
 

 

     2015年 12月 1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）が 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』は、2015年 12月12日（土）

をもって、iOS版“3蹴年”を迎えます。これを記念して「3蹴年キャンペーン」と称し、豪華アイテムを毎日プレ

ゼントする日替わりログインボーナスや、ワンデイカップ、チャレンジカップ等のゲーム内イベントを 3蹴年記念特

別版として開催するなどのキャンペーンを、12月 2日（水）より実施します。 

 
 

♦キャンペーン 1：豪華アイテムを毎日プレゼント！3蹴年記念日替わりログインボーナス！ 

 

『BFB 2015』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。 

【日替わりログインボーナス入手可能アイテム】 

月：ランク C コーチ x1 

火：マイゴールドガチャチケット x3 

水：BFBポイント x100 

木：マイスタミナドリンク x2 

金：マイゴールドガチャチケット x3 

土：マイトレーニングサプリ x2 

日：マイレジェンドメイト x2

300万 DL突破『BFB 2015-サッカー育成ゲーム』 

  3蹴年キャンペーン情報解禁第 2弾 

祝 iOS版“3蹴年”！記念キャンペーンを開催！ 
～日替わりログインボーナスや特別版イベントで豪華プレゼントゲットのチャンス！

～ 



 

 

※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。 

※詳しくはゲーム内 NEWS をご確認ください。 

●期間：2015年 12月 2日（水）メンテナンス後～2016年 1月 12日（火）27:59 

 

 

♦キャンペーン 2：3蹴年記念特別ワンデイカップ開催！ 

 
1日限りの代表戦「ワンデイカップ」を「3蹴年記念特別ワンデイカップ」として全 5回開催します。上位入賞

者褒賞として、浦和レッズのレジェンド[[K]福田正博’95]選手や、パワーアップして登場する過去の人気タイ

アップ選手など、豪華選手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。 

●開催日：2015年 12月 8日(火)、12月 15日(火)、12月 22日(火)、 

12月 29日(火)、2016年 1月 12日(火)   

 

    

♦キャンペーン 3：褒賞アイテムが倍増！3蹴年記念特別チャレンジカップ！  

 
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、「3蹴年記念特別チ

ャレンジカップ」として特別開催します。期間中実施する「3蹴年記念特別チャレンジカップ」にて、順位褒賞

として獲得できる「ゴールドガチャチケット」の枚数が通常の 3倍、その他のアイテムは 2倍になります。また、

勝ち点 1以上を獲得された方全員に特別褒賞として、「ゴールドガチャチケット」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。  

●期間：2015年 12月 12日（土）～12月 15日（火） 

 



 

 

♦キャンペーン 4：交換所がパワーアップ！3蹴年記念[L]選手や「BFBスロットメダル」が登場！  

 

①期間中、ゲーム内機能「交換所」に 3蹴年記念選手として、最高クラスであるレベル 4 のスキルを持った

「[L]ゼウエビオ」選手、「[L]メッカム」選手、「[L]パサルラ」選手が登場します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●期間：2015年 12月 2日（水）メンテナンス後～2016年 1月 13日（水）13:59 

②2015年 12月 2日（水）より、「交換所」に「BFB スロットメダル」と「スキルスポイト・改」が登場しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

■アイテム「BFB スロットメダル」とは？  

ゲーム内アイテムを入手できるガチャ「BFBおまけスロット」を回すことができるアイテムです。 

 

■アイテム「スキルスポイト・改」とは？  

スキルボールを使用して選手に装着したスキルを取り外して、元のスキルボールに戻すことができるアイテムで

す。 

※詳しくはゲーム内 NEWS をご確認ください。 

[L]ゼウエビオ選手 

▲「スキルスポイト・改」 

[L]パサルラ選手 [L]メッカム選手 

▲「BFB スロットメダル」 



 

 

♦キャンペーン 5：新規[S]★7選手追加！特別版ミキサーガチャ登場！ 

 
期間中、ゲーム内機能「ガチャ」に「3蹴年記念特別版ミキサーガチャ」が登場します。また、新規[S]★7

選手として、「[S]コレッコ」選手、「[S]リタルスキー」選手、「[S]L・ブリン」選手が登場します。  

 

■ミキサーガチャとは  

所持している同じレアリティ同士の選手を複数セットすることで、新たな選手を獲得できるガチャです。 

 

【「3蹴年記念特別版ミキサーガチャ」で新たに登場する選手】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※詳しくはゲーム内 NEWS をご確認ください。  

●期間：2015年 12月 2日（水）メンテナンス後～2016年 1月 13日（水）13:59 

 

 

 

 

 

 

▲「[S]コレッコ」選手 

■所持スキル 

コントロールシュート Lv.4 

ダイレクトシュート Lv.3 

ファンタジスタ Lv.3 

 

 

 

▲「[S]リタルスキー」選手 

■所持スキル 

ピンポイントクロス Lv.4 

ドリブルテク Lv.3 

テクニカルキック Lv.3 

 

 

▲「[S]L・ブリン」選手 

■所持スキル 

インターセプト Lv.4 

スーパークリア Lv.3 

カバーリング Lv.3 

 

 



 

 

 

 

♦★7選手確定ガチャ実装 ！＆★7選手確定ガチャチケットを全員にプレゼント ！

 

期間中、プレミアムガチャ、イレブンガチャに登場するレアリティ★7の選手を必

ず入手できる「★7選手確定ガチャ」がゲーム内に登場します。また、『BFB 

2015』をダウンロードし期間中にログインした方を対象に、「★7選手確定ガ

チャチケット」1枚をプレゼントします。「★7選手確定ガチャチケット」１枚で、

「★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。 

●「★7選手確定ガチャ」実装期間：～2016年 1月 13日（水）13：59 

●「★7選手確定ガチャチケット」プレゼント期間：～2016年 1月 13日（水）13：59 

 

 

♦豪華アイテムプレゼント！監督さんカムバックキャンペーン！ 

 
2015年10月31日（土）23:59以降にログインしていない方が期間中ログインすると、対象者限定の

特別ログインボーナスをプレゼントします。  

 

【プレゼント内容】  

マイトレーニングサプリ x15 

マイスタミナドリンク x15 

クラブマネーx100000  

ランク C コーチ x15

※詳しくはゲーム内 NEWS をご確認ください。 

●期間：～2016年 1月 13日（水）13:59 

 

 

▲「★7選手確定ガチャチケット」 



 

 

 

 

■『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 
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