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2021 年 4 月 2 日 

スポーツブランド sfida が中目黒に直営店「SFIDA BASE NAKAME」を OPEN！ 

山口歴デザインサッカーボール『VAIS ULTIMO×MEGURU YAMAGUCHI』 

エディション入りモデルを限定販売！！ 

 

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 2021 年 4 月 10 日(土)12 時に中目黒に直営店「SFIDA BASE NAKAME」

をオープンいたします。 

「sfida」2021SS 新作ウェア、現代アーティスト山口歴とのコラボレーションサッカーボー

ル「VAIS ULTIMO×MEGURU YAMAGUCHI」、sfida から派生する新たなコレクション「No.56」

などを展開。2021 年のテーマに「OPEN THE NEW GATE」を掲げ、新たな挑戦をし続ける sfida 

の発信基地として、sfida の幅広いコンテンツを一度に体感いただける全国で唯一の空間となり

ます。 

   sfida2021SScollection                     No.56                   VAIS ULTIMO×MEGURU YAMAGUCHI 

 

店舗詳細 

 

 

 

 

〒153-0051  

東京都目黒区上目黒 1-11-1 OAK BLDG Ⅱ 1 階 

Google Map : https://bit.ly/3cstYsU 

Open11:56~Close19:56 (月曜定休)  

 

 

 

 

 

https://sfidasports.com/pages/2021ss-%E6%98%A5%E5%A4%8F-%E3%82%B3%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3
https://no56.sfidasports.com/
https://sfidasports.com/pages/vais-ultimo-meguru-yamaguchi
https://bit.ly/3cstYsU
https://no56.sfidasports.com/
https://sfidasports.com/pages/2021ss-%E6%98%A5%E5%A4%8F-%E3%82%B3%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3
https://sfidasports.com/pages/vais-ultimo-meguru-yamaguchi
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開店記念に『VAIS ULTIMO×MEGURU YAMAGUCHI』エディション入りモデルを発売！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sfida は世界を舞台に活躍する現代アーティスト山口歴氏をアートディレクターに迎え、「こ

の一球から光り輝く、希望ある世界への挑戦」をコンセプトにサッカーボール『VAIS ULTIMO

×MEGURU YAMAGUCHI』シリーズを発売。この度の「SFIDA BASE NAKAME」OPEN を記念

し、EAFF E-1 フットボールチャンピオンシップ 2022 の公式球にも決定したトップモデル

「VAIS ULTIMO PRO 5」にエディションを刻んだ数量限定モデル(WHTRED/WHTBLUE)を製

作いたしました。通常モデルとは異なるパッケージ入りの特別仕様（250 球限定）です。 

 

 

 

 

 

 

＜商品情報＞ 

商品名：VAIS ULTIMO PRO 5 Edition 

カラー：WHTRED / WHTBLU 

発売日：2021 年 4 月 10 日(土) 12:00~ 

 

4 月 10 日(土)正午より「SFIDA BASE NAKAME」店頭にて WHTRED・WHTBLU 同一ナン

バーセットを 20 セット限定で抽選販売いたします。さらにエディション入りモデルをご購入い

ただいた方全員に山口歴 直筆サイン入りポストカードを 1 球につき 1 枚プレゼントいたしま

す。 

なお、同一ナンバーセットは店舗限定での抽選販売となります。抽選方法・その他販売方法に

関しては、次項の VAIS ULTIMO×MEGURU YAMAGUCHI エディション入りモデル販売に

関して をご確認ください。 

 

『VAIS ULTIMO×MEGURU YAMAGUCHI』特設サイトはこちら 

https://sfidasports.com/pages/vais-ultimo-meguru-yamaguchi 

https://sfidasports.com/pages/vais-ultimo-meguru-yamaguchi
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VAIS ULTIMO×MEGURU YAMAGUCHI エディション入りモデル販売に関して 

エディション入りモデルは店頭限定でのセット販売のほか、sfida オンラインストアでも

WHTRED のみを 150 球限定で 4 月 10 日(土)12 時より販売を開始いたします。 

販売に関する詳細は下記をご確認ください。 

 

＜SFIDA BASE NAKAME 店頭販売＞ 

「VAIS ULTIMO PRO 5 Edition」WHTRED/WHTBLUE 同一ナンバーセット 

 

数量：20 セット (No101~120) 

販売価格：30,000 円(税込) 

決済方法：現金のみ 

購入特典：山口歴 直筆サイン入りポストカード 

＊特別パッケージ入り 

▼販売方法 

2021 年 4 月 10 日(土)午前 10 時半～11 時の間にお並びの方を対象に整理券を配布いたしま

す。正午の開店と同時に整理券番号順に抽選を行い、当選した方のみご購入いただけます。 

＊お一人様 1 セットの販売とさせていただきます。 

＊近隣の方へのご配慮として、早朝や深夜からのお並びはご遠慮ください。 

午前 10 時半～11 時の間にお並びの方を対象とさせて頂きます。 

11 時以降に来られたお客様はいかなる理由でも抽選に参加が出来ませんのでご注意ください。 

＊お電話でのお申込みは出来かねますので、ご了承ください。 

 

＜sfida オンラインストア ウェブ販売＞ 

「VAIS ULTIMO PRO 5 Edition」WHTRED 

 

数量：150 球 (先着販売) 

販売価格：15,000 円(税込) 

決済方法：クレジットカード（VISA/Master/JCB）、Amazon Pay 

コンビニ決済、銀行振込 

購入特典：山口歴 直筆サイン入りポストカード 

＊特別パッケージ入り 

 

2021 年 4 月 10 日(土)正午から下記 URL にて先着順にて販売を行います。 

https://sfidasports.com/products/noin-vais-ultimo-pro-5-sb-21vu01 

＊ご購入にあたっては『sfida オンラインストア』への会員登録が必要となります。 

＊シリアルナンバーはお選びいただけません。予めご了承ください。 

＊WHTBLU のウェブ販売はございません。 

 

商品・ご予約方法に関するお問い合わせ窓口 

sfida オンラインストア カスタマーセンター 

MAIL：sfida@imio.co.jp 

TEL：03-6902-1707 (平日のみ 11:00～18:00) 

 

 

https://sfidasports.com/products/noin-vais-ultimo-pro-5-sb-21vu01
https://sfidasports.com/
https://sfidasports.com/
mailto:sfida@imio.co.jp
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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。 

 

＜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://imio.co.jp/elitesport/ 

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 

電話：03-6902-1707 

メール：shiori@imio.co.jp 

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

