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株式会社サイバード
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～』
新メンバーを含むサッカー日本代表 41 名が登場！
＆「代表戦」リニューアルなどの大型アップデートを実施！
当社の連結子会社であります、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 2018 年 11 月 27 日（火）より、サッカー日本代表の選手たち
がゲーム内に登場します。今回は、2018 年９月 11 日（火）のコスタリカ戦で選出された新
生日本代表のメンバーを含めた、41 名の選手が獲得可能になります。また、ゲーム内大会
イベント「代表戦」のリニューアルなどを行う大型アップデートを実施します。

■総勢 41 名の日本代表選手が参戦！日本代表スカウトが登場！
11 月 27 日（火）より、サッカー日本代表の選手たちがゲーム内に登場します。今回は、９
月 11 日（火）のコスタリカ戦で新たに選出された選手を含む 41 名が登場します。日本代表
選手は、専用スカウト「日本代表スカウト」から獲得することができます。

【日本代表スカウトから登場する選手】
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※日本代表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。
■６連で[SP]選手確定！日本代表スカウト登場！
期間中、サッカー日本代表の選手が必ず獲得できる「日本代表スカウト」が登場します。こ
のスカウトでは６連スカウトにも挑戦することができ、６連の場合は[青 SP]選手を必ず１体
獲得することができます。
「日本代表スカウト」は、ログインボーナスなどで入手できる「マ
イ日本代表スカウトチケット」か、BFB コインを消費してチャレンジすることができます。
●期間（日本時間）
2018 年 11 月 27 日（火）メンテナンス後～

■６連スカウト分のチケットがもらえる！日本代表特別ログインボーナス！
期間中に 1 日ログインする毎に「マイ日本代表スカウトチケット」や「カラッペ A コーチ（ALL）」
などのアイテムをプレゼントします。（最大 10 日目まで）
「マイ日本代表スカウトチケット」は、最大で 25 枚（６連スカウト１回分）獲得することが
できます。
●期間（日本時間）
2018 年 11 月 27 日（火）メンテナンス後～

■「代表戦」リニューアルなど、遊びやすくなる大型アップデートを実施！

ゲーム内大会イベント「代表戦」のリニューアルを中心に、監督の皆様から多くご要望を
いただいた部分を改善するための大型アップデートを実施します。
▼「代表戦」リニューアル
・これまでの１日（１ステージ）ごとに規定の試合数を行う形式から、４日間で規定の試
合数を行う形式に開催日程を変更します。これにより、時間がある時に一気に試合を行う
など、自分のペースで挑むことができるようになります。
・対戦相手のマッチング方法を変更し、全てのクラブが同じ対戦相手と試合を行うように
なります。ランダムなマッチングによる対戦相手の強さの偏りがなくなり、公平な条件で
順位を争うことができるようになります。
▼移籍可能クラブの制限を解除
・移籍相手の制限をなくし、フレンドになっていないクラブとも移籍を行うことができる
ようになります。
▼[D]選手がキャリアモードで獲得可能に
・「[G]選手獲得エリア」が「スター選手獲得エリア」へとリニューアルされます。これま
でも獲得可能だった[G]選手に加えて、より強力な[D]選手も獲得できるようになります。
この他にも、各種バランス調整など、遊びやすくなる改修を多数実施します。
■過去登場選手が復活！ポジション別ピックアップ[SP]確定スカウト登場！

期間中、過去に登場した[SP]選手の中からポジション別にピックアップされた強力な選手
が獲得できる「ポジション別ピックアップ[SP]確定スカウト」が登場します。このスカウ
トは各ポジション１日１回限定で 50BFB コインで引くことができます。
●期間（日本時間）
2018 年 11 月 27 日（火）メンテナンス後～12 月４日（火）14:59
この他にも豪華キャンペーンを多数実施します。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＞
All Rights Reserved By JFA
©2018 adidas Japan K.K. adidas, the 3-Bars logo and the 3-Stripes mark are trademarks
of the adidas Group.
©JFA
※本プレスリリース上に記載されたサッカー日本代表選手 41 名は、2018 年６月 19 日から
2018 年９月 11 日の間に出場したメンバーです。
■『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、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 2018』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
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 4.1 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

■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
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名：株式会社サイバード（http://www.cybird.co.jp/）
社：東京都渋谷区猿楽町 10-1

表

マンサード代官山

者：代表取締役社長 内海 州史
立：1998 年９月 29 日

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、
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 2018』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。
＜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

TEL: (03)6746-3108

E-Mail： press@cybird.co.jp

＜IR に関するお問い合わせ先＞
株式会社アエリア

IR 担当チーム

MAIL：ir@aeria.jp
＊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。

