
 

 

 

 

NEWS RELEASE  

2021 年６月 17 日 

報道関係 各位 

株式会社イオンファンタジー 

 
ヤバ T とモーリーファンタジーが再び“癒着” 

ヤバイ T シャツ屋さんコラボキャンペーン第二弾開催！ 
限定プライズ・カプセルトイ 6 月 25 日（金）より順次展開 

「タンクトップくんファミリー超 BIG ぬいぐるみ３匹セット」 

「モーリーファンタジーの妖精ぬいぐるみ」が当たる Twitter キャンペーンも開始！ 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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：藤原徳也、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」とのコラボレーション第二弾として、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 6 月 25

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プライズは 6 月 18 日(金)０時から

モーリーオンラインにて先行展開します。 

限定プライズの登場を記念して、6 月 17 日（木）より、ヤバ T メンバーのサイン入り色紙と「タンクトップくんフ

ァミリー超 BIG ぬいぐるみ３匹セット」が当たる Twitter プレゼントキャンペーンと、6 月 25 日（金）より、「モー

リーファンタジーの妖精ぬいぐるみ」が当たる店頭ハッシュタグキャンペーン「モーリーファンタジーの妖精の写真を撮っ

て Twitter に投稿しよう！」も開催します。 
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■“癒着”第二弾限定プライズはタンクトップちゃん想像以上に BIG サイズぬいぐるみ等８アイテムを展開 

今回のコラボ第二弾限定プライズは、とにかくとってもかわいい

「ヤバイ T シャツ屋さん とってもかわいいぬいぐるみ ライブ ver.」

や、「ヤバイ T シャツ屋さん」のキャラクター「タンクトップくん」にいろ

いろ詰め込める「ヤバイ T シャツ屋さん タンクトップくん一緒におで

かけポシェット」をはじめとする 8 アイテム 19 種類のラインナップで

す。第一弾で「タンクトップくん」バージョンが大好評だった「ヤバイ

T シャツ屋さん タンクトップちゃん想像以上に BIG サイズぬいぐる

み」も展開します。 

オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」限定の「ヤバイ T

シャツ屋さん 激カワぬいぐるみ おやすみ ver.」、「ヤバイ T シャツ

屋さん タンクトップくんがヤバ T メンバーの地元の名産物を持って

いるラバーマスコット」は、先行して６月 18 日（金）０時から

展開いたします。 

 

「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：2021 年6 月18 日（金）～ モーリーオンラインにて一部限定景品先行展開～無くなり次第終了 

2021 年6 月25 日（金）～ モーリーファンタジー・PALO にて展開～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 とってもかわいいぬいぐるみ ライブ ver.（全 4 種） 

・ヤバイ T シャツ屋さん とってもかわいいぬいぐるみ おやすみ ver.（全 4 種） 

・ヤバイ T シャツ屋さん リボンぐるぐるラバーマスコット（全 4 種） 

・ヤバイTシャツ屋さん タンクトップくんがヤバTメンバーの地元の名産物を持っているラバーマスコット（全3種） 

・ヤバイ T シャツ屋さん タンクトップくん一緒におでかけポシェット（全 1 種） 

・ヤバイ T シャツ屋さん タンクトップちゃん想像以上に BIG サイズぬいぐるみ（全 1 種） 

・ヤバイ T シャツ屋さん とってもかわいいデザインのクッション（全 1 種） 

・ヤバイ T シャツ屋さん タンクトップファミリーのんびりクッション（全 1 種） 

 

ヤバイ T シャツ屋さん とってもかわいいぬいぐるみ ライブ 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 シャツ屋さんのとってもかわいいぬいぐるみ。 

いい汗をかいたライブ Ver.のヤバ T メンバーと、SNS にヤバイ T シャツ屋さんの悪口を書き込んでいるタンクトップくんの全４種。 

高さ約 17cm ととってもかわいいサイズ。 
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ヤバイ T シャツ屋さん 激カワぬいぐるみ おやすみ 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 

 

【モーリーオンライン限定／先行展開対象景品】 

ヤバイ T シャツ屋さんのパジャマスタイルが激カワなぬいぐるみ。横幅約 20cm。 

 

 

ヤバイ T シャツ屋さん リボンぐるぐるラバーマスコット 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 4th FULL ALBUM｢You need the Tank-top｣ジャケットと同じく 

リボンでぐるぐるにラッピングされたタンクトップくん＋ヤバ T メンバーのマスコット。マスコット部分高さ約６cm。 

 

 

ヤバイ T シャツ屋さん タンクトップくんがヤバ T メンバーの地元の名産物を持っているラバーマスコット 全３種 

 

   

 

 

 

 

 

 

タンクトップくん（お茶） タンクトップくん（ハニワ） タンクトップくん（うなぎ） 

 

【モーリーオンライン限定／先行展開対象景品】 

タンクトップくんがヤバ T メンバーの地元の名産物のお茶（京都府宇治市）、 

ハニワ（大阪府高槻市）、うなぎ（静岡県浜松市）を持っているラバーマスコット。マスコット部分高さ約６cm。 

 



 
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 タンクトップくん一緒におでかけポシェット 全 1 種 

 

   

 

 

 

タンクトップくんにいろいろ詰め込めるポシェット。

首から下げればいつでもタンクトップくんがそ

ばにいる。ポシェット部分高さ約 16cm。 

 

 

 

ヤバイ T シャツ屋さん タンクトップちゃん想像以上に BIG サイズぬいぐるみ 全１種 

 

   

 

 

 

 

第一弾でタンクトップくんバージョンが 

大好評だった 

タンクトップちゃんの大きなぬいぐるみ。 

高さ約 45cm と想像以上に BIG。 

 

 

 

 

 

ヤバイ T シャツ屋さん 

とってもかわいいデザインのクッション 全 1 種 

 ヤバイ T シャツ屋さん  

タンクトップファミリーのんびりクッション 全 1 種 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヤバイ T シャツ屋さん 4th FULL ALBUM｢You need the 

Tank-top｣のビジュアルがプリントされた 

とってもかわいい約 45cm 角のふんわりクッション。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【モーリーオンライン限定／先行展開対象景品】 

タンクトップファミリーのくつろぎのひとときがプリントされた 

約 45cm 角のふんわりクッション。 

 

【表】 【裏】 【表】 【裏】 

ヤバイ T シャツ屋さん 
とってもかわいいぬいぐるみ 

の 2.5 倍以上の高さ 



 
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 シャツ屋さんの限定カプセルトイ２アイテムが展開 

モーリーファンタジー、PALO、TOYS SPOT PALO では、限定カプセルトイ「ヤバイ T シャツ屋さん 癒着チャー

ム」と「ヤバイ T シャツ屋さん いつ使うねん巾着」の２アイテム（各アイテムシークレット１種含む）を展開します。 

 

「ヤバイ T シャツ屋さん」限定カプセルトイ概要 

展 開 期 間：2021 年 6 月 25 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 癒着チャーム（6 種＋シークレット 1 種 全 7 種） 

ヤバイ T シャツ屋さん いつ使うねん巾着（全 8 種＋シークレット 1 種 全 9 種） 

 

ヤバイ T シャツ屋さん 癒着チャーム 6 種＋シークレット 1 種 全 7 種 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヤバイ T シャツ屋さんとの癒着を記念して作られた、集めてつなげると楽しいチャーム。 

ヤバ T メンバーやタンクトップくんなどのデザイン柄６種とシークレット１種の全 7 種展開。価格：555 円（税込） 

 

ヤバイ T シャツ屋さん いつ使うねん巾着 8 種＋シークレット 1 種 全 9 種 

 

 

 

 

 

 

 

1st フルアルバム 

（初回限定盤） 

2nd フルアルバム 

（初回限定盤） 

3rd フルアルバム 

（初回限定盤） 

4th フルアルバム 

（初回限定盤） 

 

 

 

 

1st フルアルバム 

（通常盤） 

2nd フルアルバム 

（通常盤） 

3rd フルアルバム 

（通常盤） 

4th フルアルバム 

（通常盤） 

シークレット 

約 15×13cm のミニサイズ巾着。ヤバイ T シャツ屋さん歴代アルバムジャケットデザイン柄 8 種とシークレット１種の全 9 種展開。 

価格：555 円（税込） 

？ 

？ 

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 タンクトップちゃん タンクトップ娘 

&タンクトップ息子 

シークレット 
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■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 シャツ屋さんの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：2021 年６月 2５日（金）～７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 シャツ屋さんサイン入り色紙と「タンクトップくんファミリー超 BIG ぬいぐるみ３匹セット」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 3

名さまにヤバイ T シャツ屋さんのサイン入り色紙と「タンクトップくんファミリー超 BIG ぬいぐるみ３匹セット」をプレゼ

ントいたします。「タンクトップくんファミリー超 BIG ぬいぐるみ３匹セット」は、ヤバイ T シャツ屋さんのタンクトップく

んファミリーが約 80cm と約 40cm のビッグサイズになったぬいぐるみセットです。詳細はモーリーファンタジー公式

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：  

2021 年６月 17 日（木）～７月 11 日（日） 

 

■モーリーファンタジーの妖精をさがせ！「モーリーファンタジーの妖精ぬいぐるみ」が当たる 

 「モーリーファンタジーの妖精の写真を撮って Twitter に投稿しよう！」キャンペーン 

モーリーファンタジー・PALO の店舗とモーリーファンタジー公式 Twitter 連動

企画として、「モーリーファンタジーの妖精の写真を撮って Twitter に投稿しよ

う！」キャンペーンを開催します。 

モーリーファンタジー公式 Twitter をフォローし、モーリーファンタジー・PALO の

店内のどこかに隠れている「モーリーファンタジーの妖精」を見つけて Twitter で

「#モーリーファンタジーの妖精」を付けて写真を付けてツイートしてくれた方の中

から、抽選で 10 名さまに「モーリーファンタジーの妖精ぬいぐるみ」をプレゼントし

ます。 

応募期間：2021 年６月 25 日（金）～７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、実施されます。 

※「モーリーファンタジーの妖精」がいる場所以外の箇所の店内撮影はご遠慮ください。 

※お写真を撮影する際には、他のお客さまのお顔などが映り込まないようにご注意ください。 

  

頭からつま先まで 
高さ約 80cm と 40cm 

のビッグサイズ！ 
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■対象景品に 500 円投入すると「ヤバイ T シャツ屋さん オリジナルミニノート」プレゼント！ 

モーリーファンタジー・PALO で「ヤバイ T シャツ屋さん」の対象景品が展開されたプライズゲーム用景品に 500

円投入する毎に、「ヤバイ T シャツ屋さん オリジナルミニノート」をランダムで１冊プレゼントいたします。「ヤバイ T

シャツ屋さん オリジナルミニノート」は、歴代のアルバムジャケットがプリントされたここでしかもらえないオリジナルミニ

ノートです（全 4 種）。 

 

※無くなり次第終了します。 

 

■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。 

メンバー全員、各々の地元の親善／観光大使を務めている。 

 

■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。 
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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 

 

■完全キャッシュレス決済・抗菌施工の「回さない」カプセルトイマシン「かぷえぼ」 

 「かぷえぼ」は、抗菌シート施工されたタッチパネルの操作のみでカプセル 

トイが払い出しされる当社オリジナルの「回さない」カプセルトイマシンです。  

「電子マネー・QR コード決済の完全キャッシュレス」 

「ハンドル非接触、抗菌シート施工のタッチパネル操作だけで OK」 

「モーリーファンタジー・PALO 限定カプセルトイがゲットできる」  

という３つの特長を備え、衛生意識の高まりからますます利用者が増加する 

キャッシュレス決済に対応しており、手元に 100 円玉が無くてもスムーズ 

にカプセルトイをゲットできます。 

 

※画像はイメージです。 

※一部、本景品・カプセルトイ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。 

 

 

【報道関係連絡先】 広報・IR 室 山本、飯沼 

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


