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   第2弾収録選手から

  先行して

 スペシャルカード

登場！
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特別付録　パニーニフットボールリーグ　スペシャルカード

 5月17日 待望の第2弾カードが

発売開始！

サッカーファンの間で

話題
沸騰！

    Webで戦う

   サッカーカードゲーム

  パニーニフットボールリーグ



自分だけの理想のフットボールを実現できるのが「パニーニ
フットボールリーグ」の醍醐味。そこで今回は、世界最高峰
のフットボールを最前線で追い続けている海外在住ジャーナ
リストに「神イレブン」を編成してもらった。 前編では、スペ
イン在住20年、本誌編集長の木村浩嗣が選ぶ「最強のス
ペイン選抜」を紹介する。

とにかく先手必勝。相手の反撃をパスでいなし、カウンターでトドメ
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有 効なボール支配というのは、いかに前でボールを回復できるかに
かかってくる。そのため、試合前のロッカールームでテンションを

高め、アグレッシブに飛び出したい。DFラインを高く保ちプレスをかけ
続けることは、パスの出し手と受け手に考える時間を与えないため有効
なカウンター対策にもなる。そうして先行してからカウンター狙いに切り
替え、ボールを回しながら休む時間帯を作る。バックパスの割合を多く
して、相手をいなして消耗させるのだ。最後はカウンターでトドメを刺す。

守備固めにはCB、守備的MFを両方こなせるハビ・マルティネスを上
手に使いたい。シャビを下げ3ボランチにしたり、アルベロアを下げセル
ヒオ・ラモスを右SBに回すなどの変化が利く。

攻撃が手詰まりな時の打開策として、スペインにあまりいないドリブ
ラータイプ、テージョをスーパーサブに抜擢。また、シャビ・アロンソに
代えペドロを左FWに入れ、イニエスタを左MFに下げる、という手も有
効だろう。

V.バルデス アルビオル J.マルティネス カジェホン ペドロ テージョピケ

私の
ジャーナリストの「理想のフットボール」がここに

現代表のジレンマを解消した
“超世界最強チーム”

—前編—

Lionel
MESSI
FW10  リオネル・メッシ（バルセロナ）
ARGENTINA （1987.6.24） 
169cm / 67kg
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CASILLAS
イケル・カシージャス
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ジョルディ・アルバ
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PUYOL
カルレス・プジョル

Sergio
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セルヒオ・ブスケッツ
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ALONSO
シャビ・アロンソ

Andrés
INIESTA
アンドレス・イニエスタ

Lionel
MESSI
リオネル・メッシ

David
VILLA
ダビド・ビージャ

XAVI
Hernández
シャビ・エルナンデス

Sergio
RAMOS
セルヒオ・ラモス

Álvaro
ARBELOA
アルバロ・アルベロア

ス ペイン選抜のキーマンがスペイン
人でない、というのは不本意だが、

バルセロナがメッシに依存せざるを得な
いように、このチームもそうなるだろう。
スペイン代表のパスサッカーは研究され、
ボール支配で圧倒しても以前のように
ゴールチャンスの数で圧倒することはで
きなくなっている。僅差の勝負に持ち込
まれ、パスワークとコンビで堅守を崩せ
ない時こそ、組織をぶち壊す強力な個が
必要となる。ドリブル、シュート、FKす
べてに優れ、特に突破のスピードを落と
さず枠を捉える能力では、彼を超える選
手はいない。

ボール支配≠勝利。
強力な個で
組織をぶち壊す

EURO 2012の決勝でイタ
リア相手に大勝した

メンバーを元に選出した。繋ぐサッカー
はパスばかりでいっこうにゴールへ進ん
で行かない欠点に陥りがち。引いて守る
相手に弱いのは、例えば先日のCLでバ
ルセロナがミランに苦戦したことでもわ
かる。現スペイン代表の唯一の不安も得
点力なわけだが、そこを世界最高のア
タッカー、メッシで補強した夢のような

“超世界最強チーム”だ。なお、「ほぼバ
ルセロナ」という苦情は受けつけない。

攻撃陣はシャビ・アロンソを除けばバ
ルセロナ勢なので連係もまったく問題な
い。メッシが入ったことで絶対的な点取
り屋を置く必要はなくなった。ビージャ
も前には張るが得点源ではなく、メッシ
へのマークを緩くしスペースを作るのが
主な役目。ボールを支配し続けて良い形
で渡せば、あとはメッシが何とかしてく
れるだろう、という狙いだ。DFラインに
俊足のプジョルを入れ、控えに守備的な
選手を3人置いたのは、カウンター＆高
さ対策と、守備を固めての逃げ切りを見
越し選考した。
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後編では
片野道郎氏が登場。

スペイン VSイタリア、
プライドを懸けた

真剣勝負が実現！
5月29日発売号に

掲載予定

■ 選手選考ルール  ①スペイン人選手限定 ②ただし、助っ人として他国
籍の選手を1人だけチームに加えることができる

 編集長

木村浩嗣
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5月17日、第2弾カード発売
最強のFW＆GKが
多数参戦！

今月17日、「パニーニフットボールリーグ」第2弾カードが満を持して発
売！  今回の最大の特徴は、ロナウド、ファン・ペルシー、ビージャなどの
大物ストライカー、カシージャス、ブッフォンといった世界でも指折りの
GKが数多く登場すること。ここでは、その中から代表的な3人をピック
アップしてみた。

世界中のスタープレーヤーを思いのままに動かして行う、理想のフットボール。ファンなら誰もが思い描い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」だ。専用カードをウェブに登録して遊ぶPC、スマホ対応の新感覚のオンライン
カードゲームは、2月の第１弾発売から大きな反響を呼んでいる。5月17日の第2弾発売を前に、その魅力をおさらいしておこう。

Manuel
NEUER
GK1  マヌエル・ノイアー（バイエルン）
GERMANY （1986.3.27） 193cm / 93kg

Zlatan
IBRAHIMOVIĆ
FW18  ズラタン・イブラヒモビッチ（パリSG）
SWEDEN （1981.10.3） 194cm / 94kg

Cristiano
RONALDO
FW7  クリスティアーノ・ロナウド（レアル・マドリー）
PORTUGAL （1985.2.5) 184cm / 78kg

FCバルセロナ バイエルン・ミュンヘン インテル アヤックスレアル・マドリード バイエル・レバークーゼン ASローマ ボカ・ジュニアーズバレンシア ユベントス マンチェスター・ユナイテッド サントスFCボルシア・ドルトムント A.C.ミラン パリ・サンジェルマン クラブアメリカ

収録16クラブ一覧

商品名 パニーニフットボールリーグ 02 [PFL02]
発売日 2013年 5月17日
価　格 パック版：315円（税込）  自販機版：200 円（税込）
種類数 全128＋18 種

※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PC、スマホで公式HPへアクセス！

パニーニフットボールリーグ

パニーニフットボールリーグを君はもう体験したか？

カードのレアリティは「レギュラー」「ス
ター」「スター＋」「スーパー」の4段階。
第1弾は全部で191種だが、第2弾で
さらに新規選手146種が追加される。

300種以上の選手カード

ドラッグ＆ドロップで選手を自在に動か
せるので、緻密なフォーメーションが設
定可能。選手の組み合わせ次第で強力
なコンボも発生する。

自由自在のフォーメーション設定

緻密なシミュレーションエンジンでリアル
なサッカーの動きを忠実に再現。ランニ
ング、パス、シュートといったプレーすべて
に、実際の選手データが反映されている。

息を飲むリアルな試合展開

PFLの遊び方
遊び方は簡単4ステップ！
会員登録を済ませればレンタルカードがも
らえるので、11枚カードをそろえていなくて
もすぐにプレー可能だ

STEP

1
まずはPC、スマホから
無料会員登録！

STEP

2
玩具店やコンビニで
カードを購入！

STEP

3
自分だけの
チームを作ろう！

STEP

4
日本全国の
ライバルたちと対戦しよう！

カウンター、ポゼッションのどちらにも対応でき、どんな形からでも点が取れる。
苦しい時もチームを引っ張ることができる精神的な強さも身につけた

単純なロングボールの放り込みですら立派な戦術に変えてしまう、
ゴール前での競り合いの強さと抜群の決定力は規格外

GK大国ドイツのナンバー1。大型ながら俊敏性があり、
至近距離のシュートに強い。危機察知能力も高く、非常に安定感がある
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