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2021 年 10 月 26 日 

10 月 30 日 FC 琉球 VS FC 町田ゼルビア戦 

【FC 琉球 SFIDA DAY -Challenge to REVIVE-】イベント情報 

 

株式会社イミオ 

スポーツブランド「sfida」は 10 月 30 日(土)にタピック県総ひやごんスタジアム（沖縄県沖

縄市）で行われる FC 琉球対 FC 町田ゼルビア戦を冠試合『SFIDA DAY-Challenge to REVIVE』

をとして開催いたします。 

<イベント> 

① 場外特設ブースでの sfida 商品販売 

SFIDA DAY 記念 T シャツやトートバッグのほか、FC 琉球 3rd ユニフォーム、HOME Tee、

エンブレム入りのアンセムジャケットやジャージなどなど FC 琉球関連商品を多数販売！ 

¥7,500 円以上ご購入のお客様にはもれなく、FC 琉球今期着用 TR ウェアと 

同グラフィックを使用した【sfida Presser マルチバッグ】プレゼント！ 

 

② sfida サッカーボールで選手に挑戦！リフティングチャレンジ！ 

  sfida 契約選手の上原慎也選手・赤嶺真吾選手から挑戦状！ 

  FC 琉球サポーターの子どもたちへ、リフティングチャレンジが届きました。 

  sfida の最新サッカーボールを使って上原選手・赤嶺選手に挑戦しよう！ 

当日場外特設物販ブース横で好きな選手の宿題に挑戦して制限時間内にクリア出来たお子 

様にはもれなく FC 琉球×sfida オリジナルマスクとボールネットをプレゼント！ 

皆様のご参加をお待ちしております！ 

参加費：無料 

服装：自由（動きやすい服装）＊ボールは会場でご用意しております。 

選手たちからのリフティングお手本動画はこちら→https://twitter.com/SFIDAs 

 

<首里城復興基金への寄付について> 

サポーターの皆様とともに首里城再建を後押しすべく、FC 琉球と sfida は当日の物販ブー 

スでの売上の 10％を首里城の再建基金に寄付いたします。 



2 

 

<プレゼント> 

① スタジアム来場者へ、『SFIDA DAY 記念クリアファイル』プレゼント（先着 2,000 名様） 

デザインは当日のお楽しみ！クリアファイルの中には sfida オンラインストアで使える

15％OFF クーポン券も入っているのでぜひ GET してください！ 

 

② sfida 公式 twitter フォロー＆RT で選手サイン入り『SFIDA DAY’21 T シャツ』をプレゼ

ント（18 名様） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応募用投稿はこちら→https://twitter.com/SFIDAs 

 

＜FC RYUKYU SFIDA DAY ’21 REVIVE 記念グッズ＞ 

冠試合開催を記念し、T シャツとトートバッグを販売いたします。記念Ｔシャツ「FC RYUKYU 

SFIDA DAY ’21 T シャツ REVIVE」は SFIDADAY の一夜限り、入場時に選手たちも首里城再

興への想いを胸に着用します。 

本商品は 10 月 26 日より sfida オンラインストアにて予約販売を実施(お届けは 11 月下旬予

定)、試合当日は sfida 場外特設ブースにて販売いたします。 

 

カラー：BLACK 

販売価格：2,970 円 

サイズ：S/M/L/XL 

素材：綿 100％ 

 

 

▼予約販売ページはこちら 

https://sfidasports.com/collections/sfida-day-callenge-to-revive 

 

『SFIDA DAY –challenge to REVIVE-』開催に関して 

2019 年 10 月 31 日未明、沖縄の象徴・誇りである世界遺産「首里城」は激しい火災により

跡形もなく焼け落ちました。多くの人々が胸を痛めた首里城火災からまもなく丸 2 年。 

FC 琉球は「琉球進撃」を誓い、さらなる高みへ突き進みながらも、あの日を決して風化させず、

「REVIVE-琉球再興」へ挑み続けています。 

sfida は 10 月 30 日 FC 琉球 VS FC 町田ゼルビア戦にて「FC 琉球 SFIDA DAY –challenge 

to REVIVE-」を実施し、首里城火災から 3 年目を迎える前夜、今一度皆様と首里城へ想いを馳

せます。 

カラー：BLACK 

販売価格：2,970 円 

サイズ：W36 x H37 x D11cm 

素材：綿 100％ 

 

 

 

https://sfidasports.com/collections/sfida-day-callenge-to-revive
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『SFIDA DAY –challenge to REVIVE-』開催概要 

対象試合：2021 明治安田生命Ｊ２リーグ第 36 節 FC 琉球 VS FC 町田ゼルビア  

日時：2021 年 10 月 30 日(土) 18 時 30 分キックオフ 

開催場所：タピック県総ひやごんスタジアム 
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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。 

Instagram @sfidasports    Twitter @SFIDAs 

 

＜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。 

Instagram @elite_sport_japan      Twitter ＠elitesportjapan 

 

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/ 

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

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://www.instagram.com/sfidasports/
https://twitter.com/SFIDAs
https://www.instagram.com/elite_sport_japan/
https://twitter.com/elitesportjapan
https://imio.co.jp/
https://sfidasports.com/
https://imio.co.jp/elitesport/
https://xu.sfidasports.com/

