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2018 年 6 月 13 日 

関係者各位 

DUARIG Fリーグ 2018/2019 ディビジョン 1 第 1 節 駒沢セントラル 
sfida ハーフタイムショーに 

ORANGE RANGEより HIROKI、RYO、YAMATO・大川藍の出演決定！！ 
 

 

株式会社イミオ 

 

6 月 16 日(土)、17 日(日)に東京・駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場にて開幕

を迎える「DUARIG F リーグ 2018/2019 ディビジョン 1」では、17 日(日)第 3 試合の

「sfida ハーフタイムショー」にロックバンド・ORANGE RANGE より、ボーカルの

HIROKI、RYO、YAMATO と、モデルの大川藍の出演が決定いたしました。（敬称略） 

 

また、同イベント内において代表の倉林より sfida に関する発表もございますので、併せ

てお知らせいたします。 

 

 

＜sfida ハーフタイムショー＞ 

DUARIG F リーグ 2018/2019 ディビジョン 1 第 1 節 駒沢セントラル 第 3 試合 

2018 年 6 月 17 日（日）19：00 キックオフ 

フウガドールすみだ vs ペスカドーラ町田 

出演：ORANGE RANGE（YAMATO・HIROKI・RYO）、大川藍 

強豪国をアイコン化した sfida クッションミニボール （1 号球サイズ） と sfida の人気シ

リーズ「FOOTBALL ZOO」の baby 版クッションミニボール（1 号球サイズ）を合計 300

球プレゼント！ 

ボールはピッチから客席に向かって投げ込まれますので、ご自分のお席で GET してくださ

いね！ 
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＜ORANGE RANGE プロフィール＞ 

【左から順に】NAOTO(Gt) / YOH(Ba) / HIROKI(Vox) / YAMATO(Vox) / RYO(Vox) 

沖縄出身・在住の 5 人組ロックバンド。ジャンルにとらわれない自由かつ高い音楽性と、

卓越したポピュラリティが話題となり、数々の名曲を送り出し続けている。 

2001 年に結成し、2002 年ミニアルバム『オレンジボール』でインディーズデビュー。

2003 年『キリキリマイ』でメジャーデビューを果たす。2010 年 7 月 27 日を境に、自由

な音楽を生み出すために自ら設立した音楽レーベル、SUPER ((ECHO)) LABEL にて活動を

開始。2012 年 1 月からは SPEEDSTAR RECORDS と提携を開始し、2016 年はバンド結

成 15 周年を迎えたアニバーサリーイヤーを展開。結成 15 周年にあたる 2016 年に、これ

までに培ってきた数々の縁、これから作り上げていく新たな縁をテーマに作り上げたコラ

ボベストアルバム『縁盤』を 7 月にリリース。さらには同年 9 月から 2017 年 4 月にかけ

て、お祭りモード全開の全 47 都道府県と台湾・香港でカーニバルツアーを完遂。 

最新作は 2017 年 11 月リリースの EP『UNITY』。リリース後からスタートしたホールツ

アー「ORANGE RANGE LIVE TOUR 017-018 ～UNITY～」は、全 24 公演で終幕。 

2018 年 4 月から 5 月にかけて 6 都市にて、ラジオをコンセプトにした FC 限定ツアー

「ORANGE RANGE FC TOUR 018 ～今夜も STAY UCHINANTUNE～」を開催し、同時期

に配信限定シングルとして、WOWOW NBA バスケットボール 17-18 イメージソング

「Hopping」と、J リーグクラブ FC 琉球公式応援ソング「Ryukyu Wind」を 2 ヶ月連続

リリース。そして早くも今秋 10 月から年をまたぐ全 29 公演のツアー「ORANGE RANGE 

LIVE TOUR 018-019」が開催決定。 

 

公式ホームページ http://orangerange.com/ 

 

 

 

 

http://orangerange.com/
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＜大川藍プロフィール＞ 

1993 年 7 月 17 日生まれ。兵庫県尼崎市出身。 

フジテレビの番組から生まれたアイドルグループ「アイドリング!!!」の元メンバーでセン

ターを務めるなど中心メンバーとして活躍。 

2012 年「JJ」(光文社)の専属モデルとしてモデルデビューし、「TOKYO GIRLS 

COLLECTION」・「関西コレクション」・「東京ランウェイ」等数々のショーにも出演。 

現在では、「JJ」だけでなく、「mina」（主婦の友社）、「LARME」(徳間書店)、「MAQUIA」

（集英社）など多数の女性誌に出演中。 

また、グラビア活動では「触りたくなるカラダ No.1」として話題を呼ぶ。 

MBS ラジオ「オレたちゴチャ・まぜっ！」・AbemaTV「フジモンが芸能界から干される前

にやりたい１０のこと」にレギュラー出演中。 

また今年 7 月 28 日に芸能生活 10 周年を記念したイベントを開始予定。 

 

大川藍の最新情報はレプロエンタテインメントの公式 HP まで

（http://www.lespros.co.jp/talent/artists/ai_okawa/） 

 

Twitter https://twitter.com/lespros_ai 

Instagram https://www.instagram.com/okawa.ai/ 

 

 

 

 

http://www.lespros.co.jp/talent/artists/ai_okawa/
https://twitter.com/lespros_ai
https://www.instagram.com/okawa.ai/
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▼ABOUT sfida  

sfida(スフィーダ）は 2005 年、高品質な手縫いサッカーボール製造から始まったフットボー

ルブランド。sfida は、イタリア語で「挑戦」の意。 

高い品質と機能性に、自由でカラフルなデザインを加えた商品でフットボールプレーヤーをサ

ポートします。 

 

＜BRAND MESSAGE＞ 

“DO YOUR FOOTBALL” 

自分の夢に向かって、自分らしく 

フットボールに挑み続ける人をサポートしたい。 

それが sfida の「挑戦」です。 

 

 

＜FAIR TRADE＞ 

ボールに関わる全ての人がハッピーになれるブランドを目指し、sfida はフェアトレードを推

進しています。 

sfida のボール生産工場では、ボールを作る職人たちに適正な賃金と労働環境を提供し、児童

労働のないフェアなフットボールビジネスに取り組んでいます。 

※フェアトレード：発展途上国で作られた製品を適正な価格で継続的に取引することで、発展途

上国の生産者が持続的に生活を向上できるようにすること。貧困のない、公正で平等な社会をつ

くるための考え方。 

 

sfida 公式サイト：https://sfidasports.com// 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜本件に関する問い合わせ先＞ 

株式会社イミオ マーケティング部広報 担当/塩沢 

TEL : 03-6902-1707 

FAX : 03-6902-1708 

 

 

 

https://sfidasports.com/
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＜参考資料＞ 

株式会社イミオ概要 

設立：2006 年 4 月 1 日（2004 年 7 月創業） 

本社：東京都目黒区青葉台 3−1−18 1 青葉台タワーアネックス 4F 

TEL：03-6902-1707 FAX：03-6902-1708 

資本金：2 億 7,156 万円（準備金含む） 

代表取締役社長：倉林啓士郎 

 

【スポーツブランド事業】 

イミオの原点である「sfida（スフィーダ https://sfidasports.com//）」ブランドを展開してい

ます。 主にフットサル・サッカー用品を製造し、スポーツ量販店・専門店、ライフスタイルシ

ョップ等への販売を行っています。また、フットサル TOP リーグ（F リーグ）や J リーグチー

ム、選手等への協賛活動を通じて、フットボール文化の発展にも貢献いたします。 

2016 年には EAFF E-1 フットボールチャンピオンシップ（旧 EAFF 東アジアカップ）の試合

球に sfida の FIFA 公式球 VAIS が選ばれ、2017 年の決勝（日本・韓国・中国・DPR コリア）

の代表戦でも使用されました。これまで sfida はフットサル中心に展開してきましたが、サッカ

ー分野でのさらなる市場拡大を狙うと同時に、国際大会でのブランド露出でアジアを中心とした

海外展開の加速を図ります。 

 

【スポーツパーク事業】  

遊休地や商業施設屋上スペースなどを活用して、子供から大人まで都心でも気軽にスポーツを

楽しめる「場所（Park）」の企画・運営も行っています。国内でフットサル施設「sfida sports park

（http://park.sfidasports.com/）」を運営し、さまざまなスクールや企画を実施して、子供・

ビギナーから上級者までレベルに応じた成長・スキルアップをサポートしています。 

また、自社施設をショールームとした、他のフットサルコート、サッカー場、テニスコート等へ

の施工・運営コンサルティングも行っています。世界のスポーツの最前線でも使用されている高

品質な人工芝（http://hyperturf.jp/）や LED 照明のご提案も行っています。 

 

【スポーツ IT 事業】 

2014 年よりフットサルコート検索・予約サイト Roots を運営。コートをプラットフォームと

して、フットサル・サッカーコミュニティを繋ぐサービスを目指し、予約・コマース、Web 上

でオリジナルユニフォーム製作ができる sfida XU など複層的なサービス提供で、需要を喚起し

ていきます。 

 

 

イミオ公式サイト：http://imio.co.jp/  

https://sfidasports.com/
http://park.sfidasports.com/
http://hyperturf.jp/
http://imio.co.jp/

