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アクロディア、アルガルベカップ2014におけるサッカー日本女子代表の

試合に看板掲出 
～アルガルベカップ 2014 のピッチ上にイレブンヒーローズ広告看板を掲出～ 
 

2014 年 3 月 3 日 
会 社 名 株 式 会 社 ア ク ロ デ ィ ア

代表者名 代表取締役社長  堤 純也

 （コード：3823 東証マザーズ）

 

 

 株式会社アクロディア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：堤 純也、以下「アクロディア」

という）は、2014 年 3 月 5 日からポルトガルで開催されるアルガルベカップ 2014 に出場するサ

ッカー日本女子代表の試合に看板掲出をいたします。 
 
 アクロディアは、サッカー日本代表チームオフィシャルライセンスソーシャルゲーム「サッカー

日本代表イレブンヒーローズ」や「サッカー日本代表 2014 ヒーローズ」を Google Play や App store
等で提供しており、多くの方にお楽しみいただいております。 
 この度の看板掲出を通じて、あらゆる面から日本サッカー界の発展に寄与したいと考えており、

今後もすべてのサッカーファンの皆様に愛されるゲームに成長させるとともに、ゲームを通じて日

本サッカー界を盛り上げてまいります。 
 

～アルガルベカップ 2014 のピッチ上にイレブンヒーローズの看板広告を掲げます～ 

 

 日本代表の代名詞ともいえる青色を背景に、サッカー日本代表イレブンヒーローズのロゴを中心

に配置するとともに、日の丸を加えてピッチで躍動するサッカー日本女子代表の選手たちを応援す

る気持ちを込めたデザインです。 
 
＜大会の概要＞ 
 アルガルベカップは、ポルトガル南部のアルガルベ地方で開催される、女子のナショナルチーム

による女子サッカーの国際大会です。1994 年に６ヶ国が出場して初開催し、2002 年大会以降は

12 ヶ国が出場する歴史ある大会です。 
 日本は 2011 年大会に初出場し３位、翌 2012 年大会に準優勝という成績を残しています。 
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サッカー日本女子代表 アルガルベカップ 2014 試合スケジュール 
 開催日 キックオフ時間 対戦相手 開催地/会場 TV 

放送局

第一試合/ 
グループステージ 

3 月 5 日（水） 日本時間 21：45
現地時間 12：45

vs アメリカ女子

代表 
ポルトガル・パル

シャル／ベラ・ビ

スタ・スタジアム 

TBS 
系列 

第二試合/ 
グループステージ 

3 月 7 日（金） 日本時間 23：10
現地時間 14：10

vs デンマーク女

子代表 
フジテレ

ビ系列 

第三試合/ 
グループステージ 

3 月 10 日（月） 日本時間 23：40
現地時間 14：40

vs スウェーデン

女子代表 
ポルトガル・ファ

ーロ／アルガル

ベ・スタジアム 

フジテレ

ビ系列 

順位決定戦 
 

3 月 12 日（水） 
 

日本時間 23：10
現地時間 14：10

vs 未定 フジテレ

ビ系列 

※上記記載のキックオフ（日本時間）で全国生中継される予定です。 

 

 

（ご参考）【サッカー日本代表イレブンヒーローズの概要】 
 「サッカー日本代表イレブンヒーローズ」は、多数のサッカー日本代表選手が実名実写で登場するソ

ーシャルゲームです。 

 ユーザーは 1 人の選手を育てていきながら、チームの仲間と集まって試合に臨むという流れの中で、

ソーシャルゲームらしい、ユーザー同士の活発なコミュニケーションを楽しんでいただいています。 

 配信開始以降、新たに招集されたサッカー日本代表選手をゲームへ追加したり、ゲームに登録され

たすべてのギルドチームが参加するトーナメント大会の実施など、アップデートによる機能追加を行っ

ています。 
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ゲームタイトル サッカー日本代表イレブンヒーローズ 

ジャンル サッカー育成シミュレーションゲーム 

配信開始日 [Google Play] 2013 年 9 月 2 日（月）～, 
[App Store] 2013 年 11 月 6 日（水）～ 
[Amazon アプリストア] 2014 年 2 月 6 日（木）～ 

対応機種 [Android] Android 2.3.3 以降 
[iOS] iOS バージョン 4.3 以降対応の iPhone、iPad、iPod touch 各機種 
  （ただし、「iPhone 3GS 以前」「第 4 世代 iPod touch 以前」は動作保証外） 
[Kindle Fire] Kindle Fire, Kindle Fire,Kindle Fire HD 7, Kindle Fire HD 8.9,  
  Kindle Fire HD 7, Kindle Fire HDX 7, Kindle Fire HDX 8.9 

ダウンロード 

方法 

下記の各ストアで「イレブンヒーローズ」を検索。 
[Google Play]  
  URL： https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.acrodea.elevenheroes
[App Store] URL： https://itunes.apple.com/jp/app/id723243461 
[Amazon アプリストア] URL： http://www.amazon.co.jp/dp/B00I1X6G7E/ 

料金 基本プレイ無料（一部アイテム課金） 

著作権表記 ©2009 JFA 
adidas, the 3-Bars logo and the 3-Stripes mark are registered trademarks of the 
adidas Group, used with permission. 
©J.LEAGUE PHOTOS INC. 
©Acrodea, Inc. 

※Amazon、Amazon.co.jp、Kindle、および Kindle Fire は Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商

標です。  
※記載されている社名、サービス名は、各社の登録商標または商標です。 
 

 

【株式会社アクロディア】 

所在地：東京都渋谷区東 2-16-10 ヤナセ渋谷ビル 5F 
設立：2004 年 7 月  
上場：2006 年 10 月 東証マザーズ（3823） 
代表者：代表取締役社長 堤 純也 
事業内容：スマートフォン向けのサービス・ソリューションの提供 
ウェブサイト：http://www.acrodea.co.jp/ 

 

 

 

■本リリースに関するお問合せ先 

 株式会社アクロディア  

 管理部 IR・PRグループ 
TEL：03-5778-4606  
EMAIL：pr@acrodea.co.jp 

■本サービスに関するお問合せ先 

 株式会社アクロディア ソリューション事業部 

 担当 鈴木 

 TEL：03-5778-4603 
EMAIL：suzuki@acrodea.co.jp 


