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ファンモンミュージアム@TOWER RECORDS八王子店 
 

『モン吉 生誕祭』キャンペーン 2/13（木）より開催 
オリジナルグッズ第 2 弾 2/10（月）より数量限定発売 

激レア！新規展示物も！ 

タワーレコード八王子店 店内に開設した「ファンモンミュージアム@TOWER RECORDS 八王子」では、『モン吉生

誕祭』をはじめ、オリジナルグッズ第 2弾の発売、新規展示物の展示が新たに決定しましたので、お知らせいたし

ます。 

 

「ファンモンミュージアム@TOWER RECORDS 八王子」は、6 月までの期間限定開設となります。この機会に是非ご

来店ください。なお、 新情報は、ファンモンミュージアム ニュースやファンモンミュージアム＠タワーレコー

ド八王子店ツイッター（https://twitter.com/TOWER_FMB）にて、お知らせしていきます。 

 

◆ 『モン吉生誕祭』概要 ◆ 

開催期間：2月 13 日（木）～2月 17 日（月） 

内  容：①モン吉さんお誕生日おめでとう メッセージボード設置 

 ご来店いただいたお客様にお祝いのメッセージを書き込んでいただけるよう、メッセージボードを設置します。 

誕生日当日には、皆様からいただいたお祝いメッセージを“ファンモンミュージアム＠タワーレコード八王子店 

ツイッター”（https://twitter.com/TOWER_FMB）にて公開し、ファンの皆様とお祝いを共有し、盛り上げてまい 

ります。 

②モン吉生誕祭キャンペーン 

期間中、タワーレコード八王子店にて、対象商品を\2,000（税込）お買い上げ毎に抽選［レジにてくじ引き］で、

『K8 ファンモン キャンペーン販促ポスター』をはじめ、『タワーレコードギフトカード\1,000 券』、『西東京バ

スクラフト』など豪華特典を差し上げます。 

＜A賞＞K8 ファンモン キャンペーン販促ポスター 5 名 

＜B賞＞タワーレコードギフトカード\1,000 券 15 名 

＜C賞＞西東京バスクラフト 一日先着 40 名 

◆ ファンモンミュージアム・オリジナルグッズ 概要 ◆ 

商品名：「ファンモンミュージアム ボールペン」 

ファンモンミュージアムロゴをクリッププレートにプリ 

ントした耐久性バツグンのとても使いやすいボールペン 

価格：\210（税込） 

発売日：2月 10 日（月） 

油性ボールペン／「クリッププレート」付き 

 

商品名：「ファンモンミュージアム B7 リングメモ」 

仕事やプライベートのちょっとしたメモ書きで使いやすいサイズ 

価格：\630（税込） 

発売日：2月 10 日（月） 

サイズ：91×128mm／枚数：50 枚 

 

商品名：「ファンモンミュージアム プレート(お皿）スタンド付き」 

ファンモンミュージアムロゴを全面にプリントしたスタンド付きのお皿 

価格：\1,575（税込） 

材質：磁器 

サイズ：195mm 

発売日：2月 10 日（月） 

サイズ：直径 195mm／材質：磁器 
＜ご購入時 注意事項＞ 

※各商品、数量限定での販売となります。現状で、再生産の予定はございません。 

※ご購入数の上限はお一人様一アイテムにつき 5 個までとさせていだだきます。予めご了承ください。 

※商品の転売は禁止させていただきます。 
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ファンモンミュージアム ボールペン 

ファンモンミュージアム B7 リングメモ 

ファンモンミュージアムプレート(お皿）スタンド付き 



◆ ファンモンミュージアム 新規展示物 ◆ 

 記念トロフィー 

①八王子観光大使委嘱トロフィー（2010 年） 

②『ベストヒット歌謡祭 2010 ゴールドアーティスト賞』受賞トロフィー 

③『第 25 回 ゴールドディスク賞 THE BEST 5 ALBUMS』受賞トロフィー（2011 年） 

④『第 53 回 レコード大賞 作曲賞』受賞トロフィー（2011 年） 

⑤『第 54 回 日本レコード大賞 優秀アルバム賞』受賞トロフィー（2012 年） 

＜ステージ衣装＞ 

⑥（左から）DJ ケミカル（黒）、ファンキー加藤（グレー）、モン吉（ピンク） ライブ時使用スニーカー 

⑦モン吉 ライブ時着用キャップ 

⑧DJ ケミカル ライブ時使用ヘッドフォン 

⑨Ｋ－８ × FUNKY MONKEY BABYS キャンペーン缶バッジ 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ ファンモンミュージアム 展示物入替 ◆ 

タペストリー＊現在展示中のタペストリー4点と入替えとなります 

・1st ARENA TOUR 笑って歌ってもりあがァリーナ ～行くぞ日本！！～ 

・3rd JAPAN TOUR いちょうの国から 2010～帰郷～ 

・ベストアルバム発売記念ライブ「EXCELLENT」 

・第 1回 FMB オフィシャルファンクラブイベント・プレミアムライブ 登校日だよ！ 

全員集合！！“猿學生祭”in 日本武道館 

 

タンクトップ＊現在展示中の歴代Tシャツと一部入替えとなります 

「WE ARE FUNKY MONKEY BABYS TOUR」「おまえ達との道 FINAL～in 東京ドーム～」DJ ケミカル タンクトップ 

 

バスマスク ※現在展示中のKEIO×FMB京王線 8000 系ヘッドマークと入れ替えとなります 

西東京バス × FUNKY MONKEY BABYS バスマスク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ファンモンミュージアム＠タワーレコード八王子店ツイッター】https://twitter.com/TOWER_FMB 
 

 

＜バスマスク＞ 

西東京バス × FUNKY MONKEY BABYS 

＜タンクトップ＞ 「WE ARE FUNKY MONKEY BABYS TOUR」

「おまえ達との道 FINAL～in 東京ドーム～」 

DJ ケミカル タンクトップ 

＜タペストリー＞ 

ベストアルバム発売記念ライブ

「EXCELLENT」 

＜ステージ衣装＞左上から ⑥～⑨ ＜記念トロフィー＞左上 ①～⑤ 
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ソロデビューシングル「My VOICE」 ２月１２日（水）発売！ 

映画『ファンキー加藤 / My VOICE～ファンモンから新たな未来へ～』 

２月１４日（金）バレンタインデーより、全国一斉公開！ 

 

 

ファンキー加藤、ソロデビューシングル「My VOICE」  2.12 release 
 

M1. My VOICE ／M2. リスタート／M3. 桜 ふわり ふわり 

◆初回生産限定盤（CD+DVD）MUCD-9065 ￥1,365（税込） 

◆通常盤（CD）MUCD-5250 ￥1,050（税込） 

誰よりも熱く、誰よりも弱い男 

映画『ファンキー加藤 / My VOICE ～ファンモンから新たな未来へ～』 

2/14(金)バレンタインデーより、全国一斉公開！ 
■あらすじ  

2013 年初秋 彼は生まれ育った八王子にいた。  

彼の原点である「八王子」のこと、“BABYS”と呼んだファンへの想い、そして誰よりも、何よりも、大切にしていた

「FUNKY MONKEY BABYS」。ファンキー加藤を構成するひとつひとつがカメラの前で語られる。 

人気絶頂の中、惜しまれつつ解散した FUNKY MONKEY BABYS のフロントマンとして、前に進む勇気の大切さを

伝え、多くの人たちの背中を押し続けたファンキー加藤。そんな彼が抱える大きな不安と喪失感。 

解散を掲げ挑んだファイナルツアーからソロデビューを目前に控えた「誰よりも熱く、誰よりも弱い男」 

ファンキー加藤に約 1 年間に渡り密着したドキュメンタリー。  

八王子のデパートの屋上。 

東京ドームと比べるとそこはあまりにも小さく、そして今の彼にとっては大きなステージで、ファンキー加藤は再び

「声」をあげる。 

■時間：約９０分 

■出演：ファンキー加藤、FUNKY MONKEY BABYS ほか 

■監督：住田拓英 

■製作：M-ON! Entertainment Inc.,ENNET Inc. 

■配給：LIVE VIEWING JAPAN 

■協力：id ENTERTAINMENT,DREAMUSIC Inc. 

■映画製作委員会： M-ON! Entertainment,LIVE VIEWING JAPAN Inc.,ｍｙシアタ-Inc. 

■公式サイト：http://funkymovie.jp/ 

オフィシャルファンクラブ「ファンキー号」会員様限定 

＜前売り券＞ 発売中 

ファンクラブ限定（特典付）：大人￥1,600（税込）、ジュニア（３歳以上中学生以下）￥1,000（税込） 

一般：大人￥1,600（税込）、ジュニア（３歳以上中学生以下）￥1,000（税込） 

＜当日券＞ 大人￥1,800（税込）、ジュニア（３歳以上中学生以下）￥1,200（税込） 

『ファンキー加藤 インストアライブツアー ～原点回帰～』 

(11/17～2 月中旬まで全国 25 か所にて開催予定) 
観覧方法・注意事項等詳細は決まり次第、随時オフィシャルサイトにてお知らせ致します。 

1 月 25 日（土）福島県・ＭＡＸふくしま 

1 月 26 日（日）岩手県・イオンモール盛岡南 1F センターコート 

2 月 2 日（日）千葉県・会場後日公開 

2 月 8 日（土）北海道・三井アウトレットパーク 札幌北広島 1 階イベントスペース エルフィンコート 

9 月 19 日（金）・20 日（土）の 2 日間！ 

初のワンマンライブ、日本武道館 2DAYS が決定！ 
◆取材ならびにこの件に関するお問い合わせ先◆  

タワーレコード株式会社 広報室 谷河（やがわ）、高橋、松本、伊早坂 

TEL：03-4332-0705 Email：press@tower.co.jp 
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