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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』

12 月に実施する「超大型アップデート」の内容を先行発表！
～新スキル＆新試合シーン、新イベント「レジェンドミッション」を公開
しゅう

１蹴 年直前を記念して[S]ブッフォン選手が期間限定で再登場！～
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 で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、サービス開始から１周年を迎える
記念すべき 12 月 12 日（木）に、超大型アップデートを実施することをお知らせいたします。
このアップデートでは、お客様からのご要望が多かった「新スキル」、
「新試合シーン」
、
「新
イベント」など新たなシステムを多数導入をする“超大型”という名称に相応しいアップデー
トになります。今回は、新スキル 5 種とそれにともない追加される新試合シーン、ゲーム内の
大型イベント「代表戦」と並ぶ新イベント「レジェンドミッション」の内容を公開いたします。

■『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。

■超大型アップデート情報１：新スキル、新試合シーンの追加！

バーコードフットボーラーの特徴の１つである、3DCG を用いたリッチな試合シーンをさらに
拡張いたします。よりダイナミックに、そしてサッカーらしさに近づけるために、5 つの新
スキルを追加し、それにともない試合シーンを複数追加する拡張を行います。
【追加される５つの新スキルをご紹介】
◆新スキル１：カットインドリブル
サイドから中央にドリブルで切り込んで行くスキルです。
ペナルティエリア内でも発動します。

◆新スキル２：ダイレクトシュート
クロスボールを足元でダイレクトにゴールへ叩き込むス
キルです。アーリークロスにも対応します。

◆新スキル３：レジスタ
攻撃の起点となるパスを出したり戦況に変化を加えるス
キルです。3 人以上で攻撃するパターンの 1 人目で発動
し、攻撃成功度を大きく上げます。

◆新スキル４：カバーリング
ディフェンスラインの裏への飛び出しに対応するスキル
です。カウンターやスルーパス、ワンツー攻撃に対して
発動します。

◆新スキル５：パンチング
強いシュートを弾くキーパーのスキルです。
無回転のミドルシュートもこれで防ぐ事ができます。

スキル発動時にスキル名を上部に表示する演出を追加し、戦況を分かりやすくいたします。

■超大型アップデート情報２：新イベント「レジェンドミッション」追加！

バーコードフットボーラーでは、週に１回程度開催する日本一を決める大会「代表戦」と
いう大型イベントがございます。これを並ぶ新イベントとして「レジェンドミッション」を
追加いたします。※レジェンドミッションの実装は 2013 年 12 月末を予定しております。
◆レジェンドミッションとは
レジェンド選手（[L]ベラドーナ、[L]ビダン等）の率
いるチーム（レジェンドチーム）からの挑戦を受ける新
イベントです。レジェンドチームが出現すると一定期間、
メニューのレジェンドミッションアイコンが点滅しま
す。レジェンドミッションアイコン点滅中、プレイヤー
はレジェンドチームから出題されるミッションに挑戦
することができます。
【ミッションの一例】
・4-2-2-2を使え！
・コーナーキックから得点しろ！
・インターセプトを発動しろ！

など

ミッションの達成度に応じて、プレイヤーは褒賞アイテムを獲得することが出来ます。
また、レジェンドミッション用のオリジナルアイテム「スキルボール」も獲得できます。
◆新アイテム「スキルボール」とは
新アイテム「スキルボール」とは選手のスキルを変更することが出来る新アイテムです。
所属選手に使用することでその選手のスキルを変更（最大で１つ）することが出来ます。
※スキルは１選手につき、最大３つという仕様に変更はございません。
＜スキルボールの使用イメージ＞
対象選手：ロビーバッジナ
使用アイテム：「スキルボール キラーパス Lv.4」
変更対象スキル：ドリブルテク Lv.3
・スキルボール使用（前）スキル構成
コントロールシュート Lv.3

ドリブルテク Lv.3

ファンタジスタ Lv.3

・スキルボール使用（後）スキル構成
コントロールシュート Lv.3

キラーパス Lv.4

ファンタジスタ Lv.3

※上記の場合、ドリブルテク Lv.3 が「キラーパス Lv.4」に置き換わります。

この「スキルボール」により所属選手の特性を強化、または変更することが可能になります。
しゅう

■１ 蹴 年直前記念！期間限定で[S]ブッフォンが復活＆超絶アップキャンペーン！

しゅう

１蹴 年直前を記念いたしまして、イタリア・セリエ A のユヴェントス FC に所属し、正ゴ
ールキーパーとして活躍するジャンルイジ・ブッフォン選手が、ゲーム内で最強クラスのス
キル「スーパーセーブ Lv.4」を持った[S]選手として、期間限定でゲーム内に再登場いたし
ます。この機会に[S]ブッフォン選手をゲットしてください。
●期間：2013 年 12 月 6 日（金）12:00 〜 2013 年 12 月 9 日（月）11:59
●概要：期間中、『[S]ブッフォン選手』が期間限定でプレミアムガチャとイレブンガチャに
再登場いたします。また [S]ブッフォン選手の出現確率が超絶に上昇します。なお、選手詳
細につきましては、ゲーム内のお知らせ画面からご確認ください。

＜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）

▲『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

■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

＜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
＊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。

