2016年12月27日
株式会社コナミデジタルエンタテインメント

欧州を舞台に最高峰の戦いが幕をあける！
2016-17最新データのレアリティカードのチャンピオンズリーグスターが登場！

～さらに、 「年末年始合宿！ワサコレ強化キャンプ」を開催！～
株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、スマホサッカーゲームダウンロード数No.1※である『ワールドサッ
カーコレクションS』にて、 本日よりアップデートを実施します。
今回のアップデートにより、 2016-17最新データのレアリティカード、チャンピオンズリーグスター（以下、CLS）
が登場します。世界最高レベルのスター選手を多数抱える名門「FC バルセロナ」に所属するメッシ選手やスア
レス選手、「アーセナルFC」に所属するエジル選手、サンチェス選手、「ボルシア ドルトムント」に所属するオーバ
メヤン選手、香川選手など多数のビッグクラブの新カードを追加します。さらに、2016-17最新データのCLSは
Sランクスペシャルスキルが大幅追加しています。
さらに、年末年始の長期休暇にあわせて報酬が豪華になった強化キャンプ「年末年始合宿！ワサコレ強化
キャンプ」を開催します。好きな選手カードを強化できる大チャンスですので、この機会にぜひ『ワールドサッカーコ
レクションS』をお楽しみください。
『ワールドサッカーコレクションS』は、サッカー各国代表選手や海外リーグの有名選手が“実名・実写”で登場し、
３D描写のリアルな試合が楽しめる本格カードコレクションゲームです。
『ワールドサッカーコレクションS』公式HP：

http://www.konami.jp/wsc/s/

※スマホサッカーゲーム日本国内ダウンロード数（2013年6月27日～2016年9月30日）App Annie 社調べ

2016-17最新データのCLSが登場！
新シーズンCLS紹介PVも公開！
【公式】『ワールドサッカーコレクションＳ』プロモーションビデオ（2016-17）【ワサコレS】
https://youtu.be/4q4ihkxhgQQ

＜年末年始合宿！ワサコレ強化キャンプ＞
開催期間： 2016年12月28日(木)メンテナンス後～2017年1月6日(金)14：59（予定）
イベント内容：
年末年始の長期休暇にあわせて報酬が豪華になった強化キャンプを開催します。
好きな選手カードを強化できる大チャンス！
新シーズンCLS追加に合わせて、CLS選手獲得報酬と
強化トレーニング関連報酬を特価で追加します。
干支（酉）やお正月にぴったりな新エンブレムも獲得できます。

※メンテナンス等により、内容や期間は予告なく変更となる場合がございます。

『ワールドサッカーコレクションS』公式HP：

http://www.konami.jp/wsc/s/
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