
 

                         

 

NEWS RELEASE  

2021年７月 16日 

報道関係 各位 

株式会社イオンファンタジー 

 

フィッシャーズ×はぴだんぶい 

人気動画クリエイター集団とサンリオのキャラクターユニットの限定コラボアイテムが 

モーリーファンタジー・PALO・MOLLY.ONLINEに登場！ 

第一弾プライズ・カプセルトイが７月22日（木・祝）より順次展開、オンラインで７月16日（金）先行展開 

 

 
 

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、チャ

ンネル登録者数 677万人を超える動画クリエイター集団「フィッシャーズ」と、株式会社サンリオのキャラクターユニ

ット「はぴだんぶい」がコラボしたプライズゲーム用景品とカプセルトイを、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)限定で順次展開します。第一弾のプライズゲーム用景品とカプセルトイは７月 22日

（木・祝）より、第二弾は７月 30日（金）より展開開始します。店舗での展開に先行し、「モーリーオンライン」で

は 7月 16日(金)18時よりオンライン限定グッズの展開を開始します。 

限定プライズ、カプセルトイの登場を記念して、モーリーファンタジー公式 Twitterで「フィッシャーズ×はぴだんぶい 超

BIGおれぐるみ」とフィッシャーズメンバーの直筆サインが当たるプレゼントキャンペーンを開始します。また、「モーリ

ーファンタジー」「ＰＡＬＯ」店頭では対象景品のブースに 500 円投入した方にこのキャンペーンでしかもらえな

い「貼るとこ迷うやつステッカー」をプレゼントするキャンペーンを実施します。 

 

 

 フィッシャーズ×はぴだんぶいコラボの６アイテム 42 種類を展開 

今回の限定プライズでは、フィッシャーズメンバーがポチャッコ、タキシードサム、けろけろけろっぴ、バッドばつ丸、ハンギョド

ン、あひるのペックルをだっこしたぬいぐるみ「おれぐるみ」をはじめ、サンリオキャラクター風にデフォルメされたフィッシャーズメンバ

ーがかわいいデザインのアイテムを展開します。モーリーオンライン限定デザイン含む６アイテム 42種類です。 
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フィッシャーズ×はぴだんぶい 限定プライズゲーム用景品概要 
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・展開期間： 
第 1 弾／2021 年７月 22 日（木・祝）展開開始 ～ 無くなり次第終了 
・おれぐるみ デフォルメ青年 ver. 全６種 
・ギュギュっとロングクッション かわいいの集合体 ver.／夏の思い出 ver. 
・非常に画期的でかわいいレジャーシートだと思う。 フィールドアスレチック ver.／夢の詰め合わせ ver. 
・ラバ♡マス 全 12 種 

第２弾／2021 年７月 30 日（金）展開開始 ～ 無くなり次第終了 
・連打しないで持ち主さんボイスマスコット 全６種 
・はぴだん☆ウォッチ 全６種 

オンライン限定先行展開／「モーリーオンライン」にて 2021年７月 16日（金）18時より展開 ～ 無くなり次第終了 
・おれぐるみ Where is 主人公？:( ver.  全６種 
・ギュギュっとロングクッション 2021 オープニング風クッション ver. 
・非常に画期的でかわいいレジャーシートだと思う。 聖地巡礼的なｗ ver. 

 

フィッシャーズ×はぴだんぶい おれぐるみ デフォルメ青年 ver. 全６種 

 

   

 

 
 

フィッシャーズメンバーがはぴだんぶいのポチャッコ、タキシードサム、けろけろけろっぴ、 

バッドばつ丸、ハンギョドン、あひるのペックルをだっこしたぬいぐるみ。高さ約 17 cm×幅約 12cm。 

 
 

フィッシャーズ×はぴだんぶい おれぐるみ Where is 主人公？:( ver. 全６種 

 

 

 

 
 

フィッシャーズ×はぴだんぶいキービジュアルデザインの衣装に身を包んだフィッシャーズメンバーの 

モーリーオンライン限定ぬいぐるみ。高さ約 17 cm×幅約 12cm。 
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フィッシャーズ×はぴだんぶい 非常に画期的でかわいいレジャーシートだと思う。 全３種 

 

   
 

 
 

 

フィッシャーズ×はぴだんぶい ギュギュっとロングクッション 全３種 

 

   

 

 

フィッシャーズメンバーとはぴだんぶいのキャラクターたちが集合した限定デザインがプリントされたふわふわロングクッション。 

「2021 オープニング風クッション」はモーリーオンライン限定。サイズ約 30cm×80cm。 

 

 

フィッシャーズ×はぴだんぶいの限

定デザインプリントがかわいいレジャ

ーシート。 

ポーチのように折りたたんで持ち運

べる。約 70cm×100cm。 
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フィッシャーズ×はぴだんぶい ラバ♡マス 全 12 種 

 

   

 

 
 

 
 

フィッシャーズ×はぴだんぶい 連打しないで持ち主さんボイスマスコット 全６種 

 

   

 

 
 

フィッシャーズメンバーのボイスが収録されたボイスマスコット。高さ約 14cm の手のひらサイズ。 

 
 

フィッシャーズ×はぴだんぶい はぴだん☆ウォッチ 全６種 

 

   

 

 
 

フィッシャーズメンバーとはぴだんぶいのキャラクターが文字盤にプリントされたポップなデザインの腕時計。 

ケースサイズ幅約 80cm×高さ約 10.5cm×奥行約 80cm。 

 

フィッシャーズとはぴだんぶ

いのコーディネートがリンク

した限定デザインのラバー

マスコット。マスコット部分

の高さ約６cm。 
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 カプセルトイ「フィッシャーズ×はぴだんぶい 君のお手元ハンドタオル」を完全キャッシュレスガチャ限定で展開 

「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)では、完全

キャッシュレスの当社オリジナルカプセルトイマシン「かぷえぼ」で「フィッシャーズ×はぴだんぶい 君のお手元ハンドタオ

ル」を展開します。 

 

フィッシャーズ×はぴだんぶい 限定カプセルトイ概要 

展開期間：2021年７月 22日（木・祝） ～ 無くなり次第終了 

店舗：モーリーファンタジー、ＰＡＬＯ、TOYS SPOT PALO(トイズスポットパロ) 

景品：フィッシャーズ×はぴだんぶい 君のお手元ハンドタオル（７種＋シークレット 1種 全８種） 

価格：１回 555円（税込） 

フィッシャーズ×はぴだんぶい 君のお手元ハンドタオル ７種＋シークレット 1種 全８種 
 

 

   

 

 

フィッシャーズ×はぴだんぶいキャラクターのミニタオル。シークレット１種含む全８種の柄。サイズ約 15cm×15cm。 

 

 

■ 対象景品に 500 円投入すると「フィッシャーズ×はぴだんぶい 貼るとこ迷うやつステッカー」プレゼント！ 

「フィッシャーズ×はぴだんぶい」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、「フィッ

シャーズ×はぴだんぶい 貼るとこ迷うやつステッカー」を 1 枚プレゼントいたします。「フィッシャーズ×はぴだんぶい 貼

るとこ迷うやつステッカー」は、フィッシャーズメンバーとはぴだんぶいキャラクターがプリントされたここでしかもらえないステ

ッカーです。かわいすぎて貼るところに迷うデザイン６種にシークレット 1種を加えた全７種類です。 

 

※無くなり次第終了  
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■ 「フィッシャーズ×はぴだんぶい 超 BIGおれぐるみ」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６名さまに「フィッシャーズ×はぴだんぶい 

超 BIG おれぐるみ」とフィッシャーズメンバーの直筆サインのセットがランダムで

当たる Twitter キャンペーンを開催します。「フィッシャーズ×はぴだんぶい 

超 BIG おれぐるみ」は、フィッシャーズメンバーが限定デザインのビッグサイズ

ぬいぐるみになった、このキャンペーンでしか手に入らないグッズです。 

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７月 16日（金）17時 30分～ 2021年８月８日（日）23：59 

 

■フィッシャーズ 

メンバーそれぞれの個性が光る思い出系ネットパフォーマ

ンス集団。バラエティ豊かなメンバーが揃った時の掛け合い

が抜群。中学の思い出として動画投稿をスタートしたのが

始まりで、今では多くのファンを持つチャンネルに成長した。

コメディ、チャレンジなどを、とりあえずテーマを決めてカメラを

回し、あとはアドリブで動画を作り上げていくという、ライブ感

と息ピッタリなメンバーの関係性が見所なチャンネル。 

 

■はぴだんぶい 

ポチャッコ、タキシードサム、けろけろけろっぴ、バッドばつ

丸、ハンギョドン、あひるのペックル、個性あふれる 6 にんの

男のコたちが「ハッピーになりたい男子たち、V字回復をねら

う」という意味をこめたユニット「はぴだんぶい」を結成。「大

丈夫！君は君のままで、きっとうまくいく」というメッセージと、

さまざまなチャレンジを通してみんなをちょっとハッピーにする

よ。 
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 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。 

 

●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 

 

© 2021 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.S620698 

※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。 

 

 

 

 

 

以上 

【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/ 


