
2013 年 12月 10日

報道関係者各位

株式会社サイバード

サイバードグループでモバイル事業を手がける株式会社サイバード（本社：東京都渋谷区、

代表取締役社長：堀 主知ロバート）は、App Store 及び Google Play にて好評配信中の本格サ

ッカークラブ育成ゲーム『バーコードフットボーラー』にて、12月 12日（木）の 1周年を前

に、12月 10日（火）より「前夜祭」イベントの実施と、人気サッカー解説者「松木安太郎」

氏を起用した 1蹴
しゅう

年記念新プロモーションビデオ（PV）を公開いたします。また、全員に「レ

ア度★7」の選手が必ず当たる「1蹴
しゅう

年記念ガチャ」の実施を先行発表させていただきます。

■『BARCODE FOOTBALLER（バーコードフットボーラー）』とは？

サッカークラブの監督となり、選手を育て、戦術を選択し、世界一を目指す本格サッカーク

ラブ育成ゲームです。スマートフォンのカメラで身近にあるバーコードを読み取ると 3兆通り

もの選手が生成され、バーコード毎に能力や表情の違った選手が登場します。

また、本作は Unityで開発をし、家庭用ゲーム機レベルのハイクオリティーグラフィックを

実現したアプリです。

選手を集めて世界一のサッカークラブを目指せ！

本格サッカークラブ育成ゲーム『バーコードフットボーラー』
全員に、レア度最上級★7 選手が必ず当たる！

「1蹴
しゅう

年記念ガチャ」の情報を先行発表！！！

～1蹴
しゅう

年直前イベント「前夜祭」の実施と、人気サッカー解説者

『松木安太郎』氏を起用した1蹴
しゅう

年記念新 PV を公開～



■バーコードフットボーラー 1蹴年間近、経験値2倍！3倍！前夜祭！！

12 月 12日（木）の 1蹴年を前に 12 月 10日（火）より「前夜祭」を実施いたします。

◆キャンペーン1：経験値 2倍キャンペーン

期間中、ゲーム内の「リーグ戦（または代表戦）」「全体練習」「個人練習」をすることで得られる「選手経験

値」が通常の 2倍になります。

●期間：2013 年 12月 10日（火）18:00～2013年 12月 11日（水）17:59

◆キャンペーン2：経験値 3倍キャンペーン

期間中、ゲーム内の「リーグ戦（または代表戦）」「全体練習」「個人練習」をすることで得られる「選手経験

値」が通常の 3倍になります。

●期間：2013 年 12月 11日（水）18:00～2013年 12月 12日（木）12:59

◆キャンペーン3：マイトレーニングサプリ全員プレゼント

マイトレーニングサプリを 5個ずつ、全員にプレゼントします。

●1回目配布：2013年 12月 10日（火）18:00 ●2回目配布：2013年 12月 11日（水）18:00

◆キャンペーン4：カムバックキャンペーン

約 1か月間ログインをしていない方＜11 月 10日（日）3:59以降ログインをしていない方＞を対象に、期間

中ログインしていただくことで特別ログインボーナスをプレゼントする「カムバックキャンペーン」を実施い

たします。

●期間：2013 年 12月 10日（火）4:00～2013年 12月 24日（火）11:59



■1蹴
しゅう

年記念、新プロモーションビデオ（PV）を公開！

ナレーションに人気サッカー解説者「松木安太郎」氏を起用

1蹴
しゅう

年という記念に相応しい、人気サッカー解説者「松木安太郎」氏に、1蹴
しゅう

年記念のＰＶ

のナレーションをお願いしました。映像内のお祝い感に、まったく引けを取らない松木安

太郎さんのナレーションをお楽しみください。また、ＰＶ終盤の「新選手の紹介シーン」

では、サッカー解説風に収録をさせていただきましたので、ぜひご視聴ください！

動画URL：http://youtu.be/GCAXIRSvQjE

↑＜プロモーションビデオイメージ画像＞

◆「松木安太郎」氏プロフィール

松木 安太郎 （Yasutaro Matsuki）

元サッカー日本代表／サッカー解説者

【経歴】

1957年（昭和32年）東京生まれ。 小学4年生で読売クラブ（現東京ヴ

ェルディ）に入団。高校時代にＤＦに転向し、16歳でトップチーム（当

時日本リーグ2部）に昇格。 83年の日本リーグ初優勝をはじめ数々の

タイトルを獲得。主将も務めた。日本代表としてメキシコＷ杯予選、

アジア競技大会、 ソウル五輪予選などに出場。90年に現役引退。 読売ユース監督、トップチームヘッド

コーチを経て、 93年ヴェルディ川崎（現東京ヴェルディ）の監督に就任。 同年と翌94年に第2ステージで

優勝し、チャンピオンシップを制して2年連続優勝（Ｊリーグ最年少監督）。 98年セレッソ大阪監督、01

年東京ヴェルディ監督を歴任。 現在はテレビなどで解説者として活躍。

【主な指導歴】

ヴェルディ川崎・セレッソ大阪・東京ヴェルディ1969監督

※(公財)日本サッカー協会公認Ｓ級コーチ

※ブラジルサッカー指導者協会(ABTF)公認ライセンスコース修了

【主なメディア活動】

テレビ朝日 サッカー日本代表戦解説

「やべっちＦＣ」・「モーニングバード」・「Qさま!!」

フジテレビ 「めざましテレビ」・「ネプリーグ」

「ジャンクSPORTS」・「はねるのトびら」

NHK 「名将の采配」・「着信御礼！ケータオ大喜利」 他 多数



■レア度★7選手が必ず当たる！！！『１ 蹴
しゅう

年記念ガチャ』

※画像

◆「1蹴
しゅう

年記念ガチャ」について

「1蹴
しゅう

年記念ガチャ」とは、一部選手を除く「レア度★７』の選手のみを集めたガチャになり

ます。

※★7[L][Y] 選手、2013年 12月 12日以降のアップデートで追加される選手、[S]ﾌﾞｯﾌｫﾝは除

きますので、あらかじめご了承ください。

「1蹴
しゅう

年記念ガチャ」は、「1蹴
しゅう

年記念ガチャチケット」で引くことができます。

◆「1蹴
しゅう

年記念ガチャチケット」の配布について

●配布日時：2013年 12月 24日（火）中＜予定＞

●対象者：2013 年 12月 10 日（火）4:00～12 月

24 日（火）11:59 の間に『バーコードフットボー

ラー」にログインし、プレイした方、全員が対象

となります。

●配布枚数：1枚

注意事項：

・「1蹴
しゅう

年記念ガチャチケット」は 1IDにつき 1回のみの配布となります。

・2013年 12月 10日（火）4:00～12月 24日（火）11:59までに一度でも「バーコードフット

ボーラー」にログインをしていないと「1蹴
しゅう

年記念ガチャチケット」を受け取れません。

・「1蹴
しゅう

年記念ガチャ」は、2013年 12月 24日（火）公開日時～2014年 1月 8日（水）13:59

＜予定＞まで引くことができます。

・「1蹴
しゅう

年記念ガチャ」で登場する選手については、2013年 12月 24日（火）公開日時以降、

ガチャ＞「1蹴
しゅう

年記念ガチャ」の左右矢印を押下しご確認ください。

・「1蹴
しゅう

年記念ガチャ」で手に入れた選手は、「プレゼント不可」の状態になりますので、あら

かじめご了承ください。

↑＜1蹴年記念ガチャチケットイメージ画像＞



＜アプリ概要＞

名称：サッカークラブ育成ゲーム『BARCODE FOOTBALLER（バーコードフットボーラー）』

配信開始日：Android版 2013年 7月 31日 ／iOS版 2012年 12月 12日

配信サイト：Google Play／App Store

対 象 機 種：Android版／対応機種一覧

    (http://www.barcodefootballer.com/prea/whitelist.html)

※対象 OSバージョン: OS4.0以降

iOS版／iPhone4、iPhone4S、iPhone5、iPad2、iPad（第 3世代）、iPad（第 4世代）、iPad mini

※対象 OSバージョン: iOS4.3以降

情 報 料：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

■アクセス方法

【Android版】

アプリをダウンロードするには、Google Playにて『バーコードフットボーラー』で検索してください。  

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.cybird.barcodefootballer

【iOS版】

アプリをダウンロードするには、App Store にて『バーコードフットボーラー』で検索してください。  

https://itunes.apple.com/jp/app/id524354507

■『バーコードフットボーラー』公式サイト URL：http://www.barcodefootballer.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 堀 主知ロバート

創       立：1998 年 9月 29 日

設       立：2006 年 10月 2 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

モバイルマーケティング、モバイル広告／モバイルプロモーション

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

＊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。

＜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・岩田

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

▲『バーコードフットボーラー』メインビジュアル ▲『バーコードフットボーラー』ロゴ




