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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）』が、人気漫画の「シュート！」「ゴルゴ 13」、ブックオフ公式キャラクター「よむよむ君」の豪華３

大タイアップなど、「年末年始も BFB！キャンペーン」を 2014年 12月 26日（金）より実施します。 

 

■「年末年始も BFB！キャンペーン」概要 

『BFB』は、iOS向けにサービスを開始してから、2014年 12月 12日で 2蹴
しゅう

年を迎えました。これを

記念して、年末年始にも複数の豪華キャンペーンを実施します。 

 

◆キャンペーン 1：「シュート！ガチャ」実装！ 

タイアップ期間中、人気サッカー漫画の「シュート！」に

登場するキャラクターを集めた「シュート！ガチャ」を実

装ます。 1回に付き、300BFB ポイントで引くことが出

来ます。  

※初回のみ 100BFB ポイントで引くことができます。 

※「シュート！」ガチャで登場する選手については、ゲーム内＞ガチャ＞「シュート！ガチャ」をご確認ください。 

●期間：2014年 12月 26日（金）～2015年 1月 14日（水）13:59＜予定＞ 

 

 

 

 

 

 

 

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』 

「年末年始も BFB！キャンペーン」を本日より実施！ 
～人気漫画の「シュート！」「ゴルゴ 13」、ブックオフ公式キャラクター「よむよむ君」 

の豪華３大タイアップも決定！～ 



 

 

◆キャンペーン 2：11日間連続チャレンジカップ！ 

期間中、ゲーム内の 1day マッチナイトカップ「チャレン

ジカップ」を、11日間連続で毎日開催します。なお、

今回は特別褒賞アイテムを毎日用意しています。 

※詳しくはゲーム内のメニュー＞チャレンジカップ画面

からご確認ください。 

●期間：2014年 12月 26日(金)～2015年 1

月 5日(月) 

◆キャンペーン 3：ユニフォーム追加＆再販  

期間中、ゲーム名のショップに新たなユニフォームを4着追加、さらに過去販売していた人気のユニフォームも再登

場します。 

※ユニフォームは、ゲーム内で選手が着用するアイテ

ムです。 

●期間：2014年 12月 26日（金）12:00～2015年 1月 14日（水）13:59＜予定＞ 

 

◆キャンペーン 4：年末年始も BFB！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。  

●期間：2014年 12月 27日（土）4:00～

2015年 1月 4日（日）27:59 

・1日目【2014年 12月 27日（土）4:00～27:59】 マイトレーニングサプリ 3個  
・2日目【2014年 12月 28日（日）4:00～27:59】 クラブマネーx50000 
・3日目【2014年 12月 29日（月）4:00～27:59】 クラブマネーx50000 
・4日目【2014年 12月 30日（火）4:00～27:59】 マイゴールドガチャチケット x2 

・5日目【2014年 12月 31日（水）4:00～27:59】 マイゴールドガチャチケット x2 
・6日目【2015年 1月 1日（木）4:00～27:59】紅白スーツユニフォーム１着、マイトレーニングサプリ 3個  
・7日目【2015年 1月 2日（金）4:00～27:59】 マイトレーニングサプリ 3個  
・8日目【2015年 1月 3日（土）4:00～27:59】 マイトレーニングサプリ 3個  

・9日目【2015年 1月 4日（日）4:00～27:59】 マイトレーニングサプリ 3個  

◆キャンペーン５：C・ロナウドミッション！ 

Ｃ・ロナウド選手とのタイアップを記念し、ゲーム内のイベント「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。 

Ｃ・ロナウド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  「Ｃ・ロナウド」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チケット 3

枚」をプレゼントします。  

③ 今回、初となる「レジェンドミッション」の４周目（地獄モード）を実装し、４周目のみ「複合スキルを含めた

入手困難なスキルボール」が登場します。 

④ レジェンドメイト 11個セット： 

通常価格 1000BFB ポイント⇒期間中、700BFB ポイント 

※詳しくはゲーム内のメニュー＞レジェンドミッション画面からご確認ください。 

●期間：2014年 12月 29日（月）12：00～2015年 1月 5日（月）22：59 



 

 

◆キャンペーン６：元旦に開催「ゴルゴ 13杯」！ 

ゴルゴ 13 とのタイアップを記念して、特別バーコード杯

「ゴルゴ13杯」を開催します。この「ゴルゴ13杯」の上

位入賞者への褒賞として、レア度★４の『[K]ゴルゴ

13』選手をプレゼントします。また、「ゴルゴ13杯」のフ

ェーズ１で勝ち点１以上獲得した方には、参加賞と

して「[I]ゴルゴ 13」選手をプレゼントします。 

※「バーコード杯」とは、このゲームの特徴である、商品バーコードを読み取ることでサッカー選手（バーコード選手）

を生成できる機能を用いて、ピッチ上の全選手を「バーコード選手」に限定した大会となります。 

●期間：2015年 1月 1日（木）12：00～1月 4日（日）23：59 

 

 

◆キャンペーン7：初夢企画！一富士二鷹三BFB！ 

新年を記念して、期間中のゲーム内のショップにて各アイテ

ムの割引企画を実施します。 

 

①トレーニングサプリ 11個セット： 

通常価格 1000BFB ポイント⇒期間中、700BFB ポイント 

②ドリームミサンガ（各種） 

・ドリームミサンガ☆７：通常価格 2000BFB ポイント⇒期間中、1000BFB ポイント 

・ドリームミサンガ☆６：通常価格 1000BFB ポイント⇒期間中、500BFB ポイント 

・ドリームミサンガ☆５：通常価格 600BFB ポイント⇒期間中、300BFB ポイント 

・ドリームミサンガ☆４：通常価格 300BFB ポイント⇒期間中、100BFB ポイント 

③ユニフォーム（各種）： 

 通常価格 200BFB ポイント⇒期間中、100BFB ポイント 

④BFB ポイント購入でアイテムをプラス： 

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。なお、トレーニングサプリを追加プレゼントするのは今回が初めてとなります。 

 ・1,500円（1600BFB ポイント） ⇒ ゴールドガチャチケット１枚＋トレーニングサプリ 2個 

 ・3,000円（3200BFB ポイント） ⇒ ゴールドガチャチケット２枚＋トレーニングサプリ 4個 

 ・4,800円（5300BFB ポイント） ⇒ ゴールドガチャチケット３枚＋トレーニングサプリ 6個 

 ・8,400円（9700BFB ポイント） ⇒ ゴールドガチャチケット５枚＋トレーニングサプリ 10個 

※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：2015年 1月 1日（木）00：00～1月 4日（日）11：59 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

◆キャンペーン８：チャレンジカップ特別版！ 

期間中、1day マッチナイトカップ「チャレンジカップ特別

版！」を開催します。今回のチャレンジカップは人気サッ

カー漫画「シュート！」とのタイアップを記念し、期間中に

開催されるチャレンジカップにて勝ち点１以上獲得した

方に参加賞として「帝光学園ユニフォーム」をプレゼント

します。 

※詳しくはゲーム内のメニュー＞チャレンジカップ画面からご確認下さい。 

●期間：2015年 1月 9日（金）～1月 12日（月） 

 

 

 

◆キャンペーン９：レア度最上級★7選手が必ず当たる！（今年は［S］選手も含む）『２蹴(しゅ

う)年記念ガチャ』を２回引ける、「２蹴年記念ガチャチケット」を２枚配布！ 

「2蹴年記念ガチャ」とは、一部選手を除くプレミアムガ

チャ、ゴールドガチャ、シルバーガチャの「レア度★7」の

選手のみを集めたガチャになり、今年は[S]選手も対

象となります。「2蹴年記念ガチャ」は、「2蹴年記念ガチャチケット」で引くことができます。 

※★7[L][Y] 選手、2014年 12月 12日(金)以降のアップデートで追加された選手、一部の選手（[S]ネ

スタ、[S]レオナルド、[S]ジョルジーニョ、チェルシーFC選手）は除きますので、あらかじめご了承ください。 

 

◆「2蹴年記念ガチャチケット」の配布について 

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

方全員に、「2蹴年記念ガチャチケット」をプレゼントします。 

 

●期間：2015年 1月 21日(水)12:00～1月 28日(水)13:59 まで 

●配布時期：2015年 1月 21日(水)中＜予定＞ 

●配布枚数：2枚  

※12月 24日に１枚を配布。今回は特別に２枚配布します！ 

 

 

◆キャンペーン 10：Coming Soon 

詳細はゲーム内の「お知らせ」で発表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

■【緊急企画】『BOOK OFF』x『ＢＦＢ』コラボレーション！あの「よむよむ君」がサッカー選手に！ 

 
本を売るならでお馴染みの「BOOK OFF（ブックオフ）」と BFB のコラボレーションが決定！ブックオフ公式

キャラクター「よむよむ君」がサッカー選手になって参戦！DF としてゴールマウスに鍵をかけること間違いな

し！ブックオフ公式サイトにある BFB タイアップ特別ページにアクセスして、バーコードを読み取って「よむよむ

君」をゲットしよう♪ 

 

●タイアップ内容： 

★その１：「よむよむ君」がサッカー選手として登場！ 

期間中、ブックオフ公式サイトにある「BFB タイアップ特別ページ」

にアクセスして、BFB を起動してバーコードを読み取ると「よむよむ君」がもらえます。 

・ブックオフオンライン公式サイト内「BFB タイアップ特別ページ」： 

【PC】 

http://www.bookoffonline.co.jp/files/cp/cp_bfb.html 

 
【Mobile】 

http://www.bookoffonline.co.jp/mbfiles/cp_bfb.jsp 

 

 

 

・よむよむ君選手動画：http://youtu.be/1YgldZOIsEE 

 

★その２：ブックオフ限定のエンブレム＆ユニフォームが登場！ 

期間中、BFB にログインすると、ブックオフ限定エンブレムと限定ユニフォームがもらえます。 

※こちらはアイテムボックスに自動で配布します。 

●期間：2014年 12月 26日（金）～1月 31日（土）23：59 

※よむよむ君」とは・・・ 

4月 6日生まれの 46歳。本と音楽をこよなく愛し、オトナになりきれないオトナ。まだ使えるモノを捨てた人

を見た時は笑顔に狂気をはらむ・・・。最近は 2人のこども達と一緒に TVCMにも出演 

 

 

 

http://www.bookoffonline.co.jp/files/cp/cp_bfb.html
http://www.bookoffonline.co.jp/mbfiles/cp_bfb.jsp
http://youtu.be/1YgldZOIsEE


 

 

■【緊急企画】「アプリスタイル増刊 2分ではじめるシリーズ」が 2蹴年記念版として再販決定！ 

『バーコードフットボーラー』が、株式会社アプリスタイルより

発行されている書籍「アプリスタイル増刊 2分ではじめる

シリーズ」に 2蹴年記念版として再登場することが決定い

たしました。本日より全国のローソン店舗（ローソンストア

100 を除く/一部お取扱いのない店舗がございます）、エ

ルパカ BOOKS にて 500円（税抜）でお買い求めいた

だけます。 「アプリスタイル増刊 2分ではじめるシリーズ バーコードフットボーラー」は、「登録までの流れが 2分

でわかるトリセツ」と「初めて参加する時に重宝する限定アイテム」がパックになったローソン、エルパカ BOOKS限

定の書籍シリーズで、ゲームの遊び方はもちろん、ゲームの始め方、特典のもらい方まで丁寧に解説しています。 

「初めて参加する時に重宝する限定アイテム」は、すでにゲームをプレイされている方にも嬉しい特別な特典アイテ

ムシリアルになっており、同誌でしか入手できない限定特典アイテムになります。 

特典アイテムは下記のとおりです。（シリアルナンバー有効期限：2015年 6月 30日（火）23:59 まで） 

 

<特典 1>「シュート！」4選手が再び登場！ 

大島司氏原作の大人気コミック「シュート！」の登場キャラクター選手が獲得できるシリアル ID をプレゼントいたし

ます。本誌記載のシリアル ID1 つにつき、下記の 4人の選手の中から 1人をランダムに獲得できます。4人の選

手はともにオリジナルスキルを保持しており、ゲーム内での活躍が期待できます。 

・FW [I]田仲俊彦選手            ・FW [I] 平松和広選手 

 

 

 

 

 

 

 

 

・GK [I]白石健二選手            ・MF [I]神谷篤司選手 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<特典 2>「掛川高校」ユニフォーム 

同誌限定ユニフォームの「掛川高校」ユニフォームを入手できるシリアル ID をプレゼント

いたします。ゲーム内にて本ユニフォームを選手に着用させることができます。 

 

 

 



 

 

◆「シュート！」とは？ 

 

 高校サッカー選手の田仲俊彦とそのチームメイトが、個性豊かなライ 

バルたちとの対決を通じて友情を育み成長していく姿を描いた大島司氏 

原作の大人気コミック。「週刊少年マガジン」に長期連載され、TV アニメ 

や実写映画としても放映、1994年には第 18回講談社漫画賞を受賞した。 

コミック発行部数は累計 5,000万部を記録している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■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。また、これまでシリーズ累計で 250 万ダウンロード
を達成。海外市場においては、現在アジア・南米・欧州の約 140 カ国でサービスを提供しております。 
※また香港においては、App Store/Google Play にてトップセールス 1位を記録し、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。 

  

 

 

 

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

