
　株式会社サイバーガジェット（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：加藤貴章）は
ゲーム攻略ツール「コードフリーク」シリーズの最新作として『CYBER コードフリーク 
typeⅡ（Wii用）』を2011年9月30日に発売いたしました。
　「コードフリーク」は、ゲーム上で「無敵」「所持金MAX」「ステータスMAX」「レアア
イテムゲット」などの便利な「秘技」を使って、ゲームをもっとおもしろくしてくれる攻
略ツールです。本製品はWii用唯一のゲーム攻略ツールで、これまで未対応となっていた
Wii本体のバージョン「4.3J」にも対応。Wiiの人気ゲーム全160タイトルの秘技をあらか
じめ内蔵しています。さらに、今後発売される新作や未収録のタイトルも、秘技を追加登
録して楽しむことができます。

ゲーム攻略ツール「コードフリーク」に
Wii本体バージョン「4.3J」に対応した最新版が登場！

本製品は SD カードタイプで
Wii 本体の SD カードスロッ
トに挿入して使用します。

2011 年 10月4 日
株式会社サイバーガジェット
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本製品はサイバーガジェットのオリジナル製品であり、任天堂のライセンス製品ではありません。

受付時間／土日祝日および弊社休業日を除く10：00〜12：00, 13：00〜18：00

☎03-5688-4766お問い合わせ先：サイバーガジェット サポートセンター



・商品名：CYBER コードフリーク typeⅡ（Wii用）
・対応機種：Wii
　※バージョン「4.0J」～「4.3J」のWii本体に対応。これ以外の本
　体では動作しないのでご注意ください（2011年9月29日現在の最
　新バージョンは「4.3J」です）。
・希望小売価格：5,229円（税込）
・発売日：2011年9月30日

・ セット内容：本体×1、セットアップガイド×1
・アクティベート時の必須条件：SDカードの読み書きが可能なパソ
　コン（対応OS：Windows XP/Vista/7　※Vista/7は32/64bit対応）、
　インターネットに接続できる環境
　※本製品は最初に使用する前にパソコンでコードフリークのインス
　トールおよびアクティベート（ライセンス認証）作業を行う必要が
　あります（2回目以降はこの作業は必要ありません）。

・ Wii本体バージョン「4.3J」に対応
・ Wii本体のSDカードスロットに本製品をセットして使用したい秘技

を選択し、ゲームをスタートするだけの簡単操作。初心者でも
　手軽に秘技のスゴイ効果を体感可能
・ 大人気のWii用ゲーム『イナズマイレブン ストライカーズ』『ディ

ズニー エピックミッキー ～ミッキーマウスと魔法の筆～』『ドンキ
　ーコング リターンズ』などを含む、全160タイトルの秘技を内蔵
・ 新作や未収録のタイトルも、ブレイン・ストーム発行の公式雑誌

『隔月刊コードフリークAR』に掲載されている秘技コードを入力し
てコードフリークに追加登録すれば、秘技を使用可能

・ パソコンでも秘技コードの登録や編集が可能　※弊社ホームページ
より無償ダウンロードできる「codeEditor（Wii用）」が必要です

主な特長

主な仕様

商品基本情報
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参考資料

【あ行】アークライズ ファンタジア／アースシーカー／アイビィ・ザ・キウィ?／イナズマイレブン ストライカーズ／アルゴスの戦
士 マッスルインパクト／ヴァルハラナイツ エルダールサーガ／ウィーチア ダンシングスピリッツ！／Wiiであそぶ ちびロボ！／Wii
であそぶ ドンキーコングジャングルビート／Wiiであそぶ ピクミン／Wiiであそぶ ピクミン2／Wiiであそぶ マリオテニスGC／Wiiで
あそぶ メトロイドプライム／Wiiであそぶ メトロイドプライム2 ／ウイニングポスト7 マキシマム2008／ウイニングポスト ワールド
／ウイニングポスト ワールド2010／ウィングアイランド／SDガンダム ガシャポンウォーズ／SDガンダム ジージェネレーション ウ
ォーズ／SDガンダム ジージェネレーション ワールド／黄金の絆／王様物語／大神／お姉チャンバラ Revolution／オプーナ／朧村正　

【か行】影の塔／風のクロノア door to phantomile／カドゥケウス Z 2つの超執刀／カドゥケウス NEW BLOOD／仮面ライダー クラ
イマックスヒーローズ オーズ／仮面ライダー クライマックスヒーローズW／恐怖体感 呪怨／キャプテン★レインボー／クッキング
ママ みんなといっしょにお料理大会！／クッキングママ2 たいへん!! ママはおおいそがし！／毛糸のカービィ／ゴースト・スカッド
／ゴールデンアイ 007　【さ行】ザ ハウス オブ ザ デッド 2＆3 リターン／ザ ハウス オブ ザ デッド オーバーキル／THE LAST STORY
／斬撃のレギンレイヴ／ジーワン ジョッキー Wii／ジーワン ジョッキー Wii 2008／式神の城Ⅲ／シムシティ クリエイター／新 中華
大仙 ～マイケルとメイメイの冒険～／スーパーペーパーマリオ／スーパーマリオギャラクシー／スーパーマリオギャラクシー2／ス
ーパーマリオコレクション／スーパーマリオスタジアム ファミリーベースボール／スーパーモンキーボール アスレチック／スーパ
ーロボット大戦NEO／スカイ・クロラ イノセン・テイセス／ゼノブレイド／ゼルダの伝説 トワイライトプリンセス／零 ～月蝕の仮
面～／全国デコトラ祭り／戦国BASARA2 英雄外伝ダブルパック／戦国BASARA3／戦国無双 KATANA／戦国無双3／戦国無双3 猛将伝
／ソウルイーター モノトーンプリンセス／ソウルキャリバー レジェンズ／ソニック カラーズ／ソニックと暗黒の騎士／ソニックと
秘密のリング／ソニックライダーズ　【た行】大怪獣バトル ウルトラコロシアムDX ウルトラ戦士大集結／太鼓の達人Wii／太鼓の達
人Wii ドドーンと2代目／太鼓の達人Wii みんなでパーティ☆3代目／大乱闘スマッシュブラザーズX／たたいて弾む スーパースマッ
シュボール・プラス／タツノコVS.カプコン CROSS GENERATION OF HEROES／タツノコVS.カプコン ULTIMATE ALL-STARS／007 慰め
の報酬／たべモン／チョコボの不思議なダンジョン 時忘れの迷宮／チョロQ Wii／珍スポーツ／罪と罰 宇宙の後継者／ディザスター 
デイ オブ クライシス／ディズニー エピックミッキー ～ミッキーマウスと魔法の筆～／テイルズ オブ グレイセス／テイルズ オブ グ
レイセス アップデート版／テイルズ オブ シンフォニア -ラタトスクの騎士-／デッドスペース エクストラクション／デッドライジン
グ ゾンビのいけにえ／天誅4／闘真伝／トウィンクル クイーン／ドラゴンクエストソード 仮面の女王と鏡の塔／ドラゴンクエスト 
モンスターバトルロードビクトリー／ドラゴンボールZ スパーキング！ NEO／ドラゴンボールZ スパーキング！ メテオ／ドラゴン
ボール 天下一大冒険／ドンキーコング たるジェットレース／ドンキーコング リターンズ　【な行】NiGHTS ナイツ～星降る夜の物語
～／NARUTO-ナルト- 疾風伝 激闘忍者大戦！EX／NARUTO-ナルト- 疾風伝 激闘忍者大戦！EX2／NARUTO-ナルト- 疾風伝 激闘忍者大
戦！EX3／NARUTO-ナルト- 疾風伝 激闘忍者大戦！SPECIAL／NARUTO-ナルト- 疾風伝 龍刃記／ニュー・スーパーマリオブラザーズ
Wii／ノーモア★ヒーローズ／ノーモア★ヒーローズ2 デスパレート･ストラグル　【は行】バイオハザード0／バイオハザード／バイ
オハザード4 Wiiエディション Best Price ！／バイオハザード4 Wiiエディション／バイオハザード アンブレラ・クロニクルズ／バイ
オハザード/ ダークサイド・クロニクルズ／ハッピーダンスコレクション／バロック for Wii／パンチアウト!!／パンドラの塔 君のも
とへ帰るまで／ファイアーエムブレム 暁の女神／ファイナルファンタジー・クリスタルクロニクル エコーズ・オブ・タイム／ファ
イナルファンタジー・クリスタルクロニクル クリスタルベアラー／ファミリースキー／ファミリーフィッシング／ファントム・ブ
レイブ Wii／FOREVER BLUE 海の呼び声／不思議のダンジョン 風来のシレン3／プチコプターWii アドベンチャーフライト／FRAGILE
～さよなら月の廃墟～／BLEACH バーサス・クルセイド／BLEACH Wii 白刃きらめく輪舞曲／ぷよぷよ7／牧場物語 やすらぎの樹／牧
場物語 わくわくアニマルマーチ／ポケパークWii ピカチュウの大冒険／HOSPITAL. 6人の医師／ボンバーマンランド Wii　【ま行】街
へいこうよ どうぶつの森／マッドワールド／マリオ＆ソニックAT バンクーバーオリンピック／マリオカート Wii／マリオスポーツ
ミックス／マリオパーティ8／みんなのリズム天国／めざせ!! 釣りマスター／めざせ!! 釣りマスター HUDSON THE BEST／めざせ!! 釣
りマスター ～世界にチャレンジ！編～／メタルファイト ベイブレード ガチンコスタジアム／METROID Other M／桃太郎電鉄16 北
海道大移動の巻！／桃太郎電鉄2010 戦国・維新のヒーロー大集合！の巻／モンスターハンターG／モンスターハンター3（トライ）　

【ら行】ラジルギノアWii／ルーンファクトリー オーシャンズ／ルーンファクトリー フロンティア／レゴ スター・ウォーズ コンプリ
ート サーガ／レッドスティール2　【わ行】ワリオランドシェイク／ワンピースアンリミテッドアドベンチャー／ワンピースアンリミ
テッドクルーズ エピソード1／ワンピースアンリミテッドクルーズ エピソード2／ワンピースアンリミテッドクルーズ エピソード2

●イナズマイレブン ストライカーズ：イナズマポイント99999999P、全アイテム99コ
●SDガンダム ジージェネレーション ワールド：CAPITAL 99999999、キャラクター経験値 獲得するとレ
　ベルアップ、ユニット経験値 獲得するとレベルアップ
●戦国無双3 猛将伝：創史演武 所持金 9999999両、石高9999万石、石無双ゲージ即　MAX、練技ゲージ
　増加でMAX
●ディズニー エピックミッキー ～ミッキーマウスと魔法の筆～：データロードでEチケット1000
●ニュー・スーパーマリオブラザーズWii：おたからムービー全開、常にスター状態、常にファイアマリ
　オ、常にプロペラマリオ、マリオ巨大化、マリオ微小化、マリオの残り数へらない　他

秘技収録タイトル一覧

主な内蔵秘技


