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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、「シャビ・エル

ナンデス」選手とのタイアップを 11月 4日（水）より実施します。新スキル「ピンポイントパス Lv.4」など最

高クラスのスキルを持った｢[S]シャビ」選手が、プレミアムガチャ、イレブンガチャに登場します。また、ゲーム内

機能「ガチャ」にゲーム内アイテムを入手できる「BFBおまけスロット」が新たに登場します。これを記念し、

「BFB おまけスロット」を引くことができるアイテム「BFB スロットメダル」をログインボーナスでプレゼントします。 

 
■“世界最高峰の司令塔”「シャビ・エルナンデス」選手とのタイアップが決定！ 

受けたボールをシンプルかつ的確にさばく状況判断力や左右どちらの足からでも繰り出される高いパス技術

など、 ボールキープ、ポジショニング、パスセンス、キックの精度、視野の広さ、中盤の選手として必要とされ

る能力の全てを備えた世界最高峰の司令塔、「シャビ・エルナンデス」選手とのタイアップが決定しました。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、新スキル「ピンポイントパス Lv.4」に加え、「ピボーテ

Lv.4」、「インターセプト Lv.3」を持った「[S]シャビ」選手が登場します。さらに、期間限定でタイトル画像が

「シャビ・エルナンデス」選手バージョンに変化します。 

 

●タイアップ期間：2015年 11月 4日(水)メンテナンス後～12月 2日（水）13:59 

 

今後も、国内のみならず海外サッカーファンの方にもお楽しみいただけるコラボレーションイベントを多数展開

してまいります。 

 

300万 DL突破『BFB 2015-サッカー育成ゲーム』 
スペインが生んだ世界最高峰の司令塔 

「シャビ・エルナンデス」選手とのタイアップが決定！ 

&新ガチャ「BFBおまけスロット」実装！ 
～「[S]シャビ」選手が新スキル「ピンポイントパス Lv.4」を持ってゲーム内に登場 

＆「BFBスロットメダル」を全員にプレゼント！～ 



 

 

■「[S]シャビ」選手詳細情報を公開！ 

 

 

■新スキル「ピンポイントパス」とは・・・ 

密集地帯でのショートパスに加え、サイドからのクロスも操るスキルです。 

精密なコントロールでボールを味方に届け、決定的なチャンスを作ります。 

 

 

■『BFB』のタイトル画像が「シャビ・エルナンデス」選手 Ver.に変化！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「シャビ・エルナンデス」選手とのタイアップを記念した特設ページを公開！ 

タイアップを記念して、キャンペーンや「[S]シャビ」選手の情報を紹介した特設タイアップページを公開いたし

ました。  

・公式サイト特設タイアップページ：http://www.barcodefootballer.com/  

 

 

 

 

 

▲『シャビ・エルナンデス』選手バージョンタイトル画像 

http://www.barcodefootballer.com/


 

 

♦キャンペーン 1：シャビタイアップ記念日替わりログインボーナス！ 

『BFB2015』をダウンロードし期間中にログインした方を対象に、1日1回、日替わりで豪華アイテムを

プレゼントします。  

※期間中は本キャンペーンのアイテムを、通常のログインボーナスに加えてプレゼントします。  

 

【日替わりログインボーナス入手可能アイテム】 

月曜日：ランク C コーチ×1 

火曜日：マイスタミナドリンク×2 

水曜日：BFB ポイント×100 

木曜日：クラブマネー×10,000 

金曜日：マイスタミナドリンク×2 

土曜日：マイトレーニングサプリ×2 

日曜日：クラブマネー×10,000 

 

詳しくはゲーム内 NEWS をご確認ください。 

●期間：2015年 11月 4日（水）メンテナンス後～12月 2日（水）13:59  

 

 

♦キャンペーン２：「シャビ・エルナンデス」選手に挑め！シャビレジェンドミッション ！ 

 
「シャビ・エルナンデス」選手がゲーム内イベント「レジェンドミッション」に登場！「シャビ・エルナンデス」選

手に挑み、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 11月 11日（水）12:00～11月 17日（火）22:59 

 

 

 



 

 

♦キャンペーン 3：「[I]シャビ」選手をプレゼント！シャビタイアップ記念 Twitter キャンペーン！ 

 
期間中、BFB公式 Twitter アカウントにて 1日 1回投稿される対象ツイートの合計リツイート数が

500RT を突破すると、11月 10日（火）より、BFB をダウンロ

ードしプレゼント期間中にログインした方を対象に、「[I]シャビ」選

手をプレゼントします。 

・BFB2015公式 Twitter：@barcode_fb 

 

※詳しくはゲーム内 NEWS をご確認ください。  

●応募期間：2015年 11月 4日（水）19:00～11月 9

日（月）18:59 

●プレゼント期間：2015年 11月 10日（火）4:00 

～12月２日（水）13:59＜予定＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲「[I]シャビ」選手 

 

https://twitter.com/barcode_fb


 

 

 

■シャビ・エルナンデスプロフィール 

受けたボールをシンプルかつ的確にさばく状況判断力や左右どちらの足から

でも繰り出される高いパス技術など、ボールキープ、ポジショニング、パスセン

ス、キックの精度、視野の広さ、中盤の選手として必要とされる能力の全て

が世界最高峰の司令塔。 

1998年に FC バルセロナトップチームでプロデビューを果たすと、その後、同

クラブ歴代最多出場記録を更新するなど長期に渡って主力として君臨し、

UEFAチャンピオンズリーグ優勝 4回、リーガ・エスパニョーラ優勝 8回など数

多くのタイトルを獲得した。 

また、スペイン代表ではチームの主軸として、2010年南アフリカW杯優勝、

2008年・2012年 UEFA欧州選手権優勝に大きく貢献。 

2015年夏に 17年間すごした FC バルセロナの退団し、同時にカタールの

アル・サッドへの移籍が決定。 

 

■タイトル 

▼クラブ 

FC バルセロナ 

リーガ・エスパニョーラ：1998-99、2004-05、2005-06、2008-09、2009-10、2010-11、2012-13、

2014-15 

スーペルコパ・デ・エスパーニャ：2005、2006、2009、2010、2011、2013 

コパ・デル・レイ：2008-09、2011-12、2014-15 

FIFA クラブワールドカップ：2009、2011 

UEFA チャンピオンズリーグ：2005-06、2008-09、2010-11、2014-15 

UEFA スーパーカップ：2009、2011 

 

▼スペイン代表 

FIFA ワールドユース選手権：1999 

シドニーオリンピック銀メダル：2000 

UEFA欧州選手権：2008、2012 

FIFA ワールドカップ：2010 

 

▼個人 

FIFA ワールドユース選手権ベストイレブン：1999 

リーガ・エスパニョーラ最優秀新人選手賞：1999 

リーガ・エスパニョーラ最優秀スペイン人選手賞：2005 

UEFA欧州選手権最優秀選手賞：2008 

FIFPro ベストイレブン：2007-08、2008-09 

IFFHS最優秀プレーメイカー賞：2008、2009 

UEFA チーム・オブ・ザ・イヤー：2008、2009 

リーガ・エスパニョーラ最優秀 MF賞：2009 

FIFA コンフェデレーションズカップベストイレブン：2009 



 

 

♦レアアイテムが手に入る！?新ガチャ「BFBおまけスロット」実装！ 

 
2015年 11月 4日（水）メンテナンス後より、ゲーム内機能「ガチャ」に、新たに

「BFBおまけスロット」が登場します。「BFBおまけスロット」を回すことで、「アイテムラ

インナップ」に表示されたいずれかのアイテムを手に入れることができます。「BFB おま

けスロット」はアイテム「BFB スロットメダル」を使って回すことができます。 

また、「BFB おまけスロット」の登場を記念して、『BFB2015』をダウンロードし期間

中にログインした方を対象に、「BFB スロットメダル」1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。 

●「BFB スロットメダル」プレゼント期間：2015年 11月 4日（水）メンテナンス後 

～11月 10日（火）27：59 

 

♦レベルアップ報酬がボリュームアップ！新米監督さんいらっしゃいキャンペーン！ 

 
期間中、クラブレベル 19 までのクラブを対象に、レベルアップ報酬がボリュームアップし

ます。最高レアリティ★7の選手を必ず入手することができる「新米監督★7確定ガチ

ャチケット」など、クラブレベルが上がる度に豪華アイテム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 11月 4日（水）メンテナンス後～1月 13日（水）13:59 

▲「BFB スロットメダル」 

 

▲「新米監督★7確定ガチャチケット」 

 

▲画像は開発中のものとなります。 

 



 

 

■『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、iPhone6s、

iPhone6s 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 

■『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 去来川／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://www.barcodefootballer.com/
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