
 
 

   

 

NEWS RELEASE  

2020 年 12 月 23 日 

報道関係 各位 

株式会社イオンファンタジー 

 

「WEB マンガ総選挙 2020」トップ３に輝いた作品がプライズになって登場 

「デイズ・オン・フェス」等３作品限定グッズ 

12月 24日（木）10時MOLLY.ONLINEで先行展開決定 

12 月 24 日（木）より原作者サイン入りグッズが当たる Twitter キャンペーン開始 

 

 
 

株式会社イオンファンタジー（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：藤原信幸、以下、当社）は、ピクシブ

株式会社（本社：東京都渋谷区）と日本出版販売株式会社（本社：東京都千代田区）が協同開催した

Web マンガ No.1 を決める大型投票イベント「WEB マンガ総選挙 2020」で第１位から第３位に輝いた３作品

「デイズ・オン・フェス」、「乙ゲーにトリップした俺♂」、「30 歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい」の限定プライズゲ

ーム用景品を、当社が運営するオンラインクレーンゲーム「MOLLY.ONLINE（モーリーオンライン）」で 12 月 24

日（木）10 時より先行展開します。 

また、モーリーオンライン公式 Twitter では、３作品の原作者サイン入りグッズが当たるキャンペーンを 12 月 24 日

（木）より開始します。 

◇オンラインクレーンゲーム「MOLLY.ONLINE（モーリーオンライン）」：https://www.molly.online/ 

 

■pixiv コミック「WEBマンガ総選挙 2020」１位～３位作品の限定グッズをMOLLY.ONLINEで先行展開 

「今もっとも Web で愛されているマンガ」をユーザー投票によって決定する、年に一度の Web マンガ応援イベント

「WEB マンガ総選挙 2020」で第１位から第３位にランクインした「デイズ・オン・フェス（岡叶）」、「乙ゲーにトリップし

た俺♂（花乃軍）」、「30 歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい（豊田悠）」の９アイテム合計 23 種類のグッズを

当社限定で展開します。 

オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」では本日 12 月 24 日（木）10 時より、限定グッズの先行展開を開始

します。 

 また、アミューズメント施設「モーリーファンタジー」、「ＰＡＬＯ」の対象店舗で 2021 年３月頃より限定グッズの

展開を予定しております。 
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【「WEBマンガ総選挙 2020」３作品 プライズゲーム用景品 概要】 

 

景 品 ： ・「デイズ・オン・フェス」ラバーリストバンド ２種類 

・「デイズ・オン・フェス」ラバーストラップ ４種類 

・「デイズ・オン・フェス」サコッシュ ２種類 

・「乙ゲーにトリップした俺♂」アクリルスタンド ４種類 

・「乙ゲーにトリップした俺♂」缶バッジ ２種類  

・「乙ゲーにトリップした俺♂」クッション ３種類 

・「30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい」キーケース＆コインケース ２種類 

・「30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい」クッション ２種類 

・「30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい」タペストリー ２種類 

展開期間・店舗： オンラインクレーンゲーム モーリーオンライン … 2020年12月24日(木)10時より 

モーリーファンタジー、ＰＡＬＯ… 対象店舗で2021年３月頃展開予定 

※無くなり次第終了 

 

 

モーリーオンライン・モーリーファンタジー・PALO 限定 

「WEB マンガ総選挙 2020」3 作品プライズゲーム用景品 

 

 

 

 

 
 

「デイズ・オン・フェス」 

ラバーリストバンド ２種類 

 

 
 

「デイズ・オン・フェス」 

ラバーストラップ ４種類 

 

 

 

 

 
「デイズ・オン・フェス」 

サコッシュ ２種類 

 

 

FRONT BACK 

FRONT BACK 
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「乙ゲーにトリップした俺♂」 

缶バッジ ２種類 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

「乙ゲーにトリップした俺♂」 

アクリルスタンド ４種類 

 

 
「30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい」 

タペストリー ２種類 

 

 

 

「30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい」 

クッション ２種類 

 

 

 

 

「30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい」 

キーケース＆コインケース ２種類  

「乙ゲーにトリップした俺♂」 

クッション ３種類 
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■ 「デイズ・オン・フェス」、「乙ゲーにトリップした俺♂」、「30 歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい」 

原作者サイン入りグッズが当たる Twitter キャンペーンを開催 

モーリーオンライン公式 Twitter では、「デイズ・オン・フェス」、「乙ゲーにトリップした俺♂」、「30 歳まで童貞

だと魔法使いになれるらしい」３作品の原作者のサイン入りグッズが計３名さまに当たる Twitter キャンペーンを

開催します。詳細はモーリーオンライン公式 Twitter をご覧ください。 

 

応募期間： 

2020 年 12 月 24 日(木)10:00 ～ 2020 年 12 月 31 日(木)23：59 

 

モーリーオンライン公式 Twitter ： 

https://twitter.com/MOLLYONLINE_of 

 

■「WEB マンガ総選挙 2020」第１位～第３位作品 

 

 
©Kanato Oka 2019 

第１位 

「デイズ・オン・フェス」 

作者：岡叶 

 
©Ikusa Kano 

第２位 

「乙ゲーにトリップした俺♂」 

作者：花乃軍 

 
©Yuu Toyota/SQUARE ENIX 

第３位 

「30 歳まで童貞だと魔法使いに

なれるらしい」 

作者：豊田悠 

 

 「WEBマンガ総選挙 2020」概要 

インターネットが普及しておよそ 20 年。 

プロからアマチュアまで、多数の創作者たちの作品発表の場所として広く使われるよ

うになりました。 

マンガも例外ではなく、数ある人気作品が Web から生まれ、たくさんのファンに愛さ

れています。 

本企画ではその多種多様な「Web マンガ」のナンバーワンを決定します。 

 

「WEB マンガ総選挙」特設サイト： 

https://webmanga-sousenkyo.com/ 
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 pixiv コミックとは 

pixiv 発のマンガをはじめ、今話題のマンガ 5,000 作品以上が無料で読めるサービスです。pixiv に投稿されてい

るオススメ作品の紹介や、アニメ化された作品、最新の話題作など、人気のマンガを無料でお楽しみいただけます。

各出版社のマンガはもちろん、pixiv と出版社が協同で提供する、ここでしか読めないオリジナル作品も多数掲載

中です。2020 年 6 月 6 日に 8 周年を迎えました。 

 

pixiv コミック: 

https://comic.pixiv.net/ 

 

●オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」とは 

                 スマートフォンやパソコンからインターネットを使ってモーリーファンタジーのクレーンゲーム

が 24 時間いつでもどこからでも楽しめるサービスです。 

モーリーファンタジー・PALO でしか手に入らないオリジナル景品も多数ラインナップして

います。獲得した景品は送料無料でお客さまへ直接お届けいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

公式サイト：https://www.molly.online/ 

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/online-crane-game-molly-online/id1339554243  

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.fantasy.mollyonline 

 

※画像はイメージです。  

※展開日や展開内容は予告無く変更させていただくことがございます。 

※景品は数に限りがございます。在庫数等、詳しくはモーリーオンラインのお問い合わせフォームまたは店頭でお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

以上 

【報道関係連絡先】 

広報・IR 室 ： 圓藤 （エンドウ）、山本、飯沼 

TEL ： 043-212-6188  公式 HP ：https://www.fantasy.co.jp/ 


