
 

                         

 

NEWS RELEASE  

2020年 9月 25日 

報道関係 各位 

株式会社イオンファンタジー 

 

ヤバイTシャツ屋さんコラボキャンペーンをモーリーファンタジー・PALOで開催！ 

ヤバイTシャツ屋さん限定プライズ・カプセルトイを 10月2日（金）より順次開始、 

限定プライズの登場を記念して書き下ろされた「げんきもりもり！モーリーファンタジー」のMV公開と先行配信もスタート！ 

 
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、男女ツ

インボーカル 3 ピースバンド「ヤバイ T シャツ屋さん」とコラボレーションし、当社が運営する全国のアミューズメント施設

「モーリーファンタジー」「ＰＡＬＯ」、オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」、カプセルトイ専門店「TOYS SPOT PALO」

(トイズスポットパロ)限定で、プライズゲーム用景品とカプセルトイを 10月 2日（金）より順次展開いたします。また、

モーリーオンライン限定デザインのぬいぐるみは 9月 25日(金)0時よりモーリーオンラインにて先行展開いたします。 

限定プライズの登場を記念して、ヤバイ Tシャツ屋さんが特別に書き下ろした楽曲「げんきもりもり！モーリーファンタジー」

のミュージックビデオをヤバイ T シャツ屋さん公式 YouTube チャンネルにて 9月 25日（金）より公開いたします。

また、ヤバイ T シャツ屋さんモーリーファンタジー限定映像の放映や、ヤバイ T シャツ屋さん直筆サイン入りポスターと

９月 30 日に発売されるヤバイ T シャツ屋さんの 4th FULL ALBUM「You need the Tank-top」仕様の

大きなタンクトップくんのぬいぐるみが当たる Twitter プレゼントキャンペーンを開始いたします。 

 

■ 「ヤバイ Tシャツ屋さん」限定プライズゲーム用景品概要 

展開期間：2020 年 10 月 2 日（金） ～ 無くなり次第終了  

店   舗：モーリーファンタジー、ＰＡＬＯ、オンラインクレーンゲーム モーリーオンライン 

景   品： 

・ヤバイ T シャツ屋さん 激カワぬいぐるみ いつもの衣装 ver.（全４種） 

・ヤバイ T シャツ屋さん 激カワぬいぐるみ スペインのひみつ ver.（全４種） 

・ヤバイ T シャツ屋さん タンクトップくん想像以上にBIGサイズぬいぐるみ＆当たり障りのないデザインのクッション（全２種） 

・ヤバイ T シャツ屋さん げんきいっぱいラバーマスコット（全 4種） 

・ヤバイ T シャツ屋さん アーティストとコラボしたときに作られがちなアクリルキーホルダー（全 5種）  
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ヤバイ T シャツ屋さん 激カワぬいぐるみ いつもの衣装 ver. 全４種 
 

   
 

    
こやまたくや しばたありぼぼ  もりもりもと            タンクトップくん 

  

ヤバイ T シャツ屋さん 激カワぬいぐるみ スペインのひみつ ver. 全４種 
 

 
 

 
こやまたくや しばたありぼぼ もりもりもと  タンクトップくん 

 

オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」限定デザインです。 

9 月 25 日(金)0時～ モーリーオンラインにて先行展開いたします。 
 

ヤバイ T シャツ屋さん タンクトップくん想像以上に BIG サイズぬいぐるみ 

＆当たり障りのないデザインのクッション 全２種 
 

   
 

 
  



 

 
株式会社イオンファンタジー広報･ＩＲ室 〒261-0023 千葉市美浜区中瀬 1-6 

TEL 043-212-6188  FAX 043-212-6840  URL https://www.fantasy.co.jp 

 

ヤバイ T シャツ屋さん げんきいっぱいラバーマスコット 全４種 
 

   
 

 
こやまたくや しばたありぼぼ もりもりもと タンクトップくん 

 

 

ヤバイ T シャツ屋さん アーティストとコラボしたときに作られがちなアクリルキーホルダー 全 5 種 
 

   
 

 
 こやまたくや しばたありぼぼ もりもりもと タンクトップくん しゅうごう 

 

 

■ 「ヤバイ T シャツ屋さん」限定カプセルトイ概要 

展開期間：2020年 10月 2日（金） ～ 無くなり次第終了 

店 舗：モーリーファンタジー、ＰＡＬＯ、カプセルトイ専門店「TOYS SPOT PALO」(トイズスポットパロ) 

景 品：ヤバイ T シャツ屋さん いつ使うねんハンドタオル（全 7種） 

ヤバイ T シャツ屋さん いつ使うねんハンドタオル 全 7 種 

 

 

「うなぎのぼり」など、ヤバイ T シャツ屋さん

歴代シングルジャケットデザイン柄６種と 

シークレット１種の全 7種展開。 

価格：500 円 
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■モーリーファンタジー限定プライズ登場記念ソング「げんきもりもり！モーリーファンタジー」を制作 

限定プライズの登場を記念して、ヤバイ T シャツ屋

さんギター＆ボーカル・こやまたくやさんが書き下ろした

楽曲「げんきもりもり！モーリーファンタジー」のミュージック

ビデオをヤバイ Tシャツ屋さん公式YouTubeチャンネル

にて 9 月 25 日（金）より公開しております。同楽

曲は 9月 30日（水）発売のヤバイ T シャツ屋さん

4th FULL ALBUM「You need the Tank-top」

にも収録されております。 

ヤバイ T シャツ屋さん公式 YouTube チャンネル： 

https://www.youtube.com/channel/UCruEMULfkFj0ApAWM4G7Qcg 

ヤバイ T シャツ屋さん 「げんきもりもり！モーリーファンタジー」 Music Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=SG9LANYl1Tg 

 

【こやまたくやさんコメント】 

森がいっぱいで環境に良さそうな MV が出来ました。 

最後には子どもたちに伝えたいメッセージも出て来ますのでぜひご確認ください。 

曲、MV の感想等は #森森森森森森森森森森森森森森森森 というヤバめのハッシュタグをつけて投稿して頂けると、

環境に良さそうなタイムラインになると思うのでよろしくお願い致します 

 

■モーリーファンタジー・PALO でしか見られないヤバイ T シャツ屋さん限定映像を放映 

ヤバイ T シャツ屋さん限定プライズゲーム用景品が展開されるモーリーファンタジー・PALO では、期間中、店内

サイネージにてここでしか見られないヤバイ T シャツ屋さん限定動画が放映されます。 

 

ヤバイ T シャツ屋さん限定映像 放映期間：  

2020年 9月 25日（金）～10月 11日（日） 

※ヤバイ T シャツ屋さんプライズゲーム用景品展開対象の店舗のみ、放映されます。 

 

 ■ヤバイ T シャツ屋さん直筆サイン入りポスターと新アルバム仕様の大きなタンクトップくんのぬいぐるみが当たる

Twitter キャンペーン 

 モーリーファンタジー公式 Twitter をフォローし、指定ツイートをリツイートしていただいた

方の中から抽選で 10名さまにヤバイ T シャツ屋さん直筆サイン入りポスターとヤバイ T

シャツ屋さんの 4th FULL ALBUM「You need the Tank-top」仕様の大きなタンク

トップくんのぬいぐるみをプレゼントいたします。詳細は公式 Twitter をご確認ください。 

 

モーリーファンタジー公式 Twitter： 

https://twitter.com/mollyfantasy_of 

応募期間：2020年 9月 25日（金）～ 10月 5日（月） 

  大きなタンクトップくんのぬいぐるみ 

https://www.youtube.com/channel/UCruEMULfkFj0ApAWM4G7Qcg
https://www.youtube.com/watch?v=SG9LANYl1Tg
https://twitter.com/mollyfantasy_of
https://twitter.com/mollyfantasy_of
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■ヤバイ T シャツ屋さん 

大阪を拠点に活動する 3 ピースバンド。 

こやまたくや（Gt.Vo.） 

しばたありぼぼ（Ba.Vo.） 

もりもりもと（Dr.Cho.） 

そこまでヤバくないです。 

男女ツインボーカル 3 ピースバンド”ヤバイ T シャツ屋さん

（通称：ヤバ T）” 

現在世間で大注目され、レコ発ツアーは全公演 SOLD 

OUT！ 

また、デビュー2年で全国各地のフェスのメインステージに抜擢され、数万人規模のステージでオーディエンスを盛り

上げまくっている。 

 

●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。  

※一部、本景品の取り扱いが無い店舗がございます。 

※展開日や展開店舗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、詳しくはお近くの店舗へ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） 

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


