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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『BFB 2015 - サッカー育成ゲーム』において、大人気サッ

カー漫画「俺たちのフィールド」とのタイアップキャンペーンとして、「俺たちのフィールド」のキャラクターたちが登

場する「俺たちのフィールドガチャ」の実装、ログインボーナスで「俺たちのフィールドガチャチケット」を配布する

などのキャンペーンを、8月 25日（火）より実施します。また、好評実施中のサマーフェスティバルの一環と

して、「BFB オールスターズミッション」を実施し、クリア褒賞として今まで[L]選手、[S]★7選手のみが所持

していた「Lv.4 スキルボール」が初めて登場します。さらに、新スキル「アイアンウォール」、「攻撃的 GK」を実

装し、それぞれのスキルを持った新選手が登場します。 

 

■『俺たちのフィールド』とは 

「俺たちのフィールド」は、主人公高杉和也がライバルたちとの出会いや試合の中で成長し、やがて日本代

表としてワールドカップで活躍するまでを描いた、村枝賢一氏による大人気サッカー漫画。 

「週刊少年サンデー」にて 1992年から 1998年まで連載され、コミックは全 34巻刊行されている。 

 

 

■キャンペーン 1：「俺たちのフィールドガチャ」実装！ 

 

期間中、大人気サッカー漫画「俺たちのフィールド」に登場する 11名のキャラクターを集めた「俺たちのフィー

ルドガチャ」が登場します。 

※「俺たちのフィールドガチャ」とは「俺たちのフィールド」に関連する選手のみが登場する期間限定の無料の

ガチャとなります。 

 

 

 

300万 DL突破『BFB 2015-サッカー育成ゲーム』 

大人気サッカー漫画「俺たちのフィールド」とのタイアップが決定！ 
Lv.4スキルボールが初登場！「BFB オールスターズミッション」開催！ 

＆新スキル「アイアンウォール」、「攻撃的 GK」実装 



 

 

 

■「俺たちのフィールド」の選手情報を公開！  

【「俺たちのフィールドガチャ」で登場する選手】 

[レアリティ★7 の選手] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[レアリティ★6の選手] 

「騎場拓馬」選手、「磯野拓郎」選手、「末次浩一郎」選手 

[レアリティ★5の選手] 

「槌矢郡司」選手、「寺本徳二」選手、「緑川かおる」選手、「尼崎香太郎」選手、「濱田英二」選手、

「国分烈」選手 

※詳しくはゲーム内 NEWS をご確認ください。 

●期間：2015年 8月 25日（火）メンテナンス後～2015年 9月 30日（水）13：59 

 

■キャンペーン 2：「俺たちのフィールド」タイアップ記念ログインボーナス！ 

 

期間中に BFB をダウンロードしログインした方を対象に、 「俺たちのフィールド

ガチャチケット」を1枚プレゼントします。「俺たちのフィールドガチャチケット」１枚

で、「俺たちのフィールドガチャ」を１回引くことができます。 

 

●特典の配布について：  

キャンペーン特典の「俺たちのフィールドガチャチケット」は、ゲーム内のメインメニ

ュー「プレゼント」にて付与します。  

 

▲「俺たちのフィールドガチャチケット」 

「高杉和也」選手 「伊武剣輔」選手 

 



 

 

 

※通常のログインボーナスも期間内に存在しますが、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。  

※「俺たちのフィールドガチャチケット」は、「俺たちのフィールドガチャ」でのみ使用可能なアイテムです。「俺たちの

フィールドガチャ」の実装期間終了後、「俺たちのフィールドガチャチケット」も消失しますのでご注意ください。  

※詳しくはゲーム内 NEWS をご確認ください。 

●期間：2015年 8月 25日（火）メンテナンス後～2015年 9月 30日（水）13：59 

 

■キャンペーン 3：チャレンジカップ特別版！俺たちのフィールドチャレンジカップ開催！ 

毎週土曜日から火曜日に開催されている 1day マッチ「チャレンジカップ」を、期間

中、「俺たちのフィールドチャレンジカップ」として特別開催します。期間中実施する

「俺たちのフィールドチャレンジカップ」にて、勝ち点 1以上を獲得された方全員に特

別褒賞として、「俺たちのフィールドガチャチケット」1枚と「俺たちのフィールドコーチ」

１つをプレゼントします。  

※詳しくはゲーム内 NEWS をご確認ください。 

●期間：2015年 9月 5日（土）～2015年 9月 8日（火） 

      2015年 9月 19日（土）～2015年 9月 22日（火） 

 

■キャンペーン 4：「俺たちのフィールド」タイアップ記念！特別代表戦開催！ 

 
「俺たちのフィールド」とのタイアップを記念して、特別代表戦を開催します。第 1 フェーズにて勝ち点 1以上

を獲得された方全員に特別褒賞として、「俺たちのフィールドガチャチケット」3枚をプレゼントします。 

※詳しくはゲーム内 NEWS をご確認ください。 

●期間：2015年 9月 17日（木）～2015年 9月 20日（日） 

 

■キャンペーン 5：俺たちのフィールドレジェンドミッション！ 

「俺たちのフィールド」に登場するチーム「リザーブ・ドッグズ」の選手達がゲーム内イベント「レジェンドミッション」

に登場！「リザーブ・ドッグズ」に挑み、ミッションをクリアしよう！ 

 

■「レジェンドミッション」とは？  

レジェンドミッションとはレジェンドチームからの挑戦を受けるモードです。  

レジェンドチームから与えられるミッションをクリアすることで、褒賞アイテムを獲得することができます。  

※詳しくはゲーム内 NEWS をご確認ください。 

●期間：2015年 9月 8日（火）12:00～2015年 9月 15日（火）13:59 

▲「俺たちのフィールドコーチ」 



 

 

 

■キャンペーン 6：「俺たちのフィールド」タイアップ記念 Twitterキャンペーン！ 

「俺たちのフィールド」とのタイアップを記念して、「俺たちのフィールド」タイアップアイテムが貰える Twitterキャ

ンペーンを実施します。 

●実施予定日：2015年 9月上旬 

 

■キャンペーン 7：初の Lv.4 スキルボール登場！BFBオールスターズミッション！ 

 
「あべ P」率いる「BFB オールスターズ」がゲーム内イベント「レジェンドミッション」に登場！「BFB オールスター

ズ」に挑み、ミッションをクリアしよう！さらに 4周目のクリア褒賞として、今まで[L]選手、[S]★7選手のみが

持っていた「Lv.4 スキルボール」が初登場！強力スキルを手に入れよう！ 

 

■アイテム「スキルボール」とは？  

「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。これにより所属選手の特性を強化・変更すること  

が出来ます。選手の新たな可能性を模索して下さい。  

「BFB オールスターズミッション」での獲得可能なスキルは、以下となります。  

 

※詳細はゲーム内 NEWS をご確認ください。 

●期間：2015年 8月 25日（火）メンテナンス後～2015年 9月 1日（火）13:59 

 

 

 

 

 



 

 

 

■キャンペーン 8：[S]★7選手が必ず出現！「サマフェス[S]★7選手確定ガチャ」登場！ 

期間中、レア度[S]★7 の選手を必ず入手できる「サマフェス[S]★

7選手確定ガチャ」がゲーム内に登場します。 

また期間中、イレブンガチャを引いた回数に応じて「[S]★7確定ガ

チャチケット」などのアイテムをプレゼントします。「[S]★7確定ガチャ

チケット」1枚で「サマフェス[S]★7選手確定ガチャ」を 1回引くこと

ができます。 

  

 

 

 

 

 

※詳しくはゲーム内 NEWS をご確認ください。 

●アイテムプレゼント期間： 

2015年 8月 25日（火）メンテナンス後～2015年 8月 31日（月）11:59 

●「サマフェス[S]★7選手確定ガチャ」登場期間： 

2015年 8月 25日（火）メンテナンス後～2015年 9月 1日（火）13:59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲「[S]★7確定ガチャチケット」 



 

 

 

 

■「[S]T・セウバ’15」選手が新スキル「アイアンウォール」を持って登場！ 

 

BFB において「スキル」とは勝敗を左右する重要なファクターとして試合中に特殊効果を発揮する能力です。

この「スキル」に「アイアンウォール」という新たなスキルを追加いたします。また、この新スキルを持った「[S]T・

セウバ’15」選手が、プレミアムガチャ、イレブンガチャに新たに登場します。 

 

♦新スキル「アイアンウォール」とは・・・ 

スーパークリアとスーパーヘディングを併せ持つセンターバックの

スキルです。守備時には最後の砦としてあらゆる攻撃をはね

返し、攻撃時には強烈なヘディングで得点を奪います。 

 

 

■「[S]テラベルト」選手が新スキル「攻撃的 GK」を持って登場！ 

 

試合中に特殊効果を発揮する能力「スキル」に「攻撃的 GK」という新たなスキルを追加いたします。また、

この新スキルを持った「[S]テラベルト」選手が、プレミアムガチャ、イレブンガチャに新たに登場します。 

 

♦新スキル「攻撃的 GK」とは・・・ 

GKの本分である守備に加え、攻撃でも活躍する異色のGK

スキルです。抜群の集中力で脅威の PKセーブ率をあげるとと

もに、FK のキッカーとして攻撃面でも活躍します。 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

■『BFB 2015-サッカー育成ゲーム』 基本情報 

『BFB 2015』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。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、これまでシリーズ累計で 300万ダウンロー

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。 

※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：『BFB 2015-サッカー育成ゲーム』 

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、iPhone5s、iPhone5c、iPhone6、iPhone6 Plus、iPad2、iPad（第

3世代）、iPad（第 4世代）、iPad mini、iPad mini2、iPad Air   

※対象 OS バージョン: iOS6.0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『BFB』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『BFB』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 

■『BFB 2015-サッカー育成ゲーム』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 高谷 

TEL: (03)6746-3111 E-Mail： press@cybird.co.jp 
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