
 

 

   

   2014 年 5 月 14 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 お

よび 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』の第

２弾テレビ CMに、遠藤保仁選手を起用し、「遠藤保仁編」「サッカーが大好きです Part2編」を 2014

年 5月 14日（水）より放映開始いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『バーコードフットボーラー（以下、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、2013

年 7月 31日に 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しております。また、シリーズ累計 160万ダウンロード

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端末向けへの

配信を皮切りに現在 6カ国で配信をしており、ユーザー様からは日本同様、非常に高い評価

をいただいております。  

 

『BFB』は、サッカーを愛する担当者が、モバイルを通してサッカー市場を盛り上げたいとい

う熱い想いから、“サッカーを愛するサッカーファンのためのゲーム”というコンセプトで

生まれました。このコンセプトを体現するため、サッカーが好きという姿勢をプレーで表現

し、代表戦出場数が歴代最多となった現在も、フットボーラーとして輝き続ける遠藤保仁選

手を起用したテレビ CMを制作いたしました。 

 

【遠藤保仁篇 Web限定版を Youtube公式 BFBチャンネルにて公開中！】 

テレビ CM「遠藤保仁篇」Web限定版のインタビューを、Youtubeにて現在公開中です。普段

は多くを語らないマイペースな遠藤選手が、自身のサッカーの原点や、代表戦出場数の日本

歴代最多を記録できた理由、そして 6月よりブラジルで開催される 4年に一度の世界大会で

の目標など、サッカーへの熱い想いを語る貴重なインタビュー内容となっております。 

 

■遠藤保仁篇 Web限定版: http://youtu.be/6BxFrL9-dIU 

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』 

 遠藤保仁選手起用のテレビ CM、5月 14日より放映開始！ 

タイアップ曲はケツメイシ！今話題の猶本光選手の出演にも注目！ 

～「サッカーが好き！」をストレートに表現した２つの CM を展開～ 
 

 

 

http://youtu.be/6BxFrL9-dIU


 

 

■テレビ CM概要 

タイトル：「遠藤保仁篇」 

出演キャスト： 

・ガンバ大阪 遠藤保仁選手 

テレビ CMタイアップ曲 

 ・「Made in JAPAN」／ケツメイシ 

放送開始：2014年 5月 14日（水）～ 

放送地域：関東/関西エリア 

 

タイトル：「サッカーが大好きです Part2篇」 

出演キャスト： 

・サポーター トニー・クロスビー様 

・フットサルプレーヤー KazuEnd様 

・浦和レッズレディース 猶本光選手 

・鹿島アントラーズ育成部長 高島雄大様 

・元プロサッカー選手 遠藤彰弘様 

・横河武蔵野 FCジュニアユース 河合瑞季様 

・ガンバ大阪 遠藤保仁選手 

テレビ CMタイアップ曲 

 ・「Made in JAPAN」／ケツメイシ 

放送開始：2014年 5月 14日（水）～ 

放送地域：関東/関西エリア 

 

詳細は下記「BFB公式サイト」よりご覧ください。 

URL：http://www.barcodefootballer.com/ 

 

■テレビ CM放映記念キャンペーン実施について 

 

 

 

 

 

 

テレビ CM放映を記念し、チュートリアルをクリア後、クラブレベルが 2 になった方全員に

「遠藤保仁」選手をプレゼントします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
←【遠藤保仁選手イメージ】 ↑【遠藤保仁選手ステータス】 

【選手配布予定期間】：

2014年5月14日（水）18:00

＜予定＞～7月 15日（火）

13:59＜予定＞ 

 

http://www.barcodefootballer.com/


 

 

■さらに！最高ランク★7の遠藤選手『[S]遠藤保仁』がゲーム内に登場するタイアップを実

施！ 

 タイアップ期間中、プレミアムガチャとイレブンガチャに、オリジナルスキル「ウィザード Lv.4」

「ピボーテ Lv.3」と「インターセプト Lv.3」を持った『[S]遠藤保仁』選手がゲーム内に登場し

ます。オリジナルスキルの「ウィザード」はプレイスキッカーとして CK（コーナーキック）、FK

（フリーキック）、PK（ペナルティキック）といったあらゆるセットプレーで高精度なボールを供

給するスキルとなっており、蹴りだされたボールはまるで魔法を掛けられたかのように操られて

相手守備網の急所を突きます。「ピボーテ」は攻撃の起点となるパス、ゴールに直結するパスの両

方を操るスキルで、状況に応じて供給されるボールは相手守備陣を混乱に陥れる非常に役立つス

キルとなっおります。なお、タイアップ期間中は「[S]遠藤保仁」選手の出現確率が上昇いたしま

す。さらに、期間限定でタイトル画像やアプリアイコンも遠藤保仁選手バージョンに変化いたし

ます。 

 

●タイアップ期間：2014年 5月 14日（水）～7月 15日（火）13:59まで 

 

■日本人最高クラスとして登場する★7の遠藤選手「[S]遠藤保仁」情報を公開！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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。 

 

 

■BFBのタイトル画像＆アプリアイコンが遠藤保仁選手バージョンに変化！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲『遠藤保仁』選手バージョン 

  タイトル画像 

▲『遠藤保仁』選手バージ

ョンアプリアイコン 

▲オリジナル「ウィザード」イメージ画像 ▲[S]遠藤保仁選手ステータス 



 

 

 

■遠藤保仁選手 プロフィール 

生年月日：1980年 1月 28日 

出身地：鹿児島県桜島町 

身長/体重：178cm/75kg 

ニックネーム：ヤット 

キャリア：桜州小→桜島中→鹿児島実業高→ 

横浜フリューゲルス → 京都パープルサンガ → ガンバ大阪 

 

国際大会： 

・1998年/AFC ユース選手権（タイ）：準優勝 

・1999年/FIFAワールドユース選手権(ナイジェリア)：準優勝 

・2003年/FIFAコンフェデレーションズカップ(フランス)：出場 

・2004年/AFCアジアカップ(中国)：優勝 

・2005年/FIFAコンフェデレーションズカップ(ドイツ)：出場 

・2006年/FIFAワールドカップ(ドイツ)：出場 

・2007年/AFCアジアカップ(ベトナム、タイ、インドネシア、マレーシア)：4位 

・2008年/FIFAクラブワールドカップ(日本)：3位 

・2010年/FIFAワールドカップ(南アフリカ)：ベスト 16 

・2011年/AFCアジアカップ(カタール)：優勝 

・2013年/FIFAコンフェデレーションズカップ 2013：出場 

 

個人タイトル： 

・Jリーグベストイレブン「10年連続受賞」 

・AFCチャンピオンズリーグ 2008MVP 

・2009AFCアジア最優秀選手賞 

・J2 Most Exciting Player（2013年）、Jクロニクルベスト ベストイレブン（2013年） 

 

 

 

■本格サッカー育成ゲーム『バーコードフットボーラー（BFB）』 基本情報 

『BFB』は、プレイヤーが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

バーコード毎にユニークな 3兆通りもの選手が生成されること、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

＜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 

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 

http://www.barcodefootballer.com/prea/whitelist.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.cybird.barcodefootballer
http://www.barcodefootballer.com/
http://www.cybird.co.jp/
mailto:press@cybird.co.jp

