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2021 年 1 月 13 日 

関係者各位 

 FC 琉球 

2021 シーズン sfida ブランド新ユニフォーム決定！ 
 

株式会社イミオ 

スポーツブランド「sfida」（運営会社：株式会社イミオ、本社：東京都渋谷区神南、代表取

締役：倉林啓士郎）は、明治安田生命 J2 リーグ所属「FC 琉球」の 2021 シーズンユニフォー

ムのデザインを決定いたしましたのでお知らせいたします。 

*左から FP HOME / GK HOME / FP AWAY / GK AWAY 

 

オフィシャルユニフォームサプライヤー契約について 

株式会社イミオと FC 琉球は 2014 シーズンにオフィシャルユニフォームサプライヤー契約

を締結。2018 シーズンの J3 優勝・J2 昇格、2020 シーズンのユニフォーム販売を通じた首里

城復興支援、OneOKINAWA チャリティユニフォーム製作など、共に喜びや苦しみを分かち合

い、困難な状況でも常に戦い続ける FC 琉球をサポートして参りました。サプライヤー契約 8

年目となる今シーズンも引き続き、日本及びアジアのサッカーシーンに挑む FC 琉球を全力で

サポートしてまいります。 
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デザインについて 

▼HOME 

 
 

sfida が 2021 年のテーマとして掲げる OPEN THE NEW GATE に沿って、衣武装的本能を纏

う事をサポートする新 Hex Check デザインを採用。伝統ある琉球文化を継承しあつく燃える

闘争心を示すベンガラ（琉球血色）をベースに、FC 琉球を応援する全ての人々の想いを乗せ勝

利を呼び込むシーサーの開いた口「あ」・勝利を離さない閉じた口「うん」の柄をユニフォーム

の背と胸に大胆に配し、えり裏には「PRIDE OF RYUKYU」の文字が入り、「琉球魂」の精神

が受け継がれたデザインとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼AWAY 

sfida が 2021 年のテーマとして掲げる OPEN THE NEW 

GATE に沿って、衣武装的本能を纏う事をサポートし野生

の獣を彷彿させる Hex Beast-Bold デザインを採用。沖縄

を代表する海と空のイメージを象徴するアクアスカイをア

クセントとした新たなカラーイメージをベースに、FC 琉

球を応援する全ての人々の想いを乗せシーサーの柄を大胆

なライン配色内に繊細に表現し、えり裏には「PRIDE OF 

RYUKYU」の文字が入り、「琉球魂」の精神が受け継がれ

たデザインとなっています。 
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ユニフォームキットについて 

▼オーセンティックユニフォーム 

＜機能性＞ 

ベース素材には高い吸汗性と速乾性、また軽量性と通気性をバランスよく兼ね備えた特殊異形

断面糸使用のノンスルーライトメッシュ素材を採用し、更には放熱を高める高通気メッシュ素

材を背上部と身頃両脇へ使用しています。選手の着用時の快適性と耐久性を考慮したラウンド

テール仕様です。 

 

＜エンブレム＞ 

左胸のチームエンブレムにはその輝きと重みを選手・サポーターに感じさせる 3D 立体ポリク

レストワッペンを使用しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜販売キット＞ 

■FC 琉球 21 ホームシャツ S/S オーセンティック（FP/GK） 

SIZE：XS~３XL PRICE：18,000 円(+tax) 

■FC 琉球 21 ホームシャツ L/S オーセンティック（FP/GK） 

SIZE：XS~３XL PRICE：19,000 円(+tax) 

⇒2021 年 1 月 19 日 18 時より先行予約を開始いたします。 

 

※開幕戦までにお手元に届くスケジュール 

〜2021 年 1 月 25 日（月）13 時までのご注文分 

※AWAY ユニフォームに関する詳細は後日お知らせいたします。 

※オーセンティックユニフォームはネーム＆ナンバー入りでの販売となります。 
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▼レプリカユニフォーム 

＜機能性＞ 

ベース素材には吸汗性と速乾性をバランスよく兼ね備えたモックアイレットライトニット素材

を採用。サポーターの着用シーンにマルチに対応できる裾フラット折り返し仕様です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜エンブレム＞ 

左胸のチームエンブレムには軽量感と高級感を感じさせるレピア織バッジを使用しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜販売キット＞ 

■FC 琉球 21 ホームシャツ S/S レプリカ（FP） 

SIZE：S~2XL PRICE：9,000 円(+tax) / JRSIZE：120~160 PRICE：8,000 円(+tax) 

⇒2021 年 1 月 13 日より先行予約を開始いたします。 

 

※開幕戦までにお手元に届くスケジュール 

〜2021 年 1 月 25 日（月）13 時までのご注文分 

 

※AWAY ユニフォームに関する詳細は後日お知らせいたします。 

※レプリカユニフォームの「番号あり」の販売はございません。 

 

▼販売受付先 

sfida オンラインストア http://sfidasports.com/ 

 

 

http://sfidasports.com/
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FC 琉球について 

 2014 シーズンより明治安田生命 J3 リーグへ参入。2016 年 12 月より株式会社イミオ代表

の倉林が FC 琉球の代表取締役に就任。2018 シーズンには J3 リーグを史上最速で優勝。

2019 シーズンより明治安田生命 J2 リーグ初参入、J1 昇格を目指している。「沖縄を愛し、沖

縄に愛される」を経営理念に掲げ、沖縄の誇りになれるような地元に根ざしたサッカークラブ

になることを目標に、ファン・サポーター・地元の方々と共に歩みながら、産業振興や国際交

流にも貢献していく。サッカーを通して沖縄に元気を与えるべく、3 年目となる J2 の舞台で琉

球旋風を巻き起こす。 

FC 琉球 WEB サイト http://fcryukyu.com/ 

 

 

▼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スポーツブ

ランド。sfida は、イタリア語で「挑戦」。高い品質と機能性に、自由で革新的なデザインを加

えた商品でプレイヤーをサポートします。 

 

＜BRAND MESSAGE＞ 

 “FOR THE CHALLENGER”  

自分の夢やチームの目標に向かって、逃げずに何度でも挑んでいく。 

そんな世界中の挑戦者たちを、全力でサポートし続けていくこと。 

それが私たちの使命です。 

 

＜FAIR TRADE＞ 

スポーツに関わる全ての人が笑顔になれるブランドを目指し、sfida はフェアトレードを推

進しています。sfida のボール生産工場では、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ビジネスに取り組んでいます。 

 

▼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：東京都渋谷区神南 1-15-1 マリービル 3F 

資本金：1,000 万円 

代表取締役社長：倉林啓士郎 

 

【スポーツブランド事業】 

＜sfida（スフィーダ）＞ 

スポーツブランド「sfida（スフィーダ）」を展開。 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販売を行っています。また、東ア

ジアサッカー連盟や日本フットサルリーグ（Ｆリーグ）、日本女子フットサルリーグ、J リーグ

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貢献します。 

 

 

http://fcryukyu.com/
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＜ELITE SPORT(エリートスポーツ）＞ 

 ゴールキーパーグローブブランド「ELITE SPORT(エリートスポーツ）」日本初の正規取扱店

として、自社 EC での展開のほか、Amazon・スポーツ量販店・専門店等にて販売を行ってい

ます。 

イミオ公式サイト：https://imio.co.jp/  

sfida 公式サイト： https://sfidasports.com 

ELITE SPORT 公式サイト： https://www.elitesport.soccer/   

sfida XU（オーダーユニフォーム作成）サイト：https://xu.sfidasports.com/ 

 

＜本件に関する問い合わせ先＞ 

株式会社イミオ マーケティング部広報 担当/新津 

TEL : 03-6902-1707 FAX : 03-6902-1708 

https://imio.co.jp/
https://sfidasports.com/
https://www.elitesport.soccer/
https://xu.sfidasports.com/

