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「ベビタピちゃん」限定プライズとカプセルトイ、８月 7 日（土）
モーリーファンタジー・PALO・MOLLY.ONLINE に登場

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、「ベビタピ
ちゃん」のプライズゲーム用景品を、当社が運営する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」限定で８月 7 日（土）より順次展開いたします。また同日から、「ベビタピちゃん」の限
定カプセルトイを「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
展開します。
◆詳細はこちら：https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/prize/
■ 新作４アイテム含む「ベビタピちゃん」の当社限定プライズ５アイテムを展開
今回のラインナップには「ベピタピちゃん BIG ぬいぐるみ～ハート ver.～」、「ベピタピちゃん ぬいぐるみがまぐち～ハート
ver.」、「ベピタピちゃん バニティバッグ」など新アイテムが仲間入り。2021 年２月に当社限定で展開し人気を博した
「ベピタピちゃん サークルポーチ」に加え、モーリーオンライン限定「ベピタピちゃん ラウンドクッション」も登場し、５アイ
テム 21 種類を展開します。
「ベビタピ」モーリーファンタジー・PALO 限定プライズゲーム用景品 概要
景
品
： ベピタピちゃん BIGぬいぐるみ～ハートver. 全５種
ベピタピちゃん ぬいぐるみがまぐち～ハートver. 全５種
ベピタピちゃん バニティバッグ 全５種
ベピタピちゃん サークルポーチ 全５種
ベピタピちゃん ラウンドクッション 全１種（モーリーオンライン限定）
展 開 期 間 ： 2021年８月7日（土） ～ 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

「ベビタピちゃん」モーリーファンタジー・PALO 限定プライズゲーム用景品

ベピタピちゃん BIGぬいぐるみ～ハートver. 全５種
ベビタピちゃんの高さ約30cmのビッグサイズなぬいぐるみ。

ベピタピちゃん ぬいぐるみがまぐち～ハートver. 全５種
ベビタピちゃんのポシェットみたいに使えるがまぐち。ぬいぐるみ高さ約14cm。

ベピタピちゃん バニティバッグ 全５種

ベピタピちゃん サークルポーチ 全５種

ベビタちゃんロゴが入った幅約20cm×高さ約15cmのバニティバッグ。

ベビタピちゃんロゴロゴが入ったまんまるポーチ。直径約10cm。
※2021年２月に展開し好評だったアイテムの再販です。

MOLLY.ONLINE限 定
ベピタピちゃん ラウンドクッション 全１種
ベビタピちゃんロゴが入ったふんわりクッション。
直径約40cm。

■ 「ベビタピちゃん」デザインの限定カプセルトイを展開
さらに、「モーリーファンタジー」「PALO」と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カプセルトイマシン「かぷえぼ」で、「ベビタピちゃん」の限定カプセルトイ「べピタピちゃん アクリルキ
ーホルダー」など３アイテムを展開します。それぞれポップなデザインと５色のカラー展開がかわいいアイテムです。
「ベビタピちゃん」モーリーファンタジー・PALO・TOYS SPOT PALO 限定カプセルトイ 概要
景
品
： べピタピちゃん ミニタオル 全５種
べピタピちゃん アクリルキーホルダー 全５種
べピタピちゃん メタルチャーム 全５種
展 開 期 間 ： 2021年８月7日（土） ～ 無くなり次第終了
店

舗

： モーリーファンタジー、ＰＡＬＯ、TOYS SPOT PALO

価

格

： １回555円（税込）

「ベビタピちゃん」モーリーファンタジー・PALO 限定カプセルトイ

べピタピちゃん アクリルキーホルダー 全５種

べピタピちゃん メタルチャーム 全５種

ベビタピちゃんの全身イラストがかわいいアクリルキーホルダー。

ベビタピちゃんのロゴがかわいいメタルチャーム。

チャーム部分縦約6.5cm×横約5.5cm。

チャーム部分縦約4cm×横約3.5cm。

べピタピちゃん ミニタオル 全５種
ベビタピちゃんのラウンド型がかわいいミニタオル。
直径約15cm。
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■

「等身大ベビタピちゃん＋直筆サイン色紙」が当たる Twitter フォロー&リツイートキャンペーンを開催

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「等身大ベビタピちゃん
（60cm）+『ベビタピの愉快な仲間たち』直筆サイン色紙」が当たる
Twitter キャンペーンを開催します。
詳細はモーリーファンタジー公式 Twitter をご確認ください。

約

60cm！

応募期間：
2021 年８月４日(水)17 時 30 分～８月 15 日(日)23 時 59 分
モーリーファンタジー公式 Twitter：
https://twitter.com/mollyfantasy_of
■

「＃べビタピファンタジー」で「等身大ベビタピちゃん キラキラ ver.」「ベビタピちゃん BIG ぬいぐるみ キラキラ ver.」
が当たるハッシュタグャンペーンを開催

Twitter でハッシュタグ「＃べビタピファンタジー」をつけてツイートしていただいた方の
中から抽選で１名さまに「等身大ベビタピちゃん（60cm）+『ベビタピの愉快な仲間たち』
直筆サイン色紙」を、５名さまに「ベビタピちゃん BIG ぬいぐるみ キラキラ ver. +『ベビ
タピの愉快な仲間たち』直筆サイン色紙」をプレゼントします。
当選者さまは 8 月 16 日(月)18 時からの YouTube チャンネル『ベビタピの愉快
な仲間たち』にて生放送で発表予定！
応募期間：
2021 年８月４日(水)17 時 30 分～８月 15 日(日)23 時 59 分
ベビタピの愉快な仲間たち：
https://www.youtube.com/channel/UCVIv1mWgF8xBXC_LuW125aw

 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。
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●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・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・展開店舗やキャンペーン内容・期間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/

以上
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