
2014 年 2月 21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、「CM 放映記念！Twitter キャンペーン！」を

実施することをお知らせいたします。2014 年 2月 20 日より、横浜 F・マリノスに所属する中村俊

輔選手出演のテレビ CM を放映開始しておりますが、これを記念した直筆サイン入りスパイクやゲ

ーム内で使用できるアイテムを最大で 100 万円相当をプレゼントするキャンペーンを実施します。

詳細は次ページ以降をご覧ください。

【テレビ CM 公開中！】

「中村俊輔篇 90 秒バージョン」：http://youtu.be/8z3yvZ66Vbc

「サッカーが大好きです篇」：http://youtu.be/UBczz5K4yqU

■『バーコードフットボーラー（BFB）』とは？

『バーコードフットボーラー（BFB）』は、プレイヤーが監督となり世界一のサッカークラブ

を目指す、本格サッカー育成ゲームです。2012年 12月 12日に iOS端末向け、また 2013年 7

月 31日からは Android™端末向けにサービスを開始し、これまで App Storeや Google Playの

各ランキングにおいて上位を獲得いたしました。また、これまでシリーズ累計で 150万ダウン

ロードを 達成。海外市場においては、香港・マカオにて 2013年 8月 8日に iPhone端末向け

に、また同年 11月 8日 からは Android™端末向けサービスを開始し、ユーザー様からは日本と

同様に非常に高い評価をいただいております。

累計 150万 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』

「CM 放映記念！Twitter キャンペーン！」を開催！
中村俊輔選手の直筆サイン入りスパイクやゲーム内アイテムなど

最大で 100 万円相当をプレゼント！

～中村俊輔選手のプレゼントなどCM放映記念10大キャンペーンも実施中！～



■「CM放映記念！Twitter キャンペーン！」

◆キャンペーン期間

2014年 2月 21日(金) 15:00＜予定＞～2014年 3月 7日(金) 23:59

◆概要

キャンペーン期間中、「BFB」公式 Twitter アカウント「@barcode_fb」

のアカウントをフォローして、指定の定型文をツイートしてください。

ツイートした方の中から抽選で、中村俊輔選手直筆サイン入りスパイ

クとゴールドガチャチケット 10 枚をセットで 3 名様に、さらに全ツイ

ート数に応じてマイゴールドガチャチケット 3 枚をプレイヤー全員に

プレゼントいたします。

◆参加方法

①バーコードフットボーラー公式 Twitter アカウント「@barcode_fb」のアカウントをフォローし

てください。

②キャンペーン期間中に、指定の定型文「本格サッカー育成ゲーム『BFB』に横浜 F・マリノス中村

俊輔選手が登場！CM 放映記念！直筆サイン入りスパイクプレゼントキャンペーン実施中！

http://www.barcodefootballer.com/#BFB 中村俊輔選手スパイクプレゼント」が含まれる内容をツ

イートすれば応募完了です。

◆プレゼント内容

ツイートした方の中から抽選で、「中村俊輔選手直筆サイン入りスパイク」と「ゴールドガチャ

チケット 10 枚」をセットで3 名様 にプレゼントします。

※スパイクの当選者の方には Twitter ダイレクトメッセージでご連絡します。

さらに、「指定の定型文の全ツイート数」に応じて、BFB をプレイしている監督さんに以下を追加で

プレゼントします。

ツイート数 全員にプレゼントする内容 「抽選」でプレゼントする内容

① 3,000ツイート達成 マイゴールドガチャチケット 3枚 ゴールドガチャチケット 10 枚/100 名様

② 6,000ツイート達成 マイゴールドガチャチケット 3枚 ゴールドガチャチケット 10 枚/200 名様

③ 10,000ツイート達成 マイゴールドガチャチケット 3枚 ゴールドガチャチケット 10 枚/300 名様

④ 15,000ツイート達成 マイゴールドガチャチケット 3枚 ・ゴールドガチャチケット 10 枚/300 名様

・ゴールドガチャチケット 100 枚/10 名様

⑤ 20,000ツイート達成 マイゴールドガチャチケット 3枚 ・ゴールドガチャチケット 10 枚/300 名様

・ゴールドガチャチケット 100 枚/10 名様

・[S]中村俊輔（選手）を 5名様

※ガチャチケットの配布数は、上記①～⑤いずれかです。

15,000 ツイートを達成した場合や 20,000 ツイートを達成した場合でも、全員プレゼントの「マ

イゴールドガチャチケット」は 3 枚です。

※上記①～⑤のゲーム内アイテムはゲーム内のメインメニュー「プレゼント」にて配布いたしま

す。なお、配布時期についてはゲーム内のお知らせにてご案内させていただきます。

キャンペーンの詳細については、下記特設サイトをご確認ください。

『中村俊輔選手タイアップ特設ページ』http://www.barcodefootballer.com/



■「CM放映記念 10大キャンペーン」概要

プレゼントアイテムは、ゲーム内のメインメニュー「プレゼント」にて配布いたします。

また各キャンペーン詳細は、ゲーム起動時に表示される「お知らせ」をご確認ください。

◆キャンペーン 1：新米監督ウエルカムキャンペーン！

①チュートリアルクリア後、クラブレベルが

2 になった時点で 「中村俊輔選手（★4）」

と「グラスゴーホームユニフォーム一式」を

全員にプレゼントします。

②ログインボーナスを 10 日間、通常時より

ボリュームアップします。

③クラブレベルが、Lv4、Lv6、Lv8、Lv10 に

レベルアップするごとに 「CM 記念ガチャチ

ケットを 1 枚」をプレゼント！※Lv10 ではマイゴールドガチャチケット 3 枚プレゼントします

④都市リーグ 3 部昇格でマイゴールドガチャチケット5 枚をプレゼントします。

●期間：～4 月 2 日（水）13:59 まで

◆キャンペーン 2：CM放映記念 31日間、毎日プレゼント！

CM 放映を記念して、2/21（金）から 31 日間、毎日ログインにする毎にアイテムをプレゼント

します。全てログインするとトータルで以下のゲーム内アイテムがもらえます。

■マイゴールドガチャチケット：9 枚

■クラブマネー：100000

■マイスタミナドリンク：10 個

■マイトレーニングサプリ：10 個

■フレンドポイント：5000pt

■CM 記念ガチャチケット：6 枚

●期間：2014 年 2月 21 日（金）4:00～3 月 23 日（日）27:59 まで



◆キャンペーン 3：友達招待キャンペーン＆フレンドポイント 2倍！

① 4 月 2 日（水）13：59 までの期間中の挨拶で付与されるフレンドポイントが2 倍になります。

②期間中に 3 名以上、友達を招待すると特典として 『[I]本間健介（★5）』と『グラスゴーアウ

ェイユニフォーム一式』をプレゼントします。

●期間：～4 月 2 日（水）13:59 まで

◆キャンペーン 4：フレンドポイントガチャに、[I]大沢雄一（★4）が登場！

無料のフレンドポイントガチャに「[I]大沢雄一（★4）」選手が登場しま

す。

●期間：～4 月 2 日（水）13:59 まで

◆キャンペーン 5：CM放映記念、特別仕様ナイトカップ

1 位～3 位に CM 記念ガチャチケットを1 枚プレゼントします。

●期間：

＜1 回目＞2014 年 2 月 24 日（月）19：00～22：59

＜2 回目＞2014 年 3 月 5 日（水）19：00～22：59

＜3 回目＞2014 年 3 月 12 日（水）19：00～22：59

＜4 回目＞2014 年 3 月 17 日（月）19：00～22：59

＜5 回目＞2014 年 3 月 24 日（月）19：00～22：59

▲「[I] 大沢雄一（★4）」選手



◆キャンペーン 6：日本人選手が当たる！期間限定『CM放映記念ガチャ』登場！

以下の日本人選手の中から 1 人が当たる『CM放映記念ガチャ』が登場します。

※『CM放映記念ガチャ』は『CM記念ガチャチケット』で引くことができ、CM放映記念 10大

キャンペーンのログインボーナスなどで手に入れることができます。

★6 [I]河本邦秀（FW） ★5 [I]三波宏（MF） ★4 [I]柿田洋二郎（FW） ★4 [I]前島真紀（MF） ★4 [I]本宮常彦（DF）  

★4 [I]沢口義一（GK）★4 [I]山中権助（FW） ★4 [I]内山厚士（DF） ★4 [I]大須祐二（FW）★4 [I]大河原道男（MF）

●期間：～4 月 2 日（水） 13:59 まで

◆キャンペーン 7：代表戦参加しようキャンペーン！

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 以上獲得した方に「マイゴー

ルドガチャチケット」3 枚をプレゼントします。

●期間：2014 年 2月 27 日（木）～4 月2 日（水）13：59



◆キャンペーン 8：イレブンガチャが初回 1,000BFBポイント＆期間中初回 1,000BFBポイン

ト！＆期間限定で★6超絶アップ！

期間中、通常 3,000BFB ポイントで引けるイレブンガチャの価格が、初回「1,000BFB ポイント」

になります。 さらに期間中初回も「1,000BFB ポイント」になります。

はじめてイレブンガチャを引く方は 2 回連続で 1,000BFB ポイントで引けるお得なガチャです。

さらに、期間中は★6 が超絶アップします。

●期間：～4 月 2 日（水）13：59 まで

◆キャンペーン 9：中村俊輔選手の新背番号“10”にちなんで、10倍返しだ！

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 3月 18 日（火）12：00～3 月 20 日（木）11：59

◆キャンペーン 10：俊輔ミッション（レジェンドミッション）に参加しよう！

中村俊輔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。

中村俊輔率いるチームに挑み、ミッションをクリアしよう！

①3 月 13 日（木）12：00 時点でチュートリアル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 「俊輔ミッション」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。

●期間：2014 年 3月 13 日（木）12：00～3 月 18 日（火）22：59



＜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


