「マイプレミアムスカウトチケット」×1 を獲得することができます。 

【適用アリーナブースト】 

・アルゼンチン国籍選手：選手能力値+10% 

・イングランド国籍選手：選手能力値+5% 

・スペシャリティ[Li]選手：選手能力値+7% 

※今大会では「称号」のプレゼントはありません。 

※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）：2017年 4月 19日（水）4:00～4月 24日（月）3:59 

 

■11連スカウトに挑戦できる！カムバックキャンペーン！ 

 
2017年 3月 21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、11連スカウト

に 1回挑戦できる量の「マイプレミアムスカウト」×50など、豪華アイテムをプレゼントします。 

●期間（日本時間）：2017年 4月 18日（火）メンテナンス後～5月 9日（火）3:59 

 

■アップデート記念スペシャルログインボーナス！ 

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「★7スピリット」×1 と「マイゴールドスカウトチケット」

×5 を、最大 5日目までプレゼントします。 

※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）：2017年 4月 19日（水）4:00～4月 26日（水）3:59 

 

■アップデート記念 SNS拡散キャンペーン！ 

 

 



 

 

期間中、アップデートを記念した SNS 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 アカウント他、各公式 SNS で投稿されるキャンペーン対象投稿の合計拡散数に応じて、「マイ★

7確定スカウトチケット」や「★7 メンタルトレーナー」などの豪華アイテムを、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）：2017年 4月 21日（金）20:00～4月 28日（金）19：59 

 

■10BFBで購入可能！ショップに★7確定スカウトチケットが登場！ 

期間中、「ショップ」に、お一人 1回限定で 10BFB コインで購入することができる「マイ★7確定スカウトチケット」

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。 

●期間（日本時間）：2017年 4月 18日（火）メンテナンス後～4月 25日（火）14:59 

 

■キャリアモードに「アップデート記念エリア」が登場！ 

期間中、キャリアモードに限定イベント「アップデート記念エリア」が登場します。このエリアでは、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」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 4月 19日（水）4:00～5月 2日（火）14:59 

 

■アップデート記念期間限定ミッションが登場！ 

期間中、「ミッション」に、アップデート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、「マイプレミアムスカウトチケット」など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 4月 19日（水）4:00～5月 2日（火）14:59 

 

■「★7[SP] E・オザーラ’17」が新登場！ 

 
「★7[SP] E・オザーラ’17」選手が、Lv.8複合スキル「シューティングスター」を持って新たに登場します。

「★7[SP] E・オザーラ’17」選手は、サイドからの攻撃に優れたスキルが揃った強力な選手です。 

※詳しくはゲーム内ニュースをご確認下さい。 

 

 

 

https://twitter.com/BFBChampionsJP


 

 

■一週間限定！「★7[SP] E・オザーラ’17」登場確率５倍！ 

期間中、各種「プレミアムスカウト」にて、「★7[SP] E・オザーラ’17」選手の登場確率が通常の 5倍に、特

定の★7選手の登場確率が通常の 7倍になります。 

また、チャレンジした回数に応じて、★7[SP]選手を「限界突破」できる「★７[SP]スピリット」や、「マイ★7

以上確定スカウトチケット」などがもらえる「11連ステップアップスカウト」が登場します。 

※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）：2017年 4月 18日（火）メンテナンス後～4月 25日（火）14:59 

 

■マン C選手「★7[SP] D・シルバ’16」復活登場！ 

 
期間中、マンチェスター・シティ FC の主力選手「★7[SP] D・シルバ’16」選手が各種「プレミアムスカウト」

に復活登場します。「★7[SP] D・シルバ’16」選手は、Lv.8 のオリジナル複合スキル「スカイブルースマーリ

ン」を持つ強力な選手です。 

※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）：2017年 4月 18日（火）メンテナンス後～4月 25日（火）14:59 

 

■★7選手登場確率 3倍！「ポジション別スカウト」が登場！ 

期間中、特定のポジションの選手のみが登場する「ポジション別スカウト」、「11連ポジション別スカウト」が

登場します。このスカウトでは、★7選手の登場確率が通常の 3倍になります。また、それぞれ期間中であ

れば、3回まで 1回につき 10BFB コインでチャレンジできるスカウトも登場します。 

※★7[SP]選手はこのスカウトからは登場しません。 

※詳しくはゲーム内ニュースをご確認下さい。 

●「ポジション別スカウト」各ポジション登場期間（日本時間）： 

・DF/GK：2017年 4月 20日（木）17:00～4月 22日（土）3:59  

・MF：2017年 4月 22日（土）4:00～4月 24日（月）3:59  

・FW：2017年 4月 24日（月）4:00～4月 25日（火）14:59 

 

■1日 1回、ゴールドスカウトにチケットなしでチャレンジ可能に！ 

期間中、1日 1回限定でスカウトチケットを消費せずに「ゴールドスカウト」に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下さい。 

●期間（日本時間）：2017年 4月 19日（水）4:00～ 

 

 



 

 

■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額する度、購入額に応じて最大 200BFB コインを追加でプレゼントし

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）：2017年 4月 18日（火）メンテナンス後～4月 25日（火）14:59 

 

■ユニオンカップ開催＆ユニオンペナントエリアが登場！ 

期間中、クラブユニオン対抗で行われるイベント「ユニオンカップ」が開催されます。上位に入賞したユニオンに

は、限定エンブレムとユニフォームがプレゼントされる他、所属ユニオンの順位や個人の総獲得スコアに応じ

て、「ユニオン交換チケット」や、「マイプレミアムスカウトチケット」などを獲得することができます。 

また、ユニオンカップ開催期間中、「キャリアモード」に限定イベント「ユニオンペナントエリア」が登場します。こ

のエリアでは、ユニオンカップに必要な「ユニオンペナント」を、試合を行う度に必ず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 4月 19日（水）4:00～4月 26日（水）3:29 

 

■コミュニティポータルサイトにて「ポゼッション」についての解説記事を公開！ 

本作のコミュニティポータルサイトにて、監督の皆さんからお問い合わせの多かった、ボールの支配率を表す

「ポゼッション」についての解説記事を公開しました。ポゼッションの概要や、ポゼッションに関係する選手能力

値などを紹介しています。コミュニティポータルサイトでは、今後もお問い合わせが多い要素についての解説

記事を随時公開予定です。 

●コミュニティポータルサイト：https://ja.bfbfans.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ja.bfbfans.com/


 

 

■『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 

 

 

 

 

 

 

 

 

■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 広報 高谷・井澤 

TEL: (03)6746-3111 E-Mail： press@cybird.co.jp 
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