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パニーニ フットボール リーグとは?
CHE COS'È PANINI FOOTBALL LEAGUE?

スタープレーヤーたちを自分の思い通りに動かしたい ―― 。
サッカーファンなら誰しも考えたことのある、そんな夢を実現できるのが「パニーニ フットボール リーグ」（以下PFL）だ。
PFLは現実のワールドサッカーカードをウェブに登録して遊ぶオンラインカードゲーム。このページでは、その3つの魅力を紹介する。

INTER
インテル

（イタリアリーグ）

FC BARCELONA
FCバルセロナ

（スペインリーグ）

REAL MADRID
レアル・マドリード

（スペインリーグ）

BORUSSIA DORTMUND
ボルシア・ドルトムント

（ドイツリーグ）

BAYERN MÜNCHEN
バイエルン・ミュンヘン

（ドイツリーグ）

BAYER LEVERKUSEN
バイエル・レバークーゼン

（ドイツリーグ）

AC MILAN
A.C.ミラン

（イタリアリーグ）

JUVENTUS
ユベントス

（イタリアリーグ）

VALENCIA
バレンシア

（スペインリーグ）

AS ROMA
ASローマ

（イタリアリーグ）

MANCHESTER UNITED
マンチェスター・ユナイテッド

（イングランドリーグ）

PARIS SAINT-GERMAIN
パリ・サンジェルマン

（フランスリーグ）

AJAX
アヤックス

（オランダリーグ）

BOCA JUNIORS
ボカ・ジュニアーズ

（アルゼンチンリーグ）

CLUB AMÉRICA
クラブアメリカ

（メキシコリーグ）

SANTOS FC
サントスFC

（ブラジルリーグ）

2月22日に発売される第1弾に収録されている16クラブを紹介。
登場する選手カードは今後順次拡大されていく予定だ。16クラブを大公開 !第 1 弾 収 録

手に入れた世界中のプレーヤーを自由
自在にドラッグ＆ドロップしてフォーメー
ションを簡単設定。微細な位置調整も
思いのままで、それが試合に影響を及
ぼす画期的なシステムを採用している。
選手の組み合わせやポジションにより
発生するコンボを多数搭載。攻守の
キープレーヤーも設定できる。

l PFLの魅力 l その 2

マニアもうなる
フォーメーション設定

ライブで行われる試合は緻密
なシミュレーションエンジンに
より、リアルなサッカーの動き
を忠実に再現。一つのランニン
グ、一つのパス、一つのシュー
トに実際の選手データが反映
されている。試合観戦もPFL
の楽しみの一つだ。

l PFLの魅力 l その 3

ライブで堪能できる
リアルな試合展開

カードのレアリティは4段階
「レギュラー」 各クラブのレギュラークラス。チーム編成のメインカード。
「スター」 チームの中心となる各国代表クラスのプレーヤー。
「スター＋」 一流ぞろいの中でも一際輝くスタープレーヤー。
「スーパー」 圧倒的な存在感を放つワールドクラスのプレーヤー。

選手カードには最新2012–13シーズンのビジュアルを使用。裏
面には現実のプレーデータに基づいた詳細な選手情報を掲載。
プレースタイルやプレーエリアはもちろん、その選手ならでは
の特殊能力や20段階に分かれた能力パラメーターもあり、
ゲームで使用するだけでなく、コレクションするだけでも楽しい。

l PFLの魅力 l その 1

コレクター魂を
くすぐるカード

「Panini（パニーニ）」って
何？1961年にイタリアでパニー

ニ兄弟が設立した会社で、
スポーツトレーディングカー
ドの老舗。世界中で販売され
ているトレーディングカード
は、コレクターズアイテムと
して根強いファンを持つ。



編集部選定

ポジション別注目カードはこれだ！
今回発売された第1弾カードの中から、footballista編集部が今
シーズンの活躍度を基準にポジションごとにオススメ選手をピック
アップしてみた。もし、これらのカードをGETできたら、チーム作りの
参考にしてみてほしい。

FW編

アドリアーノは
ここで使え！

[4-3-3]の
左サイドバック

ピルロは
ここで使え！

[3-5-2]の
中盤底

エル・シャーラウィは
ここで使え！

[4-3-3]の
左ウイング

Stephan
EL SHAARAWY
FW92  ステファン・エル・シャーラウィ（ミラン）
ITALY （1992.10.27） 178cm / 72kg

Andrea
PIRLO

MF 編

MF21 アンドレア・ピルロ（ユベントス）
ITALY （1979.5.19） 177cm / 68kg

ADRIANO
DF 編

DF21  アドリアーノ（バルセロナ）
BRAZIL （1984.10.26） 172cm / 67kg
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各 年代のイタリア代表に選ばれてきたエリートで、ジェ
ノア所属時代に16歳でセリエAデビューした天才少

年だった。11–12シーズンにミランにやって来た後はイブ
ラヒモビッチやカッサーノの高い壁に阻まれ出場機会を得ら
れなかったが、彼らが移籍した今シーズン、めぐって来た
チャンスを逃さなかった。

第23節終了時点で15ゴールを記録し、得点ランキング
2位。わずか1年で奇抜な髪形のベンチ要員から名門ミラン
の不動のエースへと大変身してしまったのだ。

もともとシュートまで持っていく技術には非凡なものが
あった。試合に出られるようになって成長したのは、オフ・
ザ・ボールの動きと守備意識。左サイドから中に切れ込み
右足でシュートを放つのが得意技だが、裏への抜け出し、
DFの視野から消えるボールのもらい方がうまくなり、それ
に比例して大幅に得点力が伸びた。現代サッカーのサイド
プレーヤーには、相手SBがオーバーラップしてきた時に自
陣まで下がってマークすることが求められるが、何度もアッ
プダウンをこなしチームのために献身的に働いている。

ミランでは主に［4-3-3］の左ウイング、［4-2-3-1］の左
サイドMFで起用されているが、2トップのセカンドトップと
しての適性も高い。

もはやミランの不動のエース

05 年にダニエウ・アウベスやバチスタを発掘してき
たセビージャに加入すると大ブレイク。UEFA

カップ（現ヨーロッパリーグ）連覇をはじめ、国内外で数々
のタイトルを獲得したセビージャの黄金期を支えた。主戦
場は左サイドの攻撃的な位置だが、守備意識の高さに加え
て器用さも持ち合わせているため、左SB、そして右サイド
のMF、SBもこなすことができる。

10–11シーズンに移籍したバルセロナでもそのユーティ
リティ性を高く評価され、3トップのウイングから3バック
のCBまで幅広い役割を任された。

キックの精度が高く、昨年9月のバレンシア戦で挙げた
決勝ゴールのようなミドルシュートも得意。攻撃参加のタ
イミングが的確で、今季は第22節を終えてバルセロナの中
で3番目のゴール数（5）をマークしている。しかもうち4得
点が先制点と、相手に守備を固められるため均衡を破るこ
とに苦労するチームにとっては非常にありがたい存在だ。
バルセロナでの活躍で、ブラジル代表でも定位置をつかみ
つつある。使い勝手の良い選手だが、機を見たオーバー
ラップと守備意識の高さ、10月の日本戦で見せた長友をも
上回るスピードを考えると、最も持ち味を生かせるのは左
SBだろう。

も ともとはトップ下のプレーヤーだったが、アンチェ
ロッティ監督に1列下がったレジスタとしての適性を

見出されて以来、数々の栄光を獲得してきたミランの中盤
には常にピルロの名前があった。

ミランとの契約を満了しユベントスに新天地を求めた当
時は衰えも指摘されたが、その疑いはまったくの杞憂だった。
加入1年目の昨シーズンからチームの中心に君臨。4トップ
気味に両サイドが最前線まで張り出すコンテ監督のシステ
ムにおいて、精密なロングフィードで一気にサイドの高い位
置にボールを届けられるピルロの存在は不可欠だ。

今シーズンのユベントスでは［3-5-2］の中盤底でパス回
しの軸になっている。ミラン時代もそうだったように、3セ
ントラルMFの中央が最も能力を発揮できるポジションだ。
とはいえ、経験を増した今は2ボランチの一角としてもプ
レーできる。ポジショニングのうまさ、読みの鋭さがあるの
で守備能力も決して低くない。バルセロナのシャビのように
ショートパスでリズムを刻むゲームコントロールも超一流だ
が、ピルロのスペシャルな武器は一発でDFラインの裏を破
るピンポイントフィード。そのため敵のプレッシャーが厳し
いトップ下よりも、中盤底にポジショニングした方がより効
果的に敵の急所を突くことができる。

芸術的ロングフィードを持つレジスタ左右の縦一列はOK、類まれな万能型



パニーニ フットボール リーグ

の遊び方
STEP

1
まずはPC、スマホから
無料会員登録！

玩具店やコンビニで
カードを購入しよう！

自分だけの
チームを作ろう！
日本全国の
ライバルたちと
対戦しよう！

簡単設定の4ステップ

商品名 パニーニ フットボールリーグ 01 [PFL01]
発売日 2013年 2月22日
価　格 315円（税込）  1パック 3枚入り
種類数 全176＋15種

STEP

2
STEP

3

STEP

4

実際のサッカーと同様にディビジョン制を採用し、
最大100チーム（5ディビジョン）の巨大リーグに
参戦可能だ。現実さながらの昇降格争いがリー
グ戦をさらに盛り上げること間違いなし。また、自
分がリーグのオーナーになってチーム数、試合数
などレギュレーションも設定できる。

現実さながらのリーグ戦の醍醐味

細かなオーダー編成や試
合のLIVE画面など、す
べての 機 能 が スマート
フォンに対応。PCを持っ
ていない人でもプレーす
ることが可能だ。外出中
でも時間や場所を問わ
ず、PFLを楽しむことが
できる。

スマートフォンに完全対応！

※掲載されている画像は開発中のものです。実際の商品とは異なる場合がございます。※サービスのご利用にはパソコンもしくはスマートフォン、それぞれのインターネット環境が必要になります。

http://paninifootballleague.com/

詳しくは公式HPへ

パニーニフットボールリーグ


