
 

 

     2017年 9月 12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 9月 12日（火）より、

大人気サッカー漫画『キャプテン翼』ワールドユース編とのコラボキャンペーンを開始します。今回のコラボでは、

新たに 30名以上の選手が登場します。 

 
 

■キャプテン翼ワールドユース編の選手たちが参戦！キャプテン翼スカウト登場！ 

 
キャプテン翼ワールドユース編に関連した選手が獲得できる「キャプテン翼スカウト」が期間限定で登場しま

す。このスカウトは、ログインボーナスや各種キャンペーンで入手できる「マイキャプテン翼スカウトチケット」か、

BFB コインを使用してチャレンジすることができます。 

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 2.0～Football Club Manager～』 

『キャプテン翼』ワールドユース編コラボ開始！ 
最高レア度の大空翼などコラボ選手 9名がログボで貰える！ 



 

 

【キャプテン翼スカウトから獲得可能な選手】 

大空翼 

日向小次郎 

葵新伍 

若林源三 

岬太郎 

三杉淳 

松山光 

新田瞬 

早田誠 

若島津健 

次藤洋 

石崎了 

沢田タケシ 

立花政夫 

立花和夫 

森崎有三 

ナトゥレーザ 

カルロス・サンターナ 

ステファン・レヴィン 

カール・ハインツ・シュナイダー 

火野竜馬 

肖俊光 

マーク・オワイラン 

ラモン・ビクトリーノ 

リカルド・エスパダス 

ジノ・ヘルナンデス 

デューター・ミューラー 

ルイ・ナポレオン 

エル・シド・ピエール 

ファン・ディアス 

※キャプテン翼スカウトから獲得できる選手は、同一の選手名でも複数のレアリティがあります。 

※各選手の登場期間は、ゲーム内ニュースをご確認下さい。 

 

■最高レア★7選手がもらえる！キャプテン翼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[Ex] 大空翼 U18」や「★7[Ex] ナトゥ

レーザ U18」など、キャプテン翼ワールドユース編の選手と、各選手を限界突破させることができるスピリット

4個を、最大 9日目までプレゼントします。 

【プレゼント内容】 

1日目：★7[Ex] ナトゥレーザ U18、★7[Ex]スピリット×4 

2日目：★5[Ex] サンターナ U18 、★5[Ex]スピリット×4 

3日目：★5[Ex] 日向小次郎 U18 、★5[Ex]スピリット×4 

4日目：★5[Ex] 葵新伍 U18 、★5[Ex]スピリット×4 

5日目：★5[Ex] レヴィン U18 、★5[Ex]スピリット×4 

6日目：★5[Ex] 若林源三 U18 、★5[Ex]スピリット×4 

7日目：★5[Ex] シュナイダ― U18 、★5[Ex]スピリット×4 

8日目：★5[Ex] 岬太郎 U18 、★5[Ex]スピリット×4 

9日目：★7[Ex] 大空翼 U18 、★7[Ex]スピリット×4 

●期間（日本時間）：2017年 9月 12日（火）4:00～11月 28日（火）3:59 

 

■マイキャプテン翼★6以上確定スカウトチケットがショップに登場！ 

期間中、キャプテン翼ワールドユース編に関連した選手のうち、レアリティ★6以上の選手が必ず獲得できる

「マイキャプテン翼★6以上確定スカウトチケット」がショップに登場します。「マイキャプテン翼★6以上確定

スカウトチケット」はお一人 1回限定で、10BFB コインで購入することができます。 

●期間（日本時間）：2017年 9月 12日（火）メンテナンス後～9月 26日（火）14:59 

 

■キャプテン翼小学生編のユニフォームが手に入るコラボエリアが登場！ 

期間中、キャリアモードに限定イベント「キャプテン翼コラボエリア[小学生編]」が登場します。このエリアでは

「マイキャプテン翼スカウトチケット」の他、南葛SCや明和FCなど、キャプテン翼小学生編で登場したチーム

のユニフォームを獲得することができます。また、このエリアではキャプテン翼小学生編の選手で構成されたチ

ームが挑んでくる「レジェンドチャレンジ」が発生します。このレジェンドチャレンジで勝利する度に、勝利回数に

応じて「マイキャプテン翼チケット」や「マイ★6以上確定スカウトチケット」などを獲得することができます。 



 

 

●期間（日本時間）：2017年 9月 12日（火）メンテナンス後～11月 28日（火）11:59 

 

■キャプテン翼コラボ記念の期間限定ミッションが登場！ 

期間中、キャプテン翼とのコラボを記念した期間限定の「ミッション」が追加されます。「アリーナで 5 試合しよ

う！」などのお題を達成していくことで、「マイキャプテン翼スカウトチケット」を大量に獲得することができます。 

●期間（日本時間）：2017年 9月 13日（水）4:00～９月 20日（水）3:59 

 

■キャプテン翼コラボ記念 SNS拡散キャンペーン！ 

 

 

 

 

 

 

『BFB チャンピオンズ 2.0』各公式 SNS にて、サッカー 

キャプテン翼とのコラボを記念した SNSキャンペーンを実施します。期間中に BFB チャンピオンズ 2.0 の各

SNSで投稿されるキャンペーン対象投稿の合計拡散数 500 につき、「マイキャプテン翼スカウトチケット」×

5 を、期間中にログインした方全員に後日プレゼントします。 

・公式 Twitter アカウント 

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

※本キャンペーンでプレゼントされる「マイキャプテン翼スカウトチケット」は、最大 25枚までです。 

●期間（日本時間）：2017年 9月 13日（水）20:00～９月 20日（水）19:59 

 

■豪華アイテムがもらえる！キャプテン翼カムバックログインボーナス！ 

 

 

 

 

 

 

 

2017年 8月 15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、「マイキャプテン

翼スカウトチケット」×10や「マイプレミアムスカウトチケット」×50など、豪華アイテムがもらえます。 

【プレゼント内容】 

マイキャプテン翼スカウトチケット×10 

マイプレミアムスカウトチケット×50 

★7 スピリット×5 

B コーチ各ポジションそれぞれ×10 

クラブマネー×10,000,000 

メダル×10,000 

●期間（日本時間）：2017年 9月 12日（火）4:00～11月 28日（火）3:59 

 

 

https://twitter.com/BFBChampionsJP


 

 

■デイリー練習で最高ランクの A コーチがもらえる！ 

期間中、「デイリー練習」で獲得できるコーチに、最高ランクの A コーチが登場します。 

●期間（日本時間）：2017年 9月 13日（水）4:00～９月 20日（水）3:59 

 

 

各キャンペーンの詳細は、ゲーム内ニュースをご確認ください。 

 

 

＜権利表記＞ 

©Yoichi Takahashi/SHUEISHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

■『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。 

 

■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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