
 

                         

 

NEWS RELEASE  

2021年９月 15日 

報道関係 各位 

株式会社イオンファンタジー 

 

48-フォーエイト メンバーカラーのぬいぐるみやポーチなど限定グッズ 

初のプライズ&カプセルトイ＆オンラインスクラッチで登場 

 

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 YouTube
チャンネルユニット Team48（フォーエイト）のプライズゲーム用景品とカプセルトイを、当社が運営するアミューズメ
ント施設「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）」限定で
９月 17日（金）より順次展開いたします。また、オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」ではモーリーオンライン
限定プライズの先行展開と、スクラッチを購入すると「当選者限定ボイス入り目覚まし時計」など７種類 30 アイテム
の限定グッズが当たるオンラインスクラッチを開催します。 
◆詳細はこちら：https://www.fantasy.co.jp/molly-fantasy/prize/#48 
 
■ Twitter、ガチャで限定グッズが当たる２つのキャンペーンを開催 
限定プライズの展開を記念し、モーリーファンタジー公式 Twitter ではプライズの限定デザイン版「48-フォーエイト 
ぬいぐるみ こたつバースデーソング Ver.」が当たる Twitter キャンペーンも開催します。また、対象の限定カプセル
トイを購入すると「48-フォーエイト オリジナルラウンドタオル」が当たる抽選チケットがもらえるキャンペーンを開催しま
す。
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「48-フォーエイト」モーリーファンタジー・PALO 限定プライズゲーム用景品 

 
48-フォーエイト ロングクッション 全３種 

48-フォーエイトメンバーがプリントされたロングクッション。パープルはモーリーオンライン限定で９月 15日（水）19時から先

行展開。縦約 40㎝×横約 80㎝×厚さ約 10㎝。 

 

 
48-フォーエイト ぬいぐるみ 全８種 

48-フォーエイトメンバーがデフォルメされたぬいぐるみ。高さ

約18cm。 

 

 
48-フォーエイト アップリケポーチ 全８種 

48-フォーエイトメンバーがデフォルメされたイラストとメンバ

ーをイメージしたカラーのポーチ。 

ポーチの大きさ縦約15cm×横約13cm。 

 

 

 

48-フォーエイト ぬいぐるみクリップ 全８種 

48-フォーエイトメンバーがデフォルメされたぬいぐるみ。手がクリ

ップになっていてバッグにつけたり、メンバー同士くっつけたりでき

る。高さ約12cm。 
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48-フォーエイト ボイスマスコット 全８種 

48-フォーエイトメンバーがデフォルメされたマスコット。 

押すと48メンバーのそれぞれ違うボイスが聞ける。高さ約10cm。 

 

 

「48-フォーエイト」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 ： ロングクッション、ぬいぐるみ、アップリケポーチ、ぬいぐるみクリップ、ボイスマスコット 

全５アイテム35種 

展 開 期 間 ： 2021年９月17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 

 

「48-フォーエイト」モーリーファンタジー・PALO 限定カプセルトイ 
 

 

 
48-フォーエイト つながるチャーム～デフォルメver.～ 全８種 

48-フォーエイトメンバーがデフォルメされたイラストのチャーム。チ

ャーム同士連結できる。 

 

 

 
48-フォーエイト つながるチャーム～フォトver.～ 全８種 

48-フォーエイトメンバーのフォトが入ったチャーム。チャーム同士

連結できる。 
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「48-フォーエイト」モーリーファンタジー・PALO 限定カプセルトイ用景品 概要 

景 品 ： つながるチャーム ～デフォルメver.～、つながるチャーム ～フォトver.～ 

全２アイテム 16種 

価 格 ： １回555円(税込) 

展 開 期 間 ： 2021年９月17日（金） ～ 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） 

 

■ オリジナルアイテムが当たる新サービス『モーリーオンラインスクラッチ』10 月６日（水）正午スタート予定！ 

１回 660円（税込）で、限定グッズが当たるオンラインスクラッチをサービス開始予定です。 

参加方法：モーリーオンラインスクラッチでオンラインスクラッチを購入して、画面上でスクラッチを削って出た等賞が当

たります。商品は後日お客さまの自宅へ配送します（別途送料がかかります）。 

今回の「48-フォーエイト」モーリーオンラインスクラッチでは、全７等賞 30 アイテムのオリジナル商品が当たります。 

※「48-フォーエイト」モーリーオンラインスクラッチの商品の発送は 12月下旬～1月上旬の予定です。 

 

「48-フォーエイト」モーリーオンラインスクラッチ 商品 

 

 
 

A賞 当選者限定ボイス入り目覚まし時計 全1種 

 

 
 

B賞 録り下ろしボイス入り目覚まし時計 全1種 

 
C賞 レプリカサイン入り 

メンバーサインアクリルボード 全1種 

 
 

D賞 レプリカサイン入りTシャツ 全1種 

 

 
 

E賞 レプリカメッセージ色紙 全8種 

 

 
 

F賞 A4クリアファイル 全8種 

 

 
 

G賞 57mm缶バッジ 全10種 
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「48-フォーエイト」モーリーオンラインスクラッチ 概要 

商 品 ： 当選者限定ボイス入り目覚まし時計、録り下ろしボイス入り目覚まし時計、レプリカサイン

入りメンバーサインアクリルボード、レプリカサイン入りTシャツ、レプリカメッセージ色紙、A4クリア

ファイル、57mm缶バッジ 

全７等賞 30アイテム 

展 開 期 間 ： 2021年10月６日（水）12時 ～ 11月５日（金）０時 

開 催 場 所 ： モーリーオンラインスクラッチ（https://www.scratch.molly.online/） 

※上記URLについては現在準備中です。公開日が決定次第、イオンファンタジー公式

WEBサイト（https://www.fantasy.co.jp/）にてお知らせいたします。 

価 格 ： １回 660円(税込) 

送 料 ： 10個につき一律550円(税込) 

支 払 方 法 ： クレジットカードまたはキャリア決済、メルペイ 

 

■ 「48-フォーエイト ぬいぐるみ こたつバースデーソング ver.」が当たるTwitterキャンペーンを開催 

モーリーファンタジー公式 Twitter（@mollyfantasy_of）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

「48-フォーエイト ぬいぐるみ こたつバースデーソング ver.」とメンバーの直筆サイ

ンが当たる 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。 

 

応募期間： 

2021年９月15日（水）18時30分 ～ ９月26日（日）23時59分 

 

・モーリーファンタジー公式 Twitter： 

https://twitter.com/mollyfantasy_of 

 

■ 「48-フォーエイト オリジナルラウンドタオル」が当たるカプセルトイ購入キャンペーンを開催 

「48-フォーエイト つながるチャーム～デフォルメ ver.～」「48-フォーエイ

ト つながるチャーム～フォト ver.～」を購入すると、カプセルトイに同梱の

応募券から、直径 145㎝と大判サイズの「48-フォーエイト オリジナルラウ

ンドタオル」が各賞５名さま合計 10名さまに当たるキャンペーンに応募でき

ます。詳しくは応募券をご確認ください。 

 

A賞：48-フォーエイト オリジナルラウンドタオル デフォルメ ver. 

※「48-フォーエイト つながるチャーム～デフォルメ ver.～」購入で応募できる 

B賞：48-フォーエイト オリジナルラウンドタオル フォト ver. 

※「48-フォーエイト つながるチャーム～フォト ver.～」購入で応募できる 

 

応募期間： 

2021年９月 17日（金） ～ 10月 11日（月） 

 

  

https://www.scratch.molly.online/
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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、本景品の取り扱いが無い店舗がございます。 

※プライズ・キャンペーンの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/ 


