
　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」シリーズの公式秘技コード集『隔月刊コードフリー
クAR別冊 コードフリーク大全V』(発行：株式会社ブレイン・ストーム）を、2012年2月
28日（火）に発売いたします。
　コードフリークはDS／PSP／Wii／PS3用ゲームで、裏技よりもすごい "秘技" を使って

「所持金MAX」「レベルMAX」「無敵」など、通常ではなかなか実現できない状態を作り出
せる攻略ツール。本書は、各ゲーム機の人気タイトルの中から合計567タイトル分もの

「秘技コード」を収録した、コードフリークユーザー必携の1冊です。参考資料として、
別紙に主な秘技コード収録タイトルとコードフリークシリーズの概要をまとめております
ので、あわせてご覧いただけると幸いです。

裏技よりもすごい "秘
ひ ぎ
技" で人気ゲームを攻略しよう！

DS／PSP／Wii／PS3用秘技コードを大量掲載した「大全」第5弾

2012 年 2月23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、任天堂およびソニー・コンピュータエンタテインメントのライセンス製品ではありません。
サイバーガジェットホームページ　http://www.cybergadget.co.jp/

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：隔月刊コードフリークAR別冊 コードフリーク大全V

・ 対応ゲーム機：DS本体／DS Lite本体／DSi本体／DSi LL本体／PSP本体／
Wii本体／PS3本体

・ 対応コードフリーク機種：『CYBER コードフリーク type-i（DS用）』『CYB
ER コードフリーク typeⅢ（DS用）』『CYBER コードフリーク typeⅡ（DS
用）』『CYBER コードフリーク（DS用）』『CYBER コードフリーク typeⅢ

（PSP用）』『CYBER コードフリーク typeⅡ（PSP用）』『CYBER コードフリー
ク（PSP用）』『CYBER コードフリーク typeⅡ（Wii用）』『CYBER コードフ
リーク（Wii用）』『CYBER コードフリーク（PS3用）』

・希望小売価格：2,100円（税込）
・発売日：2012年2月28日（火）
・発行：（株）ブレイン・ストーム／発売：（株）サイバーガジェット

・判型：A5判（縦21.0cm×横14.8cm×厚さ3.0cm）
・頁数：656ページ
　
・ ゲーム攻略ツール「コードフリーク」シリーズの公式秘技コード集『コー

ドフリーク大全』第5弾。株式会社ブレイン・ストーム発行の『隔月刊
コードフリークAR』2011年4月号［Vol.71］～ 2012年2月号［Vol.76］に掲
載された秘技コード合計567タイトル（DS用133タイトル、PSP用285タイ
トル、Wii用81タイトル、PS3用68タイトル）分を完全収録した保存版

・ 巻頭記事では、DS／PSP／Wii／PS3各機種用のコードフリークの特長をわ
かりやすく紹介

主な特長

主な仕様

商品基本情報
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※不具合のあったものなど、一部の秘技コードは含まれていません。
※ 本誌に掲載されている秘技コードを使用するには、上記の対応コードフリーク機種のい

ずれかが別途必要です。
※ 『CYBER セーブエディター（PS3用）』対応のパッチコードは掲載されていません。あら

かじめご了承ください。

ゲーム攻略ツール「コードフリーク」
シリーズの詳細は、4 ページの参考
資料をご覧ください。

サイバーガジェット
イメージキャラクター
ジャンプくん
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参考資料

●あつめて！カービィ ●イナズマイレブン3 世界への挑戦!! ジ・オーガ ●海賊戦隊ゴーカイジャー あつめて変身！ 35戦
隊！ ●サガ3時空の覇者 Shadow or Light ●デビルサバイバー2 ●ドラゴンボール改 アルティメット武闘伝 ●バトル＆
ゲット！ ポケモンタイピングDS ●パワプロクンポケット14 ●ワンピース ギガントバトル！2 新世界　ほか全133タイトル

●英雄伝説 碧の軌跡 ●俺の屍を越えてゆけ ●ガチトラ！ ～暴れん坊教師 in High School～ ●ガンダム メモリーズ
～戦いの記憶～ ●機動戦士ガンダム 新ギレンの野望 ●キングダム ハーツ バース バイ スリープ ファイナル ミックス 
●グランナイツヒストリー ●喧嘩番長5 ●最後の約束の物語 ●ザ・サード バースデイ ●実況パワフルプロ野球2011 
●真・三國無双6 Special ●セブンスドラゴン2020 ●戦国BASARA クロニクルヒーローズ ●戦場のヴァルキュリア3
●第2次スーパーロボット大戦Z 破界篇 ●ダンボール戦機 ●地球防衛軍2 ポータブル ●ディシディア デュオデシム 
ファイナルファンタジー ●テイルズ オブ ザ ワールド レディアント マイソロジー3 ●パタポン3  ●初音ミク -Project 
DIVA- extend ●ファイナルファンタジーIV コンプリートコレクション ●ファンタシースターポータブル2 インフィニ
ティ ●武装神姫バトルマスターズ Mk.2 ●ブラック★ロックシューター THE GAME ●プロ野球スピリッツ 2011 ●ペル
ソナ2 罪 ●NARUTO-ナルト-疾風伝 ナルティメットインパクト ●マクロス トライアングル フロンティア ●モンハン日
記 ぽかぽかアイルー村G ●遊☆戯☆王ファイブディーズ タッグフォース6 ●るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚- 再閃
●ワールドサッカー ウイニングイレブン2012　ほか全285タイトル

●イナズマイレブン ストライカーズ ●戦国BASARA3 宴 ●パンドラの塔 君のもとへ帰るまで ●ファミコン＆スーパー
ファミコン ドラゴンクエストⅠ・Ⅱ・Ⅲ ●ファミリーフィッシング ●ポケパーク2 ～Beyond the World～ ●THE LAST ST
ORY　ほか全81タイトル

●アーマード・コア4 ●アーマード・コア フォーアンサー ●アサシン クリードⅡ スペシャル エディション ●アルトネ
リコ3 世界終焉の引鉄は少女の詩が弾く ●ガンダム無双2 ●ゴッド・オブ・ウォーⅢ ●侍道3 Plus ●実況パワフルプロ
野球2010 ●真・三國無双 MULTI RAID Special ●スターオーシャン4 -THE LAST HOPE- INTERNATIONAL ●ソウルキャリ
バーIV ●鉄拳6【ベスト】 ●テイルズ オブ ヴェスペリア ●デモンズソウル ●トトリのアトリエ ～アーランドの錬金術
士2～【ベスト共通】●ドラゴンボール レイジングブラスト ●NARUTO-ナルト-疾風伝 ナルティメットストーム2 ●ニー
ア レプリカント ●NINJA GAIDEN Σ2 ●バイオハザード5 オルタナティブ エディション ●プロ野球スピリッツ6 ●ベ
ヨネッタ ●北斗無双 ●無双OROCHI Z ●龍が如く 見参！ ●龍が如く4 伝説を継ぐもの ●ロロナのアトリエ ～アーラン
ドの錬金術士～　ほか全68タイトル

『隔月刊コードフリークAR別冊 コードフリーク大全V』
収録されている主なゲームタイトルと秘技コード例

DS用

PSP用

Wii用

PS3用

DS用

PSP用

Wii用

PS3用

【その他の主な秘技コード収録タイトル一覧】

『 ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー2 プロフェッショナル』
→所持金999999G／スカウトゲージ100％／配合 モンスター変更　ほか

『 ファイナルファンタジー零式』
→ギル＆SPP変動するとMAX／仲間全員能力MAX／リザーブメンバー強制変更　ほか

『モンスターハンター ポータブル3rd』【PSP the Best版共通】
→所持金MAX／体力150／全武器＆防具生産可能／何度でも剥ぎ取り＆採取可能　ほか

『星のカービィWii』
→［A+B］ボタンで残りカービィ数99／コピー能力変更／［B］ボタンでスーパー能力ゲージMAX　ほか

『ゼルダの伝説 スカイウォードソード』
→無敵／がんばりゲージへらない／常にスカイウォード状態／矢・タネ・バクダン減らない　ほか

『ファイナルファンタジーXⅢ』
→所持金999999999／HP 999999／物理攻撃 999999／武器＆アクセサリ改造でEXP MAX　ほか



DS用 PSP用 Wii用 PS3用

CYBER コードフリーク
typeⅢ（DS用）

CYBER コードフリーク
typeⅢ（PSP用）

CYBER コードフリーク
（PS3用）

CYBER コードフリーク
typeⅡ（Wii用）

CYBER コードフリーク
type-i（DS用）
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参考資料

ゲーム攻略ツール「コードフリーク」とは？

　「コードフリーク」は、DS／PSP／Wii／PS3用ゲームで、裏技
よりすごい "秘

ひ ぎ
技" を誰でも簡単に使えるようになる攻略ツール

です。「難しくて先に進めない」「時間がなくてやめてしまった」
「別ルートでクリアしたい」など、ゲーム中のさまざまな悩みや

願いをコードフリークが解決。「レベルMAX」「所持金MAX」「無
敵」「レアアイテムゲット」などの攻略に役立つ秘技を使えば、
ゲームの楽しみ方がもっと広がります。

「秘技コード」を追加登録すれば、新作ゲームでも秘技が使える！

　コードフリーク各機種には、あらかじめさまざまな人気ゲームの秘技が内蔵されており、購入
後すぐにその効果を楽しめます。さらに、「秘技コード」（秘技を使うためのパスワードのような
もの）を追加登録することで、未収録の新作ゲームでも秘技が使えるようになります。
　最新の秘技コードは、（株）ブレイン･ストーム発行のコードフリーク公式雑誌『隔月刊コード
フリークAR』（偶数月24日発売）や「ARオンライン」（http://aronline.jp）、ゲームショップで無
料配布される「秘技コード速報」などで入手できます。そして、このたび発売する『隔月刊コー
ドフリークAR別冊 コードフリーク大全V』には、DS／PSP／Wii／PS3用ゲーム合計567タイトル
分の秘技コードを一挙掲載。コードフリークユーザー必携の1冊です。

キャラクターが巨大化！ 超強力武器を無限に使える！ ショップで買い物し放題！

秘技を使うとこんなことができる！

※画像はイメージです。実際のゲーム画面ではありません。

コードフリーク各機種の機能や特長は、弊社ホームページをご覧ください。


