
 

 

     2014年 11月 6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：堀 主知ロバート）は、App Store 、

Google Play及び au スマートパス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、シリーズ累計 250 万ダウンロードを突破いたしました。これを記念し、レア選手のプレゼントをはじめ、★5

以上確定ガチャなど、10 個のキャンペーンを実施する「250 万ダウンロード突破キャンペーン！」を、本日 11

月 6日より実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【250万ダウンロード突破！キャンペーン】の内容 

1：レア選手「[I]牟田紀良」をプレゼント！ 

2：監督さんありがとう！一週間毎日「ログインボーナス」をプレゼント！ 

3：代表戦に参加しよう！~「マイゴールドガチャチケット」3枚をプレゼント~ 

4：シルバーガチャ半額＆確率アップキャンペーン！ 

5：ゴールドガチャ確率アップ×2！ 

6：BFB ポイントアイテムプラスキャンペーン！ 

7：★5以上確定プレミアムガチャキャンペーン！ 

8：ネスタミッション（レジェンドミッション）に参加しよう！ 

9:経験値 10倍返しキャンペーン！ 

10：SECRET 

 

 

 

 

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』 

累計 250万ダウンロード突破！ 

～レア選手“[I]牟田紀良”を全員にプレゼント！など記念キャンペーンを実施！～ 

 



 

 

■【250万ダウンロード突破！キャンペーン】の詳細 

◆キャンペーン 1：250万 DL突破記念レア選手[I]牟田紀良選手を全員にプレゼント！ 

 
期間内に『バーコードフットボーラー』をダウンロードし、チュートリアルをクリアした   

ユーザー全員に、レア選手「[I]牟田紀良」をプレゼントします。 

●期間：開催中～2014年 12月 12日（金）13:59 まで  

●配布時期：2014年 12月 12日（金）中 <予定> 

●特典の配布について： 

キャンペーン特典のレア選手「[I]牟田紀良」は、ゲーム内のメインメニュー 

「プレゼント」にて配布します。 

※ご注意：選手画像はイメージであり、ゲーム内と異なる場合がございます。 

 

◆キャンペーン 2：監督さんありがとう！一週間毎日「ログインボーナス」をプレゼント！ 

 

 

 

 

期間中にログインしたユーザーを対象に、1日 1回、豪華アイテムをプレゼントします。 

※通常のログインボーナスもゲーム内に存在しますが、期間中は本キャンペーンのアイテムを追加でプレゼントします。 

【プレゼント内容】 

・マイゴールドガチャチケット：8枚 

・マイトレーニングサプリ：12個 

●期間：2014年 11月 6日（木）4:00～11月 12日（水）27:59   

 

◆キャンペーン 3：代表戦に参加しよう！  

 

 

 

 

期間中に開催される「代表戦」に参加し、フェーズ 1で勝ち点 1以上獲得したユーザーに「マイゴールドガチャチケ

ット」3枚をプレゼントします。 

※フェーズ１の褒賞配布時に自動でプレゼントされます。  

＜代表戦＞ 

11月 6日の代表戦より代表戦褒賞エンブレムが、以下のように変更になります。 

 

 

 

 

 

 

 

▲特典選手：「[I]牟田紀良」 

ホームタウン代表戦 都道府県代表戦 地域代表戦 日本代表戦 



 

 

＜U-20代表戦＞ 

11月 6日開催の U-20代表戦より、試合数のレギュレーションが変更になります。 

ホームタウン代表戦：30試合数限定 

都道府県代表戦：30試合数限定 

地域代表戦：40試合数限定 

日本代表戦：50試合数限定  

 

また、以下の「代表戦」の褒賞枠を拡大（※）します。 

＜対象代表戦＞ 

11月 6日開催代表戦（★無制限） 

●褒賞選手：「ピクシッチ」選手 

11月 20日開催代表戦（★70制限） 

●褒賞選手：「シェバチェンコ」選手 

 

※褒賞枠の拡大について 

【Div1】 

Ｌ＝1位～150位 ⇒ 1位～200位 

Ｙ＝151位～500位 ⇒ 201位～600位 

【Div2】 

Ｌ＝1位～100位 ⇒ 1位～150位 

Ｙ＝101位～300位 ⇒ 151位～400位 

詳細はゲーム内の「お知らせ」で発表します。 

 

◆キャンペーン 4：シルバーガチャ半額＆確率アップキャンペーン！ 

 

 

 

 

期間中、シルバーガチャを 1 回引くために必要なクラブマネーが、通常 20,000 クラブマネーのところ、半額の

10,000 クラブマネーになります。また★5，6，7 の選手の出現率がアップします。 

●期間：2014年 11月 7日（金）12:00～11月 10日（月）11:59 

 

◆キャンペーン 5：ゴールドガチャ確率アップ×2！ 

 

 

 

 

期間中、ゴールドガチャ内★5、★6、★7選手の出現確率アップ×2 に上昇します。 

●期間：2014年 11月 7日（金） 12:00～11月 10日（月）11:59  

 

 

 



 

 

◆キャンペーン 6：BFBポイントアイテムプラスキャンペーン！ 

 

 

 

 

BFBポイントアイテムプラスキャンペーンとして期間中、対象のBFBポイントを購入すると追加でアイテムをプ

レゼントします。 

 ・1,500円（1600BFBポイント） ⇒ ゴールドガチャチケット１枚 

 ・3,000円（3200BFBポイント） ⇒ ゴールドガチャチケット２枚 

 ・4,800円（5300BFBポイント） ⇒ ゴールドガチャチケット３枚 

 ・8,400円（9700BFBポイント） ⇒ ゴールドガチャチケット５枚 

追加アイテムはアイテムボックスに自動で配布します。 

●期間：2014年 11月 7日（金） 12:00～11月 10日（月）11:59 

 

◆キャンペーン 7：★5以上確定プレミアムガチャキャンペーン！ 

 

 

 

 

 

 

 

期間中、プレミアムガチャで★5選手以上が確定で登場します。 

●期間：2014年 11月 7日（金）12:00～11月 10日（月）11:59  

 

◆キャンペーン 8： ネスタミッション（レジェンドミッション）に参加しよう！ 

 

 

 

 

 

 

 

ネスタ選手とのタイアップの一環として ゲーム内イベントレジェンドミッションにあのレジェンド達が登場します。 

ネスタ選手率いるチームに挑戦し、ミッションをクリアしよう！  

① 1周目のステージ１をクリアしたユーザー全員に「マイレジェンドメイト 1個」をプレゼントします。  

②  「ネスタミッション」のステージ 8（最終ステージ）をクリアしたユーザー全員に 「マイゴールドガチャ 3枚」

をプレゼントします。  

●期間：2014年 11月 12日（水）12：00～11月 17日（月）22：59 

 

 



 

 

◆キャンペーン 9：経験値 10倍返しキャンペーン！ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期間中、経験値 2倍キャンペーンを実施し 、さらに個人練習の「練習 x3」モードを「練習 x5」モードに変

更します。 

※経験値 2倍と掛け合わせると最大 10倍になります。 

●期間：2014年 11月 10日(月)12:00～11月 12日(水)11:59 

2014年 11月 18日(火)メンテナンス明け～11月 20日(木)11:59 

 

◆キャンペーン 10： SECRET  

この他にも様々なキャンペーンを予定しております。 詳細はゲーム内の「お知らせ」で発表します。  

本格サッカー育成ゲーム『バーコードフットボーラー（BFB）』 について 

『BFB』は、プレイヤーがサッカークラブの監督となり、様々なパラメーターを持つ選手や戦術を駆使し、ユーザー自身の所属する

地域から、都道府県、日本、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

ドを読み取ることで、ユニークな 3兆通りものオリジナル選手が生成されることや、家庭用ゲームのような臨場感あふれる 3D試

合シーンが特徴です。海外市場においては、現在 8 つの地域（香港/マカオ/韓国/台湾/タイ/シンガポール/マレーシア/インド

ネシア）にて、サービスを展開しています。香港においては、App Store/Google Play にてトップセールス 1位を記録するなど、

日本国内と同様に、ユーザーより、高い評価をいただいています。 

 

＜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 

http://www.barcodefootballer.com/prea/whitelist.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.cybird.barcodefootballer
https://itunes.apple.com/jp/app/id524354507


 

 

【au スマートパス版】 

au スマートパスのコンテンツ一覧からアクセスしてください。 

URL：http://pass.auone.jp/app/detail?app_id=1597710000012 

 

■『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 

 

 

 

 

* au スマートパスは、KDDI 株式会社の商標または登録商標です。 

＊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。 

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

 

 

 

http://pass.auone.jp/app/detail?app_id=1597710000012
http://www.barcodefootballer.com/
mailto:press@cybird.co.jp

