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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 2.0～Football Club 

Manager～』（以下、『BFBチャンピオンズ2.0』）にて、8月29日（火）より、明治安田生命 J2 リーグ所属

のサッカークラブ「湘南ベルマーレ」と、サッカー界一有名なカエル「一平くん」との再コラボを実施します。ベルマーレの

選手や一平くんが 3D選手になって登場する他、豪華コラボアイテムがもらえるキャンペーンを多数実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■湘南ベルマーレ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、湘南ベルマーレのマスコットキャラクター、キング

ベルⅠ世が選手育成アイテムになった「キングベルⅠ世 B コーチ」を、各ポジション

１つずつプレゼントします。 

●期間（日本時間）：2017年 8月 29日（火）メンテナンス後 

～9月 12日（火）3:59 

 

■湘南ベルマーレの選手を GET！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「湘南ベルマーレコラボ記念エリア」が登場します。このエリアではドロップ褒賞

として湘南ベルマーレの 5選手を獲得できます。また、エリアをクリアすると「★5[Ex] 坂本紘司’09」と「湘南ベル

マーレエンブレム」を入手することができます。 

【ドロップ褒賞】 

★5[Ex] 秋元陽太’17、★5[Ex] 菊地俊介’17、★5[Ex] 神谷優太’17、 

★5[Ex] 山田直輝’17、★5[Ex] 高山薫’17 

【エリアクリア褒賞】 

★5[Ex] 坂本紘司’09、湘南ベルマーレエンブレム 

 

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 2.0～Football Club Manager～』 

湘南ベルマーレ＆一平くんとの再コラボを実施！ 
ベルマーレの選手や一平くんが 3D になって登場！ 

▲「キングベルⅠ世 B コーチ」各種 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●期間（日本時間）：2017年 8月 29日（火）メンテナンス後～9月 12日（火）14:59 

 

■湘南ベルマーレを応援しよう！試合結果に応じてコラボアイテムをプレゼント！ 

タイアップ期間中の湘南ベルマーレ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、湘南ベルマーレ

コラボアイテムを後日プレゼントします。 

【プレゼント内容】 

ベルマーレが勝った場合：キングベルⅠ世 B コーチ（ALL）×1 

引き分けだった場合：キングベルⅠ世 C コーチ（ALL）×1 

ベルマーレが負けた場合：キングベルⅠ世 D コーチ（ALL）×1 

●対象試合日（日本時間）：2017年 9月 2日（土）、9月 9日（土） 

 

■一平くんコラボ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、一平くんとキングベルⅠ世がコラボした「一平く

ん×キングベルⅠ世エンブレム」をプレゼントします。 

●期間（日本時間）：2017年 8月 29日（火）メンテナンス後 

～9月 12日（火）3:59 

 

 

▲「★5 [Ex] 秋元陽太'17」 ▲「★5 [Ex] 菊地俊介'17」 ▲「★5 [Ex] 神谷優太'17」 

▲「★5 [Ex] 山田直輝'17」 ▲「★5 [Ex] 高山薫'17」 ▲「★5 [Ex] 坂本紘司'09」 

▲「一平くん×キングベルⅠ世エンブレム」 



 

 

■一平くん＆青一平くんを GET！一平くん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「一平くんコラボ記念エリア」が登場します。このエリアをクリアすると「★5[Ex] 

一平くん’17」と「★5[Ex] 青一平くん’17」を入手することができます。また、このエリアでは「一平くんコーチ」各種

や「★5[Ex]スピリット」がドロップすることがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●期間（日本時間）：2017年 8月 29日（火）メンテナンス後～9月 12日（火）14:59 

 

■★7[C]一平くんがアリーナスカウトに登場！ 

期間中、アリーナスカウトの★7[C]選手枠として、「★7[C] 一平くん’17」が登場します。 

●期間（日本時間）：2017年 8月 29日（火）メンテナンス後～9月 12日（火）14:59 

 

■メダル交換所に一平くんコラボエンブレム 4種が登場！ 

期間中、メダル交換所に一平くんとのコラボエンブレム 4種が登場します。これらのエンブレムは、1回限定でメダル

300枚と交換することができます。 

【交換可能エンブレム】 

一平くん土下座エンブレム、一平くん炎エンブレム、一平くん満腹エンブレム、一平くんエンブレム 

 

 

 

 

 

 

 

 

●期間（日本時間）：2017年 8月 29日（火）メンテナンス後～9月 12日（火）14:59 

 

 

 

 

 

▲「★5[Ex] 一平くん‘17」 

▲「一平くん土下座エンブレム」 ▲「一平くん炎エンブレム」 ▲「一平くん満腹エンブレム」 ▲「一平くんエンブレム」 

▲「★5[Ex] 青一平くん‘17」 



 

 

■48時間限定！超強力★7[SP]選手が獲得できるステップアップスカウトが登場！ 

 

期間中、Lv.8 複合スキルを２つ持つ超強力な選手「★7[SP]バッジナ’94」を始め、新★7[SP]選手 3 体が獲

得可能な 11連ステップアップスカウトが、48時間限定で登場します。このスカウトでは、チャレンジした回数（ステ

ップ）に応じて豪華アイテムがプレゼントされ、ステップ 7 では「★7[SP]バッジナ’94」、「★7[SP]チャベ’10」、「★

7[SP]L・テルム’98」のいずれかが必ず獲得できる「マイ新★7[SP]選手確定チケット」を入手することができます。 

【ステップ毎のプレゼントアイテム】 

ステップ 1：C コーチ(ALL)×1 

ステップ 2：マイ★5以上確定スカウトチケット×1 

ステップ 3：マイ★7以上確定スカウトチケット×1 

ステップ 4：マイ★5以上確定スカウトチケット×1 

ステップ 5：★7[SP]スピリット×1 

ステップ 6：マイ★6以上確定スカウトチケット×1 

ステップ 7：マイ新★7[SP]選手確定スカウトチケット×1 

※ステップ 7 までチャレンジすると、次回チャレンジ時は再びステップ 1からのスタートとなります。 

●期間（日本時間）： 

2017年 8月 29日（火）メンテナンス後～8月 31 日（水）15:59 

 

■キャリアモードのコーチドロップ率が 2倍に！ 

期間中、キャリアモードの全てのエリアで、各種コーチのドロップ率が 2倍になります。 

※「コーチエリア」は対象外となります。 

●期間（日本時間）：2017年 8月 29日（火）メンテナンス後～9月 5日（火）3:59 

 

■大量の A コーチがセットになったお得なパックが登場！ 

期間中、ショップに各種「A フリーコーチ」計 20 個がセットになったお得な「A フリーコーチスペシャルパック」が登場し

ます。「A フリーコーチスペシャルパック」は、1人 1回限定で 90BFB コインで購入することができます。 

●期間（日本時間）：2017年 8月 29日（火）メンテナンス後～9月 5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 
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