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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（以下、BFB）』にて、人気サッカー

アパレルブランド「GRANDE」とのタイアップを開始しました。オリジナルユニフォームをゲ

ーム内のショップで販売したり、リアル店舗でコラボ T シャツを販売するなどコラボ企画が

盛りだくさんとなっております。さらに、今回のアップデートで最強クラスの選手を含む新

たに 23選手を追加しましたことをお知らせします。

■『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。

累計 140万 DL 突破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』
人気サッカーアパレルブランド「GRANDE」とタイアップを開始！！

～「GRANDE」オリジナルユニフォームがゲーム内に登場！

リアル店舗でのコラボ T シャツ販売も決定！



■タイアップ記念企画①：「GRANDE」オリジナルユニフォームが「ショップ」に登場！

期間中、「バーコードフットボーラー」ゲーム内のメインメニュー「ショップ」→「ユニフ

ォーム」画面から GRANDEオリジナルユニフォームが購入いただけます。

●期間：～2014年 4月 3日（木）13:59＜予定＞

■タイアップ記念企画②：オリジナルユニフォームプレゼント

期間中、対象となる代表戦のフェーズ 4の褒賞として、 オリジナルユニフォームを 1位の

ユーザーに 1着、1位～1,000位までのユーザーに 1着プレゼントします。

●開催時期

第一回：2014年 1月 30日（木）～2月 2日（日）

第二回：2014年 2月 27日（木）～3月 2日（日）

第三回：2014年 3月 13日（木）～3月 16日（日）

【ユニフォーム一例】

←上位チーム限定ユニフォーム

1 位褒賞

←上位チーム限定ユニフォーム

1 位～1,000位褒賞



「Ｋ・ロドリゴ（★3）」

選手イメージ

■タイアップ記念企画③：オリジナル選手「Ｋ・ロドリゴ」が獲得できる！

期間中、グランデ公式サイトに掲載されているバーコードを読みとるとオリジナル選手

「Ｋ・ロドリゴ」を獲得できます。

●期間：～2014年 4月 3日（木）13:59＜予定＞

■タイアップ記念企画④：「GRANDE×BFB」のタイアップを記念してコラボレーション T

シャツを GRANDE WEB SHOP などで先行予約発売！

「GRANDE×BFB」のタイアップを記念してコラボレーション Tシャツを GRANDE WEB SHOPな

どで先行予約発売します。

コラボＴシャツには 2つの特典があります。

【特典 1】Tシャツにデザインされているバーコードから「超ロドリゴ（★

4）」選手が出現します。

【特典 2】Tシャツを購入いただいた方にもれなく BFB特製カードをプレ

ゼントします。

カードにはゴールドガチャチケット 5 枚がもらえるシリアルコードがつ

いています。

商品名：BFB×GFP COLLABORATION T-SHIRTS "REAL GRANDE CF"

価格：5,500円(税込 5,775円)

サイズ：S、M、L、XL

販売場所：GRANDE WEB SHOP （http://www.grandefp.net/home）

     GRANDE SHOP（浦和 PARCO 4F）

先行予約販売：2014年 1月 22日（水）～

商品到着時期：2014年 2月下旬～3月上旬予定

「GRANDE×BFB」

コラボ Tシャツ

イメージ

「超ロドリゴ（★4）」

選手イメージ



本タイアップと同時開催中の、人気漫画「ジャイアントキリング」とのタイアップを記

念した「2 大タイアップ記念」も開催中です。

◆2大タイアップ記念①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。またレア度★5，6，7 の選手の出現率がアップし

ます。

●期間：～2014 年 2月 3 日（月）11：59

◆2大タイアップ記念②、特別ログインボーナス

期間中にログインした方を対象に、1日につき1回ゲーム内アイテムをプレゼントいたします。

※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

加でプレゼントいたします。

●期間：2014 年 1月 23 日（木）4:00～2 月 1 日（土）27:59

大人気サッカー漫画「GIANT KILLING」とタイアップ中！

「GIANT KILLING」タイアップページ : http://www.barcodefootballer.com/giantkilling/

<<その他のアップデート情報>>

■第一回レジェンドミッション開始記念キャンペーン

「第一回レジェンドミッション」の開催を記念して、キャンペーンを実施します。

①1 月 23 日（木）12:00 時点でチュートリアルをクリアしているお客様全員に 「マイレジェンド

メイト 3 個」をプレゼントいたします。

②「第一回レジェンドミッション」のステージ 8（最終ステージ）をクリアしたお客様全員に「マ

イゴールドガチャ 3 枚」をプレゼントいたします。

※②については、達成すると自動的にゲーム内のプレゼントにアイテムが届きます。

●期間：2014 年 1月 23 日（木）12:00～1 月 27 日（月）22:59



■世界最優秀選手ノミネート記念「[S]ロベリー（★7）」選手を追加！

今回のアップデートで、最強クラスの選手「[S]ロベリー（★7）」を始めとする 23選手を追

加しました。

★プレミアムガチャに追加した選手（一例）↓        ★ゴールドガチャに追加した選手（一例）↓

★シルバーガチャに追加した選手（一例）↓     ★フレンドポイントガチャに追加した選手（一例）↓

新選手追加を記念して、期間中の初回プレミアムガチャが100BFBポイントになります。

●期間：～2014 年 1月 29 日（水）27:59



＜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


