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Christmas クリスマス  

リボン・台紙別売　ヘリウムガス対応

側面

表

側面

表

品番 品番 ANG29399ANG29399
 AGオーブス  ハッピーホリデーズ ハッピーホリデーズ
■サイズ／38cm×40cm ■ロット／1枚単位 ■サイズ／38cm×40cm ■ロット／1枚単位 
■容量／32リットル■容量／32リットル

品番 品番 ANG29401ANG29401
 AGオーブス   
フローズンスノーフレークスフローズンスノーフレークス
■サイズ／38cm×40cm ■サイズ／38cm×40cm 
■ロット／1枚単位 ■容量／32リットル■ロット／1枚単位 ■容量／32リットル

品番 品番 ANG29400ANG29400
 AGキューブズ   
ホリデーキャラクターズホリデーキャラクターズ
■サイズ／38cm×38cm■サイズ／38cm×38cm
■ロット／1枚単位 ■容量／39リットル■ロット／1枚単位 ■容量／39リットル

品番 品番 ANG31639ANG31639
 AG ジャイアントマルチ  サンタ アンド チムニー  サンタ アンド チムニー 
■サイズ／  73cm×134cm ■ロット／1枚単位■サイズ／  73cm×134cm ■ロット／1枚単位

品番 品番 
ANG27854ANG27854
 AG マルチ   
シッティングエルフ シッティングエルフ 
■サイズ／  43cm×73cm ■サイズ／  43cm×73cm 
■ロット／1枚単位■ロット／1枚単位
※エアー専用※エアー専用

品番 品番 
ANG31397ANG31397
 AG 3D  クリスマスツリー ウィズ スター  クリスマスツリー ウィズ スター 
■サイズ／  38cm×73cm ■ロット／1枚単位■サイズ／  38cm×73cm ■ロット／1枚単位

品番 品番 
ANG31395ANG31395
 AG 3D  プレゼント  プレゼント 
■サイズ／  40cm×53cm ■ロット／1枚単位■サイズ／  40cm×53cm ■ロット／1枚単位

品番 品番 
ANG31401ANG31401
 AG キューブズ   
メリークリスマス ライツ メリークリスマス ライツ 
■サイズ／  38cm×38cm ■ロット／1枚単位 ■サイズ／  38cm×38cm ■ロット／1枚単位 
■容量／41リットル■容量／41リットル

品番 品番 
ANG31428ANG31428
 AG L-SHP   
クリスマスリース クリスマスリース 
■サイズ／  53cm×71cm ■サイズ／  53cm×71cm 
■ロット／5枚単位■ロット／5枚単位

品番 品番 
ANG30028ANG30028
 AG L-SHP  ホリデー  ホリデー 
キャンディー ケイン キャンディー ケイン 
■サイズ／  50cm×93cm ■サイズ／  50cm×93cm 
■ロット／5枚単位■ロット／5枚単位

品番 品番 
ANG31454ANG31454
 AG L-SHP  スマイリー  スマイリー 
スノーマン スノーマン 
■サイズ／  60cm×91cm ■サイズ／  60cm×91cm 
■ロット／5枚単位■ロット／5枚単位

品番 品番 ANG31429ANG31429
 AG L-SHP  フロスティ  フロスティ 
スノーフレーク クラスター スノーフレーク クラスター 
■サイズ／  66cm×88cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／  66cm×88cm ■ロット／5枚単位 

品番 品番 ANG27228ANG27228
 AG L-SHP  ジョイフルスノーマン ジョイフルスノーマン
■サイズ／55cm×78cm ■ロット／5枚単位■サイズ／55cm×78cm ■ロット／5枚単位

品番 品番 ANG10241ANG10241
 AG Ｌ-ＳＨＰ  ミッキークリスマス ミッキークリスマス
■サイズ／69ｃｍ×53ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／69ｃｍ×53ｃｍ ■ロット／5枚単位 
■容量／33リットル■容量／33リットル

品番 品番 ANG07440ANG07440
 AG L-SHP  ウィムジカルサンタフルボディ ウィムジカルサンタフルボディ
■サイズ／56ｃｍ×71ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／56ｃｍ×71ｃｍ ■ロット／5枚単位 
■容量／46リットル■容量／46リットル

品番 品番 ANG27229ANG27229
 AG L-SHP  サンタウィズツリー サンタウィズツリー
■サイズ／66cm×93cm ■ロット／5枚単位■サイズ／66cm×93cm ■ロット／5枚単位

品番 品番 ANG16363ANG16363
 AG Ｌ-ＳＨＰ  ウェービングサンタ ウェービングサンタ
■サイズ／64cm×109ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／64cm×109ｃｍ ■ロット／5枚単位 
■容量／35リットル■容量／35リットル

品番 品番 ANG29402ANG29402
 AGダイヤモンズ  クリスマスカラフルドッツ クリスマスカラフルドッツ
■サイズ／43cm×53cm ■ロット／1枚単位 ■サイズ／43cm×53cm ■ロット／1枚単位 
■容量／43リットル■容量／43リットル

品番 品番 ANG29398ANG29398
 AG L-SHP   
ジンジャーブレッドハウスジンジャーブレッドハウス
■サイズ／71cm×76cm ■サイズ／71cm×76cm 
■ロット／5枚単位 ■容量／39リットル■ロット／5枚単位 ■容量／39リットル

品番 品番 ANG29396ANG29396
 AG L-SHP  チョークボードクリスマス チョークボードクリスマス
■サイズ／63cm×55cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／63cm×55cm ■ロット／5枚単位 
■容量／61リットル■容量／61リットル

品番 品番 ANG29397ANG29397
 AG L-SHP  クリスマスエルフ クリスマスエルフ
■サイズ／66cm×91cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／66cm×91cm ■ロット／5枚単位 
■容量／38リットル■容量／38リットル

表

裏

品番 品番 
ANG08006ANG08006
 AG エアウォーカー  ウィムジカルサンタ  ウィムジカルサンタ 
■サイズ／94ｃｍ ■ロット／1枚単位 ■容量／72リットル■サイズ／94ｃｍ ■ロット／1枚単位 ■容量／72リットル

★ ヘリウムタイプ　自立できます。★ ヘリウムタイプ　自立できます。

品番 品番 BLT85704BLT85704
 BLT L-SHP  スパークリング  スパークリング 
オーナメントツリーオーナメントツリー
■サイズ／97cm ■ロット／5枚単位 ■容量／28リットル■サイズ／97cm ■ロット／5枚単位 ■容量／28リットル

品番 品番 ANG27230ANG27230
 AG L-SHP  デコレイテッドツリー デコレイテッドツリー
■サイズ／86cm×84cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／86cm×84cm ■ロット／5枚単位 
■容量／45リットル■容量／45リットル

品番 品番 PIN39067PIN39067
 MF L-SHP  デコレイティッド デコレイティッド
クリスマスツリークリスマスツリー
■サイズ／56cm×106cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／56cm×106cm ■ロット／5枚単位 
■容量／43リットル■容量／43リットル

品番 品番 
ANG22769ANG22769
 AG L-SHP 
キャンディージンジャーブレッドマン キャンディージンジャーブレッドマン 
■サイズ／86cm×66ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／86cm×66ｃｍ ■ロット／5枚単位 
■容量／36リットル■容量／36リットル

品番 品番 BLT85931BLT85931
 BLT L-SHP  ジンジャーブレッド クリスマス ジンジャーブレッド クリスマス
■サイズ／78cm ■ロット／5枚単位 ■容量／40リットル■サイズ／78cm ■ロット／5枚単位 ■容量／40リットル

品番 品番 
PIN39069PIN39069
 MF L-SHP   
レッドノーズドレインディアーレッドノーズドレインディアー
■サイズ／61cm×81cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／61cm×81cm ■ロット／5枚単位 
■容量／44リットル■容量／44リットル

品番 品番 BLT85932BLT85932
 BLT L-SHP  クリスマス プレゼント クリスマス プレゼント
■サイズ／75cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／75cm ■ロット／5枚単位 
■容量／42リットル■容量／42リットル

ビッグ
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リボン・台紙別売　ヘリウムガス対応

リボン・台紙別売　ヘリウムガス対応 ※Anagramの18”バルーンは順次１７”に切り替わります。ご了承の程お願いいたします。

品番 品番 ANG18399ANG18399
 AG L-SHP  サンタ＆スレイ サンタ＆スレイ
■サイズ／89ｃｍ×41ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／89ｃｍ×41ｃｍ ■ロット／5枚単位 
■容量／40リットル■容量／40リットル

品番 品番 ANG08052ANG08052
 AG クラスター   プリズマティックプリズマティック
スノーフレーククラスタースノーフレーククラスター
■サイズ／80cm×75ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／80cm×75ｃｍ ■ロット／5枚単位 
■容量／40リットル■容量／40リットル

品番 品番 ANG27263ANG27263
 AG21" カラーブラスト   
ペンギンホリデーペンギンホリデー
■サイズ／53ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／53ｃｍ ■ロット／5枚単位 
■容量／19リットル■容量／19リットル

品番 品番 BLT14326BLT14326
 BLT21"  マイティー マイティー
クリスマスリースクリスマスリース
■サイズ／54ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／54ｃｍ ■ロット／5枚単位 
■容量／22リットル■容量／22リットル

品番 品番 
ANG29391ANG29391
 AG17”SHP  メリークリスマス メリークリスマス
チョークボード チョークボード 
■サイズ／  42cm ■ロット／5枚単位 ■容量／13リットル■サイズ／  42cm ■ロット／5枚単位 ■容量／13リットル

品番 品番 
ANG31433ANG31433
 AG18"SHP   
リボン クリスマス ツリー リボン クリスマス ツリー 
■サイズ／  45cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／  45cm ■ロット／5枚単位 

品番 品番 
ANG31438ANG31438
 AG17”  クリスマス ストライプス  クリスマス ストライプス 
■サイズ／  42cm ■ロット／5枚単位 ■容量／13リットル■サイズ／  42cm ■ロット／5枚単位 ■容量／13リットル

品番 品番 
ANG31458ANG31458
 AG17”SHP  メリークリスマス ライツ  メリークリスマス ライツ 
■サイズ／  42cm ■ロット／5枚単位 ■容量／13リットル■サイズ／  42cm ■ロット／5枚単位 ■容量／13リットル

品番 品番 
BLT36194BLT36194
 BLT18”  クリスマス クッキー  クリスマス クッキー 
■サイズ／  45cm ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル■サイズ／  45cm ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル

品番 品番 
ANG29392ANG29392
 AG17"  メリークリスマスアイコンズ メリークリスマスアイコンズ
■サイズ／43cm ■ロット／5枚単位 ■容量／13リットル■サイズ／43cm ■ロット／5枚単位 ■容量／13リットル

品番 品番 
ANG29393ANG29393
 AG17"  ブライトホリデー ブライトホリデー
■サイズ／43cm ■ロット／5枚単位 ■容量／13リットル■サイズ／43cm ■ロット／5枚単位 ■容量／13リットル

品番 品番 
PIN50964PIN50964
 MF18"  サンタ＆ルドルフ サンタ＆ルドルフ
■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 
■容量／15リットル■容量／15リットル

品番 品番 
ANG27239ANG27239
 AG18"  サンタウィズツリー サンタウィズツリー
■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル

品番 品番 
ANG27235ANG27235
 AG18"  ジョリーサンタインリース ジョリーサンタインリース
■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル

品番 品番 
ANG27233ANG27233
 AG18"  ホリデースノーマン ホリデースノーマン
■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 
■容量／15リットル■容量／15リットル

品番 品番 
ANG27240ANG27240
 AG18"  ジョイフルスノーマン ジョイフルスノーマン
■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 
■容量／15リットル■容量／15リットル

品番 品番 
ANG25149ANG25149
 AG18"  ウィムジカルスノーマン ウィムジカルスノーマン
■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 
■容量／15リットル■容量／15リットル

品番 品番 
PIN50974PIN50974
 MF18"  クリスマスリース＆ベリーズ クリスマスリース＆ベリーズ
■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル

品番 品番 
PIN39068PIN39068
 ＭＦ18"   オーナメントアクセントパターンズオーナメントアクセントパターンズ
■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル

品番 品番 BLT86931BLT86931
 BLT18"  クリスマス アイシング クリスマス アイシング
■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル

品番 品番 
ANG27236ANG27236
 AG18"  クリスマスドッツ クリスマスドッツ
■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル

品番 品番 
PIN50972PIN50972
 MF18"  メリークリスマスカラーズ メリークリスマスカラーズ
■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル

品番 品番 ANG20273ANG20273
 AG18"  ホリデーツリー ホリデーツリー
■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル

品番 品番 
ANG29390ANG29390
 AG18"SHP  ハッピースノーマン ハッピースノーマン
■サイズ／45cm×45cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／45cm×45cm ■ロット／5枚単位 
■容量／13リットル■容量／13リットル

品番 
ANG13015ANG13015
 AG18"SHP  サンタ サンタ
■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 
■容量／18リットル■容量／18リットル

ANG20428ANG20428
 AG18"SHP   ウィンタースノーマン  ウィンタースノーマン
■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 
■容量／23リットル■容量／23リットル

品番 品番 
ANG18410ANG18410
 AG18"SHP  ジョリースノーマン ジョリースノーマン
■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 
■容量／18リットル■容量／18リットル

品番 品番 BLT35073BLT35073
 BLT21"  フィリグリー フィリグリー
シルバースターシルバースター
■サイズ／45ｃｍ×45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／45ｃｍ×45ｃｍ ■ロット／5枚単位 
■容量／12リットル ■容量／12リットル 

品番 品番 BLT35074BLT35074
 BLT21"  フィリグリー フィリグリー
ゴールドスターゴールドスター
■サイズ／45ｃｍ×45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／45ｃｍ×45ｃｍ ■ロット／5枚単位 
■容量／12リットル ■容量／12リットル 

品番 品番 
BLT35068BLT35068
 BLT L-SHP 
スペシャルデリバリーホリデイスノーマンスペシャルデリバリーホリデイスノーマン
■サイズ／91ｃｍ×153ｃｍ ■ロット／1枚単位 ■容量／255リットル■サイズ／91ｃｍ×153ｃｍ ■ロット／1枚単位 ■容量／255リットル

人間と等身
大の

ビッグエア
ウォーカー

！

　1つ置く
だけで

クリスマス
ムード満点

！

品番 品番 NSB00860NSB00860
 NSB L-SHP  ジンジャーブレッドハウス ジンジャーブレッドハウス
■サイズ／84cm ■ロット／5枚単位 ■容量／28リットル■サイズ／84cm ■ロット／5枚単位 ■容量／28リットル

品番 品番 NSB00861NSB00861
 NSB L-SHP  クリスマス ベア  クリスマス ベア 
■サイズ／109cm ■ロット／5枚単位 ■容量／47リットル■サイズ／109cm ■ロット／5枚単位 ■容量／47リットル

品番 品番 
CTI815116CTI815116
 CTI18”  サンタ スター  サンタ スター 
■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 
■容量／15リットル■容量／15リットル

品番品番
CTI434026CTI434026
 CTI L-SHP 
ホリデイクリスマス ツリー ホリデイクリスマス ツリー 
■サイズ／  51cm×63cm ■サイズ／  51cm×63cm 
■ロット／5枚単位 ■容量／18リットル■ロット／5枚単位 ■容量／18リットル

品番 品番 PIN50970PIN50970
 MF18"  デコレイテッドレインディアー デコレイテッドレインディアー
■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル

品番 品番 
BLT36066BLT36066
 BLT18"  チョークボードクリスマス チョークボードクリスマス
■サイズ／45cm ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル■サイズ／45cm ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル

品番 品番 PIN50973PIN50973
 MF18"   クリスマスギフト＆スノーフレーククリスマスギフト＆スノーフレーク
■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル

品番 品番 PIN83928PIN83928
 ＭＦ18"  ハッピーホリデーズスノーマン ハッピーホリデーズスノーマン
■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル

品番 品番 ANG25153ANG25153
 AG18"  メリーモーメンツ メリーモーメンツ
■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル

品番 品番 
CTI114018CTI114018
 CTI18”  メリー クリスマス ツリーズ  メリー クリスマス ツリーズ 
■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル

LIMITED
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LIMITED
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LIMITED
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ⒸDisney　Ⓒ2015 Gullane（Thomas）Limited.　ⒸDisney/Pixar　Ⓒ2015 DC Comics　Ⓒ2015 Sesame Workshop　ⒸWarner Bros. Entertainment Inc.　Ⓒ2015 Viacom International Inc.　 Ⓒ2015 SANRIO CO., LTD　ⒸABC・東映アニメーション　Ⓒtv asahi All rights 
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ミニSHP・9インチ・4インチは、納品形態を  か  か  の中から必ずご指定ください。 詳しくはP4を参照ください。
※特に表記がない場合はフラットタイプにて納品いたします。 ※カップ＆スティックは別売です。

リボン・台紙別売　ヘリウムガス対応 ※Anagramの18”バルーンは順次１７”に切り替わります。ご了承の程お願いいたします。

品番 品番 
YKH37116YKH37116
 18"  にこにこサンタ＆ツリー にこにこサンタ＆ツリー
■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 
■容量／15リットル■容量／15リットル

品番 品番 
YKH37117YKH37117
 18"  スノー＆スタークリスマス スノー＆スタークリスマス
■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 
■容量／15リットル■容量／15リットル

表

裏

表

裏

品番 品番 PIN50982PIN50982
 Sバブルバルーン  メリーエルブス メリーエルブス
■サイズ／49cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／49cm ■ロット／5枚単位 
■容量／29リットル■容量／29リットル

品番 品番 PIN31851PIN31851
 Sバブルバルーン   
フェスティブツリーズ＆スノーマンフェスティブツリーズ＆スノーマン
■サイズ／49ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／49ｃｍ ■ロット／5枚単位 
■容量／29リットル■容量／29リットル

品番 品番 ANG20025ANG20025
 AG18"  ミッキークラブ ミッキークラブ
ハウスサンタ＆フレンズハウスサンタ＆フレンズ
■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 
■容量／15リットル■容量／15リットル

品番 品番 ANG22347ANG22347
 AG18"   
ハローキティウィンターキティハローキティウィンターキティ
■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 
■容量／15リットル■容量／15リットル

品番 品番 
PIN26979PIN26979
 Sバブルバルーン   
アビジットフロムセントニコラスアビジットフロムセントニコラス
■サイズ／49cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／49cm ■ロット／5枚単位 
■容量／29リットル■容量／29リットル

品番 品番 PIN39076PIN39076
 ＭＦ18"  スノーフレークス スノーフレークス
スパークルズブルースパークルズブルー
■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 
■容量／15リットル■容量／15リットル

品番 品番 PIN39074PIN39074
 ＭＦ18"  スノーフレークス スノーフレークス
スパークルズレッドスパークルズレッド
■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 
■容量／15リットル■容量／15リットル

品番 ANG111010
 AG18"SHP  レットイットスノー レットイットスノー
■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 
■容量／15リットル■容量／15リットル

品番 品番 ANG111796ANG111796
 AG18"   プリズマティックプリズマティック
ホワイトクリスマススノーフレークホワイトクリスマススノーフレーク
■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 
■容量／15リットル■容量／15リットル

表

裏

品番 品番 ANG31533ANG31533
 AG17”  ブルーアンドホワイト ブルーアンドホワイト
フロスティ スノーフレーク クラスター フロスティ スノーフレーク クラスター 
■サイズ／  42cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／  42cm ■ロット／5枚単位 
■容量／13リットル■容量／13リットル

品番 品番 PIN50976PIN50976
 MF18"   
キャンディースワール  マゼンタキャンディースワール  マゼンタ
■サイズ／45ｃｍ ■サイズ／45ｃｍ 
■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル

品番 品番 PIN50980PIN50980
 MF18"   
キャンディースワール  ブルーキャンディースワール  ブルー
■サイズ／45ｃｍ ■サイズ／45ｃｍ 
■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル

品番 品番 PIN50981PIN50981
 MF18"   
キャンディースワール  オレンジキャンディースワール  オレンジ
■サイズ／45ｃｍ ■サイズ／45ｃｍ 
■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル

品番 品番 PIN31857PIN31857
 MF18"   
キャンディースワール  レッドキャンディースワール  レッド
■サイズ／45ｃｍ ■サイズ／45ｃｍ 
■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル

品番 品番 PIN31855PIN31855
 MF18"   
キャンディースワール  グリーンキャンディースワール  グリーン
■サイズ／45ｃｍ ■サイズ／45ｃｍ 
■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル

品番 品番 ANG31488
 AG ミニSHP   メリークリスマス メリークリスマス 
シルバー ドッツ シルバー ドッツ 
■サイズ／  23cm ■ロット／10枚単位■サイズ／  23cm ■ロット／10枚単位

品番 品番 ANG25187
 AG ミニSHP スクエア   
クリスマスエレガンス クリスマスエレガンス 
■サイズ／  23cm ■ロット／10枚単位■サイズ／  23cm ■ロット／10枚単位

品番 BLT32200
 BLT9”  キャンディー  キャンディー 
ケイン クリスマス ケイン クリスマス 
■サイズ／  23cm ■ロット／10枚単位■サイズ／  23cm ■ロット／10枚単位

品番 品番 ANG29435
 AG4”  サンタクロース サンタクロース 
■サイズ／10cm ■ロット／10枚単位■サイズ／10cm ■ロット／10枚単位

品番 
ANG31470ANG31470
 AG9”  クリスマス ストライプス  クリスマス ストライプス 
■サイズ／  23cm ■ロット／10枚単位■サイズ／  23cm ■ロット／10枚単位

品番 
ANG31471ANG31471
 AG4”  クリスマス ストライプス  クリスマス ストライプス 
■サイズ／  10cm  ■ロット／10枚単位■サイズ／  10cm  ■ロット／10枚単位

品番 
ANG29618ANG29618
 AG9"  ブライトホリデー ブライトホリデー
■サイズ／23cm■サイズ／23cm  ■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 
ANG29619ANG29619
 AG4"  ブライトホリデー ブライトホリデー
■サイズ／10cm■サイズ／10cm  ■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 品番 ANG27274ANG27274
 AG9"  クリスマスドッツ クリスマスドッツ
■サイズ／23ｃｍ ■ロット／10枚単位■サイズ／23ｃｍ ■ロット／10枚単位

品番 品番 ANG27275ANG27275
 AG4"  クリスマスドッツ クリスマスドッツ
■サイズ／10ｃｍ ■ロット／10枚単位■サイズ／10ｃｍ ■ロット／10枚単位

品番 品番 
ANG28583ANG28583
 AG  インフレイト インフレイト
アファンスノーマン アファンスノーマン 
■サイズ／  15cm×30cm ■サイズ／  15cm×30cm 
■ロット／5枚単位■ロット／5枚単位
★ 逆止弁付・スティック不要

品番 品番 
ANG28584ANG28584
 AG  インフレイト インフレイト
アファンサンタ アファンサンタ 
■サイズ／  15cm×30cm ■サイズ／  15cm×30cm 
■ロット／5枚単位■ロット／5枚単位
★ 逆止弁付・スティック不要

品番 品番 
ANG31545ANG31545
 AG ミニSHP   
スマイリー スノーマン スマイリー スノーマン 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 品番 
ANG31524ANG31524
 AG ミニSHP  
アドラブル ペンギン アドラブル ペンギン 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 品番 
ANG31525ANG31525
 AG ミニSHP  
フェスティブ フェスティブ 
クリスマス ツリー クリスマス ツリー 
ウィズ スター ウィズ スター 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 品番 PIN51003
 MF ミニSHP   
サンタファンフェイスサンタファンフェイス
■サイズ／23ｃｍ ■ロット／10枚単位■サイズ／23ｃｍ ■ロット／10枚単位

品番 
ANG27272ANG27272
 AG ミニSHP   
サンタウィズツリーサンタウィズツリー
■サイズ／30cm×38cm■サイズ／30cm×38cm
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

ANG08010ANG08010
 AG ミニSHP 
ウィムジカルサンタウィムジカルサンタ
■サイズ／31cm×35cm ■サイズ／31cm×35cm 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

ANG25160ANG25160
 ＡＧ ミニSHP   
マジックオブマジックオブ
クリスマスサンタクリスマスサンタ
■サイズ／32cm×35cm ■サイズ／32cm×35cm 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

ANG22916ANG22916
 AG ミニSHP 
キャンディーキャンディー
ジンジャーブレッドマンジンジャーブレッドマン
■■サイズ／30cm×41cmサイズ／30cm×41cm
■■ロット／10枚単位ロット／10枚単位

ANG27273ANG27273
 AG ミニSHP   
ジョイフルスノーマンジョイフルスノーマン
■サイズ／26cm×40cm■サイズ／26cm×40cm
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 
ANG25159ANG25159
 ＡＧ ミニSHP   
ウィムジカルスノーマンウィムジカルスノーマン
■サイズ／34cm×37cm ■サイズ／34cm×37cm 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 品番 PIN51004
 MF ミニSHP   
ルドルフファンフェイスルドルフファンフェイス
■サイズ／23ｃｍ ■ロット／10枚単位■サイズ／23ｃｍ ■ロット／10枚単位

品番 品番 ANG29615
 AG ミニSHP  スクエア スクエア
メリークリスマスチョークボードメリークリスマスチョークボード
■サイズ／23cm■サイズ／23cm  ■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 品番 PIN50989
 MF9"  キャンディー キャンディー
スワール　レッドスワール　レッド
■サイズ／23ｃｍ ■ロット／10枚単位■サイズ／23ｃｍ ■ロット／10枚単位

品番 品番 PIN51000
 MF9"  キャンディー キャンディー
スワール　グリーンスワール　グリーン
■サイズ／23ｃｍ ■ロット／10枚単位■サイズ／23ｃｍ ■ロット／10枚単位

品番品番ANG07432
 AG ミニSHP 
プリズマティックスノーフレークプリズマティックスノーフレーク
■サイズ／35cm×30cm ■サイズ／35cm×30cm 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

ANG14666ANG14666
 AG ミニSHP  プリズマ プリズマ
クリスマスツリークリスマスツリー
■サイズ／27cm×35cm■サイズ／27cm×35cm
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 品番 TKR03943TKR03943
 アイブレックス14"  あわてんぼうの あわてんぼうの
サンタクロースサンタクロース(PK無)(PK無)
■サイズ／30cm ■ロット／5枚単位 ■容量／8リットル■サイズ／30cm ■ロット／5枚単位 ■容量／8リットル

品番 品番 TKR03944TKR03944
 アイブレックス14"   
サンタとトナカイサンタとトナカイ(PK無)(PK無)
■サイズ／30cm ■ロット／5枚単位 ■容量／8リットル■サイズ／30cm ■ロット／5枚単位 ■容量／8リットル

表

裏

表

裏

表

裏

表

裏

品番 品番 TKR03945TKR03945
 アイブレックス14"   
ハッピースノークリスマス(PK無) ハッピースノークリスマス(PK無) 
■サイズ／  30cm ■ロット／5枚単位 ■容量／8リットル■サイズ／  30cm ■ロット／5枚単位 ■容量／8リットル

品番 品番 TKR03946TKR03946
 アイブレックス14"   
トナカイの楽しいクリスマス(PK無) トナカイの楽しいクリスマス(PK無) 
■サイズ／  30cm ■ロット／5枚単位 ■容量／8リットル■サイズ／  30cm ■ロット／5枚単位 ■容量／8リットル

品番 品番 
NSB00858NSB00858
 NSB ミニSHP  
クリスマスツリークリスマスツリー
■サイズ／36cm ■ロット／10枚単位■サイズ／36cm ■ロット／10枚単位
★逆止弁付  

品番 
PIN19455PIN19455
 MF ミニSHP   
キャンディーケインキャンディーケイン
■サイズ／35ｃｍ ■ロット／10枚単位■サイズ／35ｃｍ ■ロット／10枚単位

品番 品番 CTI324022
 CTI9"  ホリデイ ペンギン  ホリデイ ペンギン 
■サイズ／23ｃｍ ■ロット／10枚単位■サイズ／23ｃｍ ■ロット／10枚単位

品番 品番 CTI124049
 CTI9"   サンタ アンド ルドルフサンタ アンド ルドルフ
■サイズ／23ｃｍ ■ロット／10枚単位■サイズ／23ｃｍ ■ロット／10枚単位

品番 品番 CTI824023
 CTI9"   スマイリング サンタ スタースマイリング サンタ スター
■サイズ／23ｃｍ ■ロット／10枚単位■サイズ／23ｃｍ ■ロット／10枚単位

品番 品番 CTI844023
 CTI4.5"   スマイリングサンタスタースマイリングサンタスター
■サイズ／12cm×12cm ■ロット／10枚単位■サイズ／12cm×12cm ■ロット／10枚単位    

LIMITED
STOCK

LIMITED
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Halloween ハロウィン  

リボン・台紙別売　ヘリウムガス対応

リボン・台紙別売　ヘリウムガス対応 ※Anagramの18”バルーンは順次１７”に切り替わります。ご了承の程お願いいたします。

応

表

表

側面

表

裏

裏

品番 品番 
ANG29039ANG29039
 AG オーブス  パンプキン パンプキン
■サイズ／38cm×40cm ■サイズ／38cm×40cm 
■ロット／1枚単位 ■容量／32リットル■ロット／1枚単位 ■容量／32リットル

品番 品番 
ANG29385ANG29385
 AG キューブス   
ハロウィンキャラクターズハロウィンキャラクターズ
■サイズ／38cm×38cm ■サイズ／38cm×38cm 
■ロット／1枚単位 ■容量／39リットル■ロット／1枚単位 ■容量／39リットル

品番 品番 
ANG16212ANG16212
 ＡＧ Ｌ-ＳＨＰ   ハローキティキャットコスチュームハローキティキャットコスチューム
■サイズ／64ｃｍ×76ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／64ｃｍ×76ｃｍ ■ロット／5枚単位 
■容量／61リットル■容量／61リットル

表裏

品番 品番 ANG65398ANG65398
 ＡＧ Ｌ-ＳＨＰ  フォールリーフ フォールリーフ
■サイズ／71cm×48ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／71cm×48ｃｍ ■ロット／5枚単位 
■容量／18リットル■容量／18リットル

品番 品番 
ANG31626ANG31626
 AG マルチ  ゴースト アンド パンプキン  ゴースト アンド パンプキン 
■サイズ／  71cm×137cm ■ロット／1枚単位 ■サイズ／  71cm×137cm ■ロット／1枚単位 

品番 品番 
ANG31379ANG31379
 AG 3D  パンプキン  パンプキン 
■サイズ／  45cm×45cm ■ロット／1枚単位 ■サイズ／  45cm×45cm ■ロット／1枚単位 

品番 品番 
ANG31369ANG31369
 AG L-SHP  ゴースト  ゴースト 
スタッカー スタッカー 
■サイズ／  68cm×86cm ■サイズ／  68cm×86cm 
■ロット／5枚単位 ■ロット／5枚単位 

品番 品番 ANG31372ANG31372
 AG L-SHP  スプーキー ミラー フレーム  スプーキー ミラー フレーム 
■サイズ／  63cm×78cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／  63cm×78cm ■ロット／5枚単位 

品番 品番 
ANG31371ANG31371
 AG L-SHP   
ブラック キャット ブラック キャット 
オン パンプキン オン パンプキン 
■サイズ／  53cm×104cm ■サイズ／  53cm×104cm 
■ロット／5枚単位 ■ロット／5枚単位 

品番 品番 
ANG29381ANG29381
 AG L-SHP  ハロウィンキュートウィッチ  ハロウィンキュートウィッチ 
■ロット／5枚単位■ロット／5枚単位

品番 品番 ANG29383ANG29383
 AG L-SHP  ドラキュラ  ドラキュラ 
■ロット／5枚単位■ロット／5枚単位

品番 品番 BLT35184BLT35184
 BLT L-SHP  フライング ウィッチ  フライング ウィッチ 
■サイズ／  90cm×88cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／  90cm×88cm ■ロット／5枚単位 
■容量／30リットル■容量／30リットル

品番 品番 BLT35185BLT35185
 BLT L-SHP  プリティー  プリティー 
スケアリー スパイダー スケアリー スパイダー 
■サイズ／  85cm×100cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／  85cm×100cm ■ロット／5枚単位 
■容量／35リットル■容量／35リットル

品番 品番 ANG31376ANG31376
 AGオーブス  スプーキー シーン  スプーキー シーン 
■サイズ／  38cm×40cm ■ロット／1枚単位 ■サイズ／  38cm×40cm ■ロット／1枚単位 
■容量／35リットル■容量／35リットル

品番 品番 ANG29027ANG29027
 AGオーブス  ジャックスケルトン  ジャックスケルトン 
■サイズ／  35cm ■ロット／1枚単位 ■容量／35リットル■サイズ／  35cm ■ロット／1枚単位 ■容量／35リットル

品番 品番 ANG27211ANG27211
 AG L-SHP  ハロウィンゴースト ハロウィンゴースト
■サイズ／66cm×63cm ■ロット／5枚単位■サイズ／66cm×63cm ■ロット／5枚単位

品番 品番 ANG11424ANG11424
 AG Ｌ-ＳＨＰ  ホログラフィックゴースト ホログラフィックゴースト
■サイズ／94ｃｍ×69ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／94ｃｍ×69ｃｍ ■ロット／5枚単位 
■容量／56リットル■容量／56リットル

品番 品番 PIN38056PIN38056
 MF L-SHP  スニーカーズザゴースト スニーカーズザゴースト
■サイズ／66cm×79cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／66cm×79cm ■ロット／5枚単位 
■容量／48リットル■容量／48リットル

品番 品番 ANG29038ANG29038
 AG マルチ  ハロウィンスパイダー ハロウィンスパイダー
■サイズ／76cm×84cm ■ロット／1枚単位 ■サイズ／76cm×84cm ■ロット／1枚単位 
■容量／66リットル■容量／66リットル

品番 品番 
ANG25101ANG25101
 AG L-SHP   
ダンシングダンシング
スケルトンスケルトン
■サイズ／74cm×84ｃｍ■サイズ／74cm×84ｃｍ
■ロット／5枚単位 ■容量／35リットル■ロット／5枚単位 ■容量／35リットル

品番 品番 
BLT85775BLT85775
 BLT L-SHP   
バンパイアコフィンバンパイアコフィン
■サイズ／87cm ■サイズ／87cm 
■ロット／5枚単位 ■ロット／5枚単位 
■容量／42リットル■容量／42リットル

品番 品番 ANG27209ANG27209
 AG L-SHP  ブラックバット ブラックバット
■サイズ／104cm×60cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／104cm×60cm ■ロット／5枚単位 
■容量／41リットル■容量／41リットル

品番 品番 
BLT85835BLT85835
 BLT L-SHP   
トリックオアトリートトリックオアトリート
カップケーキカップケーキ
■サイズ／80cm ■サイズ／80cm 
■ロット／5枚単位 ■ロット／5枚単位 
■容量／35リットル■容量／35リットル

品番 品番 
ANG27259ANG27259
 AG21" カラーブラスト  ブライトパンプキン ブライトパンプキン
■サイズ／53ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／19リットル■サイズ／53ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／19リットル

品番 品番 
ANG31374ANG31374
 AG ジュニアＳＨＰ   
パンプキン パンプキン 
ホットエアバルーン ホットエアバルーン 
■ロット／5枚単位 ■ロット／5枚単位 

品番 品番 ANG29380ANG29380
 AG18"SHP  リトルバット リトルバット
■サイズ／81cm×40cm ■ロット／5枚単位 ■容量／26リットル■サイズ／81cm×40cm ■ロット／5枚単位 ■容量／26リットル

品番 品番 
ANG16322ANG16322
 ＡＧ18"ＳＨＰ   
ハッピーゴーストハッピーゴースト
■サイズ／45ｃｍ ■サイズ／45ｃｍ 
■ロット／5枚単位 ■ロット／5枚単位 
■容量／22リットル■容量／22リットル

品番 品番 
ANG29379ANG29379
 AG18"SHP   
ゴーストウィズゴーストウィズ
キャンディーキャンディー
■サイズ／35cm×55cm ■サイズ／35cm×55cm 
■ロット／5枚単位 ■ロット／5枚単位 
■容量／21リットル■容量／21リットル

品番 品番 
ANG25105ANG25105
 AG18"SHP  ハロウィンジャック ハロウィンジャック
■サイズ／45ｃｍ ■サイズ／45ｃｍ 
■ロット／5枚単位 ■容量／24リットル■ロット／5枚単位 ■容量／24リットル

品番 品番 
ANG18385ANG18385
 AG18"SHP 
フォールオウル フォールオウル 
■サイズ／45cm ■サイズ／45cm 
■ロット／5枚単位 ■ロット／5枚単位 
■容量／21リットル■容量／21リットル

品番 品番 
ANG20417ANG20417
 ＡＧ18"SHP   
キュートキュート
ハロウィンキティハロウィンキティ
■サイズ／45ｃｍ ■サイズ／45ｃｍ 
■ロット／5枚単位 ■容量／20リットル■ロット／5枚単位 ■容量／20リットル

品番 品番 BLT35060BLT35060
 BLT L-SHP  スペシャルデリバリー スペシャルデリバリー
パンプキンスタッカーパンプキンスタッカー
■サイズ／86cm×158ｃｍ ■ロット／1枚単位 ■サイズ／86cm×158ｃｍ ■ロット／1枚単位 
■容量／194リットル■容量／194リットル

人間と等
身大の

ビッグエ
アウォー

カー！

1つ置くだ
けで

ハロウィ
ンムード

満点！

品番 品番 BLT35058BLT35058
 BLT L-SHP  キュートリルゴースト キュートリルゴースト
■サイズ／41ｃｍ×55ｃｍ ■サイズ／41ｃｍ×55ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■ロット／5枚単位 
■容量／31リットル■容量／31リットル

品番 品番 NSB00848NSB00848
 NSB L-SHP  ホーンテッドハウス ホーンテッドハウス
■サイズ／84cm ■ロット／5枚単位 ■容量／28リットル■サイズ／84cm ■ロット／5枚単位 ■容量／28リットル

品番 品番 NSB00850NSB00850
 NSB L-SHP  ビワロー ビワロー
■サイズ／91cm ■ロット／5枚単位 ■容量／29リットル■サイズ／91cm ■ロット／5枚単位 ■容量／29リットル

ビッグ
サイズ！！
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ミニSHP・9インチ・4インチは、納品形態を  か  か  の中から必ずご指定ください。 詳しくはP4を参照ください。
※特に表記がない場合はフラットタイプにて納品いたします。 ※カップ＆スティックは別売です。

リボン・台紙別売　ヘリウムガス対応 ※Anagramの18”バルーンは順次１７”に切り替わります。ご了承の程お願いいたします。

品番 品番 
ANG31366ANG31366
 AG17”  スパークル  スパークル 
スプーキー ハロウィン スプーキー ハロウィン 
■サイズ／  42cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／  42cm ■ロット／5枚単位 
■容量／13リットル■容量／13リットル

品番 品番 
ANG31367ANG31367
 AG17”  ミラー ハロウィン  ミラー ハロウィン 
■サイズ／  42cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／  42cm ■ロット／5枚単位 
■容量／13リットル■容量／13リットル

品番 品番 
ANG31360ANG31360
 AG17”   
ハロウィン ホットエアバルーン ハロウィン ホットエアバルーン 
■サイズ／  42cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／  42cm ■ロット／5枚単位 
■容量／13リットル■容量／13リットル

品番 品番 
ANG31362ANG31362
 AG17”  ハロウィン キャッツ  ハロウィン キャッツ 
■サイズ／  42cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／  42cm ■ロット／5枚単位 
■容量／13リットル■容量／13リットル

品番 品番 
ANG31365ANG31365
 AG17”  ブー ハロウィン  ブー ハロウィン 
■サイズ／  42cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／  42cm ■ロット／5枚単位 
■容量／13リットル■容量／13リットル

品番 品番 
ANG31634ANG31634
 AG17”  ウィッチズブルー  ウィッチズブルー 
■サイズ／  42cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／  42cm ■ロット／5枚単位 
■容量／13リットル■容量／13リットル

品番 品番 
ANG31364ANG31364
 AG17”  ジャック フェイス  ジャック フェイス 
■サイズ／  42cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／  42cm ■ロット／5枚単位 
■容量／13リットル■容量／13リットル

品番 品番 
ANG29042ANG29042
 AG17”  スパイダーウェビング  スパイダーウェビング 
■サイズ／  42cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／  42cm ■ロット／5枚単位 
■容量／14リットル■容量／14リットル

品番 品番 
ANG29373ANG29373
 AG17”  ネオンハロウィン  ネオンハロウィン 
■サイズ／  42cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／  42cm ■ロット／5枚単位 
■容量／14リットル■容量／14リットル

品番 品番 
ANG29830ANG29830
 AG17”   
トリックオアトリートパンプキン トリックオアトリートパンプキン 
■サイズ／  42cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／  42cm ■ロット／5枚単位 
■容量／13リットル■容量／13リットル

品番 品番 
ANG29939ANG29939
 AG17”   
デイ オブ ザ デッド パターン デイ オブ ザ デッド パターン 
■サイズ／  42cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／  42cm ■ロット／5枚単位 
■容量／13リットル■容量／13リットル

品番 品番 
BLT36184BLT36184
 BLT18”  ハロウィン カルドロン  ハロウィン カルドロン 
■サイズ／  45cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／  45cm ■ロット／5枚単位 
■容量／15リットル■容量／15リットル

品番 品番 
BLT36185BLT36185
 BLT18”  スプーキーハロウィン  スプーキーハロウィン 
■サイズ／  45cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／  45cm ■ロット／5枚単位 
■容量／15リットル■容量／15リットル

品番 品番 
ANG29501ANG29501
 AG17"   ゴーストウィズキャンディーゴーストウィズキャンディー
■サイズ／43cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／43cm ■ロット／5枚単位 
■容量／11リットル■容量／11リットル

品番 品番 
ANG29374ANG29374
 AG17"  ハロウィンポルカドッツ ハロウィンポルカドッツ
■サイズ／43cm■サイズ／43cm
■ロット／5枚単位 ■容量／11リットル■ロット／5枚単位 ■容量／11リットル

品番 品番 
ANG29378ANG29378
 AG17"  パンプキンタイム パンプキンタイム
■サイズ／43cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／43cm ■ロット／5枚単位 
■容量／11リットル■容量／11リットル

品番 品番 
ANG29936ANG29936
 AG17"  モダンハロウィン モダンハロウィン
■サイズ／43cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／43cm ■ロット／5枚単位 
■容量／11リットル■容量／11リットル

品番 品番 
PIN50945PIN50945
 MF18"  トリックオア トリックオア
トリートスイーツトリートスイーツ
■サイズ／45cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／45cm ■ロット／5枚単位 
■容量／15リットル■容量／15リットル

品番 品番 
YKH71144YKH71144
 18"  パンプキン＆ホラーハウス パンプキン＆ホラーハウス
■サイズ／45cm ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル■サイズ／45cm ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル

品番 品番 
TKR03735TKR03735
 アイブレックス14"   
パンプキンフェイスパンプキンフェイス
■サイズ／30cm ■サイズ／30cm 
■ロット／5枚単位 ■容量／8リットル■ロット／5枚単位 ■容量／8リットル

品番 品番 
TKR03734TKR03734
 アイブレックス14"  楽しいハロウィン 楽しいハロウィン
■サイズ／30cm ■ロット／5枚単位 ■容量／8リットル■サイズ／30cm ■ロット／5枚単位 ■容量／8リットル

表

裏

表

裏

表

裏

表

裏

品番 品番 
ANG25642ANG25642
 AG18"  フライトフリーファンシー フライトフリーファンシー
■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル

品番 品番 
PIN37945PIN37945
 MF18"  スプーキーハロウィン スプーキーハロウィン
■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 
■容量／15リットル■容量／15リットル

品番 品番 
ANG27218ANG27218
 AG18"  ハロウィンキティ ハロウィンキティ
■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 
■容量／15リットル ■容量／15リットル 

品番 品番 
ANG25368ANG25368
 AG18"  ソフィスティケイティッド ソフィスティケイティッド
オレンジドッツオレンジドッツ
■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 
■容量／15リットル■容量／15リットル

品番 品番 
ANG16351ANG16351
 ＡＧ18"  マジカラーリーブス マジカラーリーブス
フォーリングフォーリング
■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 
■容量／15リットル■容量／15リットル

品番 品番 PIN36565PIN36565
 Sバブルバルーン  スプーキーゴースト スプーキーゴースト
■サイズ／49cm ■ロット／5枚単位 ■容量／29リットル■サイズ／49cm ■ロット／5枚単位 ■容量／29リットル

表
裏

品番 品番 
BLT86098BLT86098
 BLT18”  パンプキン パッチ  パンプキン パッチ 
■サイズ／  45cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／  45cm ■ロット／5枚単位 
■容量／15リットル■容量／15リットル

品番 品番 
ANG31463ANG31463
 AG9”  ブー ブー
ハロウィン ハロウィン 
■サイズ／  23cm ■ロット／10枚単位■サイズ／  23cm ■ロット／10枚単位

品番 品番 
ANG31464ANG31464
 AG4”  ブー ブー
ハロウィン ハロウィン 
■サイズ／  10cm ■ロット／10枚単位■サイズ／  10cm ■ロット／10枚単位

品番 品番 
ANG31461ANG31461
 AG9”  ハロウィン 
ホット エア バルーン ホット エア バルーン 
■サイズ／  23cm ■ロット／10枚単位■サイズ／  23cm ■ロット／10枚単位

品番 品番 
ANG31462ANG31462
 AG4”  ハロウィン 
ホット エア バルーン ホット エア バルーン 
■サイズ／  10cm ■ロット／10枚単位■サイズ／  10cm ■ロット／10枚単位

品番 品番 
BLT32184BLT32184
 BLT9”   ハロウィン カルドロン 
■サイズ／  23cm ■ロット／10枚単位■サイズ／  23cm ■ロット／10枚単位

品番 品番 ANG07941
 AG ミニＳＨＰ  ハッピー ハッピー
ホーンティングパンプキンホーンティングパンプキン
■サイズ／32cm×30cm ■サイズ／32cm×30cm 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 品番 ANG22764
 AG ミニSHP 
ハッピーパンプキンハッピーパンプキン
■サイズ／29cm×34cm ■サイズ／29cm×34cm   
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 品番 ANG25183
 AG9"  パンプキンシーン パンプキンシーン
■サイズ／23cm ■ロット／10枚単位■サイズ／23cm ■ロット／10枚単位

品番 品番 ANG29616
 AG9"   ゴーストウィズゴーストウィズ
キャンディーキャンディー
■サイズ／23cm ■ロット／10枚単位■サイズ／23cm ■ロット／10枚単位

品番 品番 ANG29617
 AG4"   ゴーストウィズゴーストウィズ
キャンディーキャンディー
■サイズ／10cm ■ロット／10枚単位■サイズ／10cm ■ロット／10枚単位

品番 品番 ANG29436
 AG9"   ネオンハロウィンネオンハロウィン
■サイズ／23cm ■ロット／10枚単位■サイズ／23cm ■ロット／10枚単位

品番 品番 ANG29437
 AG4"   ネオンハロウィンネオンハロウィン
■サイズ／10cm ■ロット／10枚単位■サイズ／10cm ■ロット／10枚単位

品番 品番 ANG31542ANG31542
 AG ミニSHP   
ストライプド スパイダー ストライプド スパイダー 
■ロット／10枚単位 ■ロット／10枚単位 

品番 品番 ANG31516ANG31516
 AG ミニSHP  パンプキン  パンプキン 
ウィズ スパイダー ウィズ スパイダー 
■ロット／10枚単位 ■ロット／10枚単位 

品番 品番 ANG31531ANG31531
 AG ミニSHP   ハロウィン ハロウィン 
ウィッチ ハット ウィッチ ハット 
■ロット／10枚単位 ■ロット／10枚単位 

品番 品番 ANG22766
 AG ミニSHP 
ハッピーゴーストハッピーゴースト
■サイズ／23cm×37cm ■サイズ／23cm×37cm 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 品番 ANG27271
 AGミニSHP   
ハロウィンゴーストハロウィンゴースト
■サイズ／52cm×32cm ■サイズ／52cm×32cm 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 品番 ANG27269ANG27269
 AGミニSHP  ブラックバット
■サイズ／40cm×30cm ■サイズ／40cm×30cm 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 品番 ANG08620
 AG ミニＳＨＰ   ハッピー  ハッピー
ホーンティングトゥーホーンティングトゥー
■サイズ／35cm×29cm■サイズ／35cm×29cm  
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 
PIN50963PIN50963
 MF14”   
ワキーウィッチワキーウィッチ
■サイズ／35cm ■サイズ／35cm 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 品番 ANG25127
 AG ミニSHP スケルトンスケルトン
■サイズ／24cm×35cm ■サイズ／24cm×35cm 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 品番 ANG25131ANG25131
 AG ミニSHP  ハロウィンキャット
■サイズ／37cm×26cm■サイズ／37cm×26cm  ■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 品番 
ANG29376ANG29376
 AG17”SHP  ハロウィン ハロウィン
チョークボード チョークボード 
■サイズ／  42cm ■ロット／5枚単位■サイズ／  42cm ■ロット／5枚単位

品番 品番 
NSB00853NSB00853
 NSB18" ハロウィンハロウィン
スパイダーウェブ スパイダーウェブ 
■サイズ／46cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／46cm ■ロット／5枚単位 
■容量／18リットル■容量／18リットル

品番 品番 
BLT82774BLT82774
 BLT9"   
ゴーストリーフィリグリー
■サイズ／23cm ■ロット／10枚単位■サイズ／23cm ■ロット／10枚単位

品番 品番 BLT19358
 BLT ミニSHP   パンプキンパンプキン
■サイズ／35ｃｍ ■ロット／10枚単位 ■サイズ／35ｃｍ ■ロット／10枚単位 

品番 品番 BLT19058
 BLT ミニSHP   
キュートリルゴーストキュートリルゴースト
■サイズ／35ｃｍ ■ロット／10枚単位 ■サイズ／35ｃｍ ■ロット／10枚単位 

品番 品番 
NSB00855NSB00855
 NSB14"  ホーンテッドハウスホーンテッドハウス
■サイズ／36cm ■ロット／10枚単位■サイズ／36cm ■ロット／10枚単位
★逆止弁付  

品番 品番 
ANG29707ANG29707
 AG インフレイトアファン   
ミッキードラキュラミッキードラキュラ
■サイズ／15cm×30cm  ■サイズ／15cm×30cm  
■ロット／5枚単位■ロット／5枚単位
★ 逆止弁付・スティック不要

品番 品番 
ANG29714ANG29714
 AG インフレイトアファン   
ミニーウィッチミニーウィッチ
■サイズ／15cm×30cm  ■サイズ／15cm×30cm  
■ロット／5枚単位■ロット／5枚単位
★ 逆止弁付・スティック不要

品番 品番 CTI424045
 CTI１１”  ブー ゴースティー ブー ゴースティー
■サイズ／28ｃｍ ■ロット／10枚単位■サイズ／28ｃｍ ■ロット／10枚単位
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Valentine’s day バレンタイン  

リボン・台紙別売　ヘリウムガス対応

リボン・台紙別売　ヘリウムガス対応

M

V

H

CC

リボン・台紙別

品番 品番 ANG27914ANG27914
 AGマルチ   バレンタイン シッティングベアバレンタイン シッティングベア
■サイズ／48cm×43cm ■ロット／1枚単位 ■サイズ／48cm×43cm ■ロット／1枚単位 
※エアー専用※エアー専用

品番 品番 ANG29856ANG29856
 AGオーブス  ラブユー ブラック&ピンク ラブユー ブラック&ピンク
■サイズ／38cm×40cm ■ロット／1枚単位 ■容量／35リットル■サイズ／38cm×40cm ■ロット／1枚単位 ■容量／35リットル

品番 品番 ANG29859ANG29859
 AGキューブズ  ラブ、ハグス&キッシーズ ラブ、ハグス&キッシーズ
■サイズ／38cm×38cm ■ロット／1枚単位 ■容量／41リットル■サイズ／38cm×38cm ■ロット／1枚単位 ■容量／41リットル

品番 品番 ANG27656ANG27656
 AG L-SHP  イントリケート  イントリケート 
レッド&ホワイトラブレッド&ホワイトラブ
■サイズ／58cm×53cm ■ロット／1枚単位 ■容量／29リットル■サイズ／58cm×53cm ■ロット／1枚単位 ■容量／29リットル

品番 品番 ANG29907ANG29907
 AG3D  マルチパネルハート マルチパネルハート
■サイズ／66cm×76cm ■ロット／1枚単位 ■容量／91リットル■サイズ／66cm×76cm ■ロット／1枚単位 ■容量／91リットル

品番 品番 ANG29851ANG29851
 AG L-SHP  HVDスワーリーオープンハート HVDスワーリーオープンハート
■サイズ／76cm×78cm  ■ロット／5枚単位 ■容量／41リットル■サイズ／76cm×78cm  ■ロット／5枚単位 ■容量／41リットル

品番 品番 ANG29903ANG29903
 AG L-SHP  カラーブラスト HVDカップケーキ カラーブラスト HVDカップケーキ
■サイズ／53cm ■ロット／5枚単位 ■容量／18リットル■サイズ／53cm ■ロット／5枚単位 ■容量／18リットル

品番 品番 ANG29850ANG29850
 AG L-SHP  インラブウィズユーハート インラブウィズユーハート
■サイズ／97cm×68cm ■ロット／5枚単位 ■容量／42リットル■サイズ／97cm×68cm ■ロット／5枚単位 ■容量／42リットル

品番 品番 ANG29852ANG29852
 AG L-SHP  ビーベアーズ ビーベアーズ
■サイズ／76cm×83cm ■ロット／5枚単位 ■容量／39リットル■サイズ／76cm×83cm ■ロット／5枚単位 ■容量／39リットル

品番 品番 ANG29853ANG29853
 AG L-SHP  ラブベアハーツ ラブベアハーツ
■サイズ／71cm×73cm ■ロット／5枚単位 ■容量／43リットル■サイズ／71cm×73cm ■ロット／5枚単位 ■容量／43リットル

品番 品番 ANG27637ANG27637
 AGクラスター  HVDバタフライズ＆ハーツ　 HVDバタフライズ＆ハーツ　
■サイズ／76cm×66ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／38リットル■サイズ／76cm×66ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／38リットル

品番 品番 
ANG25535ANG25535
 AG L-SHP   
スウィートスウィート
バレンタインコーンバレンタインコーン
■サイズ／45cm×81ｃｍ ■サイズ／45cm×81ｃｍ 
■ロット／5枚単位 ■ロット／5枚単位 
■容量／43リットル■容量／43リットル

品番 品番 ANG18944
 AG L-SHP   
バレンタインバレンタイン
スタッカースタッカー
■サイズ／51cm×91ｃｍ■サイズ／51cm×91ｃｍ
■ロット／5枚単位 ■ロット／5枚単位 
■容量／45リットル■容量／45リットル

品番 品番 ANG27632ANG27632
 AG L-SHP  キューピッドベア キューピッドベア
■サイズ／71cm×76ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／50リットル■サイズ／71cm×76ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／50リットル

品番 品番 ANG27682ANG27682
 AG ジャンボ  HVDハーツ＆バタフライズ HVDハーツ＆バタフライズ
■サイズ／80cm ■ロット／1枚単位 ■容量／70リットル■サイズ／80cm ■ロット／1枚単位 ■容量／70リットル

品番 品番 ANG27630ANG27630
 AG L-SHP  ラブベアーズ ラブベアーズ
■サイズ／88cm×58cm ■ロット／5枚単位 ■容量／50リットル■サイズ／88cm×58cm ■ロット／5枚単位 ■容量／50リットル

品番 品番 PIN65141PIN65141
 MF L-SHP  テディベアラブ テディベアラブ
■サイズ／71cm×71ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／44リットル■サイズ／71cm×71ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／44リットル

品番 品番 BLT85850BLT85850
 BLT L-SHP  キューピットベアー  キューピットベアー 
■サイズ／105cm ■ロット／5枚単位 ■容量／35リットル■サイズ／105cm ■ロット／5枚単位 ■容量／35リットル

品番 品番 CTI234056CTI234056
 CTI L-SHP  ハッピーバレンタインズデー ハッピーバレンタインズデー
ゼブラハーツラッフルゼブラハーツラッフル
■サイズ／80cm ■ロット／5枚単位 ■容量／34リットル■サイズ／80cm ■ロット／5枚単位 ■容量／34リットル

品番 品番 BLT35079BLT35079
 BLT L-SHP  ラブユーバンチーズバレンタイン ラブユーバンチーズバレンタイン
■サイズ／98cm×90cm ■ロット／5枚単位 ■容量／50リットル■サイズ／98cm×90cm ■ロット／5枚単位 ■容量／50リットル

表

裏

品番 品番 ANG30112ANG30112
 AG18"SHP  キティウィズハート キティウィズハート
■サイズ／25cm×40cm  ■ロット／5枚単位 ■サイズ／25cm×40cm  ■ロット／5枚単位 
■容量／24リットル■容量／24リットル

品番 品番 ANG29902ANG29902
 18"SHP  ラブイズ ラブイズ
インジエアバルーンインジエアバルーン
■サイズ／35cm×68cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／35cm×68cm ■ロット／5枚単位 
■容量／30リットル■容量／30リットル

品番 品番 ANG27642ANG27642
 AG18"SHP  ラブユーバタフライ ラブユーバタフライ
■サイズ／54ｃｍ×46ｃｍ■サイズ／54ｃｍ×46ｃｍ  ■ロット／5枚単位 ■ロット／5枚単位 
■容量／15リットル ■容量／15リットル 

品番 品番 
ANG27640ANG27640
 AG18"SHP   
キュートラブバグキュートラブバグ
■サイズ／46ｃｍ×62ｃｍ■サイズ／46ｃｍ×62ｃｍ  
■ロット／5枚単位 ■ロット／5枚単位 
■容量／22リットル ■容量／22リットル 

品番 品番 ANG27641ANG27641
 AG18"SHP  キュートビー キュートビー
■サイズ／64ｃｍ×56ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／64ｃｍ×56ｃｍ ■ロット／5枚単位 
■容量／25リットル ■容量／25リットル 

品番 品番 
ANG27707ANG27707
 AG18"SHP  アドラーブルパピーラブ アドラーブルパピーラブ
■サイズ／55ｃｍ×64ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／55ｃｍ×64ｃｍ ■ロット／5枚単位 
■容量／24リットル ■容量／24リットル 

品番 品番 
ANG27643ANG27643
 AG18"SHP  HVDハートウィズウィングス HVDハートウィズウィングス
■サイズ／81ｃｍ×50ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／81ｃｍ×50ｃｍ ■ロット／5枚単位 
■容量／20リットル ■容量／20リットル 

品番 品番 
ANG25529ANG25529
 AG18"SHP  ハムスターラブ ハムスターラブ
■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／23リットル■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／23リットル

ANGANG1
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リボン・台紙別売　ヘリウムガス対応

ミニSHP・9インチ・4インチは、納品形態を  か  か  の中から必ずご指定ください。 詳しくはP4を参照ください。
※特に表記がない場合はフラットタイプにて納品いたします。 ※カップ＆スティックは別売です。

品番 品番 
ANG29870ANG29870
 AG17"  HVDシェブロン HVDシェブロン
■サイズ／42cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／42cm ■ロット／5枚単位 
■容量／ 13リットル■容量／ 13リットル

品番 品番 
ANG29866ANG29866
 AG17"  HVDチョークボード HVDチョークボード
■サイズ／42cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／42cm ■ロット／5枚単位 
■容量／13リットル■容量／13リットル

品番 品番 
ANG30167ANG30167
 AG17"  HVDカップケーキピンク HVDカップケーキピンク
■サイズ／42cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／42cm ■ロット／5枚単位 
■容量／13リットル■容量／13リットル

品番 品番 
ANG29882ANG29882
 AG17"   アイラブユーローズブーケアイラブユーローズブーケ
■サイズ／42cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／42cm ■ロット／5枚単位 
■容量／13リットル■容量／13リットル

品番 品番 
ANG29862ANG29862
 AG17"  アイラブユー アイラブユー
ファンシーPsmファンシーPsm
■サイズ／42cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／42cm ■ロット／5枚単位 
■容量／ 13リットル■容量／ 13リットル

品番 品番 
ANG29861ANG29861
 AG17"  ラブユーピンク& ラブユーピンク&
ブラックPsmブラックPsm
■サイズ／42cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／42cm ■ロット／5枚単位 
■容量／13リットル■容量／13リットル

品番 品番 
ANG29890ANG29890
 AG17"  ラブストライプス ラブストライプス
■サイズ／42cm ■ロット／5枚単位■サイズ／42cm ■ロット／5枚単位
■容量／13リットル■容量／13リットル

品番 品番 
ANG27628ANG27628
 AG17"   ＨＶＤブラック＆レッド PsmＨＶＤブラック＆レッド Psm
■サイズ／42ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／42ｃｍ ■ロット／5枚単位 
■容量／15リットル■容量／15リットル

品番 品番 
ANG23251ANG23251
 AG17"  HVDホワイトハート HVDホワイトハート
ピンク＆レッド  ピンク＆レッド  
■サイズ／42ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／42ｃｍ ■ロット／5枚単位 
■容量／15リットル■容量／15リットル

品番 品番 
ANG28040ANG28040
 AG17"  ミッキー＆ミニーラブ  ミッキー＆ミニーラブ 
ホログラム ホログラム 
■サイズ／42ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／42ｃｍ ■ロット／5枚単位 
■容量／15リットル■容量／15リットル

品番 品番 
ANG25582ANG25582
 AG18"  HVDベアーハグ HVDベアーハグ
■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル

品番 品番 
ANG25545ANG25545
 AG18"  バレンタインデイアイコン バレンタインデイアイコン
■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル

品番 品番 
ANG27593ANG27593
 AG17"  ＨＶＤキャンディーストライプド ＨＶＤキャンディーストライプド
■サイズ／42ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル■サイズ／42ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル

品番 品番 
ANG27595ANG27595
 AG17"   ＨＶＤハーツ＆バタフライＨＶＤハーツ＆バタフライ
■サイズ／42ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル■サイズ／42ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル

品番 品番 
ANG27598ANG27598
 AG17"  ＨＶＤピンクドット ＨＶＤピンクドット
■サイズ／42ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル■サイズ／42ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル

品番 品番 
ANG27603ANG27603
 AG17"  ＨＶＤストライプズ  ＨＶＤストライプズ 
■サイズ／42ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル■サイズ／42ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル

品番 品番 
ANG27650ANG27650
 AG16" プチ  キューピッドラブ キューピッドラブ
■サイズ／40ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／10リットル■サイズ／40ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／10リットル

品番 品番 
PIN65118PIN65118
 MF18"  バレンタインズ バレンタインズ
ダズリングハーツダズリングハーツ
■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 
■容量／  15リットル■容量／  15リットル

品番 品番 
ANG25559ANG25559
 AG18"  HVDサファリ HVDサファリ
■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル

品番 品番 
PIN40098PIN40098
 MF18"  バレンタイン バレンタイン
ロマンティックローズロマンティックローズ
■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位
■容量／15リットル■容量／15リットル

品番 品番 
PIN32225PIN32225
 MF18"  バレンタインズ バレンタインズ
スケッチドハートスケッチドハート
■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位
■容量／15リットル■容量／15リットル

品番 
PIN34809PIN34809
 MF18"  スウィート スウィート
バレンタインズクッキーバレンタインズクッキー
■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位
■容量／15リットル■容量／15リットル

品番 品番 
BLT86648BLT86648
 BLT18"  バレンタインスマイル  バレンタインスマイル 
■サイズ／45cm ■ロット／5枚単位■サイズ／45cm ■ロット／5枚単位
■容量／15リットル■容量／15リットル

品番 品番 
CTI214290CTI214290
 CTI18"  ハッピーバレンタインズデー ハッピーバレンタインズデー
ピンクポルカドットピンクポルカドット
■サイズ／45cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／45cm ■ロット／5枚単位 
■容量／15リットル■容量／15リットル

品番 品番 
BLT36084BLT36084
 BLT18"  バレンタイン バレンタイン
チョッコレイツチョッコレイツ
■サイズ／45cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／45cm ■ロット／5枚単位 
■容量／15リットル■容量／15リットル

品番 品番 
BLT36083BLT36083
 BLT18"  シェブロンバレンタイン シェブロンバレンタイン
■サイズ／45cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／45cm ■ロット／5枚単位 
■容量／15リットル■容量／15リットル

品番 品番 ANG29970
 AGミニSHP  HVDスワーリーHVDスワーリー
オープンハートオープンハート
■サイズ／28cm×28cm ■サイズ／28cm×28cm 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 品番 BLT19938
 BLT14"  バレンタインズデイバレンタインズデイ
カップケーキミニカップケーキミニ
■サイズ／35cm×29cm ■サイズ／35cm×29cm 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 品番 
BLT19939BLT19939
 BLT14"  
スウィートバレンタイン
ストロベリーミニストロベリーミニ
■サイズ／36cm×27cm ■サイズ／36cm×27cm 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 品番 ANG29919ANG29919
 AG9"  HVDレッド&ブラックHVDレッド&ブラック
■サイズ／23cm ■ロット／10枚単位■サイズ／23cm ■ロット／10枚単位

品番 品番 ANG29929ANG29929
 AG4"  HVDレッド&ブラックHVDレッド&ブラック
■サイズ／10cm ■ロット／10枚単位■サイズ／10cm ■ロット／10枚単位

品番 品番 
BLT32083BLT32083
 BLT9"  シェブロン
バレンタインバレンタイン
■サイズ／23cm ■ロット／10枚単位■サイズ／23cm ■ロット／10枚単位

品番 品番 
BLT31083BLT31083
 BLT4"  シェブロン
バレンタインバレンタイン
■サイズ／10cm ■ロット／10枚単位■サイズ／10cm ■ロット／10枚単位

品番 品番 ANG29926
 AG4"  HVDピンク&レッド HVDピンク&レッド
■サイズ／10cm ■ロット／10枚単位 ■サイズ／10cm ■ロット／10枚単位 

品番 品番 ANG29924
 AG4"  HVDシェブロン HVDシェブロン
■サイズ／10cm ■ロット／10枚単位■サイズ／10cm ■ロット／10枚単位

品番 品番 ANG28013
 AGミニSHP  ラブベアーズ ラブベアーズ 
■サイズ／38ｃｍ×27ｃｍ■サイズ／38ｃｍ×27ｃｍ
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 品番 ANG23308
 AG9"  HVDホワイトハート HVDホワイトハート
ピンク＆レッドピンク＆レッド
■サイズ／23ｃｍ ■ロット／10枚単位 ■サイズ／23ｃｍ ■ロット／10枚単位 

品番 ANG25597
 AG9" HVDスワールズHVDスワールズ
■サイズ／23ｃｍ ■ロット／10枚単位 ■サイズ／23ｃｍ ■ロット／10枚単位 

品番 ANG25598
 AG4" HVDスワールズHVDスワールズ
■サイズ／10ｃｍ ■ロット／10枚単位 ■サイズ／10ｃｍ ■ロット／10枚単位 

品番 
 COV9"  バレンタインズドッツ バレンタインズドッツ
■サイズ／23cm ■ロット／10枚単位■サイズ／23cm ■ロット／10枚単位

品番 
 COV4"  バレンタインズドッツ バレンタインズドッツ
■サイズ／10cm ■ロット／10枚単位■サイズ／10cm ■ロット／10枚単位

品番 品番 ANG28008
 AG9"  ラブユーレッドラブユーレッド
■サイズ／23ｃｍ ■ロット／10枚単位■サイズ／23ｃｍ ■ロット／10枚単位

品番 品番 ANG28009
 AG4"  ラブユーレッドラブユーレッド
■サイズ／10ｃｍ ■ロット／10枚単位■サイズ／10ｃｍ ■ロット／10枚単位

品番 品番 ANG27687
 AG9"  ＨＶＤハーツ＆ＨＶＤハーツ＆
バタフライズ バタフライズ 
■サイズ／23ｃｍ ■ロット／10枚単位■サイズ／23ｃｍ ■ロット／10枚単位

品番 品番 ANG27692
 AG4"  ＨＶＤハーツ＆ＨＶＤハーツ＆
バタフライズ バタフライズ 
■サイズ／10ｃｍ ■ロット／10枚単位■サイズ／10ｃｍ ■ロット／10枚単位

品番 品番 ANG27686
 AG9"  ＨＶＤキャンディーＨＶＤキャンディー
ストライプド ストライプド 
■サイズ／23ｃｍ ■ロット／10枚単位■サイズ／23ｃｍ ■ロット／10枚単位

品番 品番 ANG27691
 AG4"  ＨＶＤキャンディーＨＶＤキャンディー
ストライプド ストライプド 
■サイズ／10ｃｍ ■ロット／10枚単位■サイズ／10ｃｍ ■ロット／10枚単位

品番 品番 ANG28006
 AG9"  ディアゴナルディアゴナル
ストライプズラブ ストライプズラブ 
■サイズ／23ｃｍ ■ロット／10枚単位■サイズ／23ｃｍ ■ロット／10枚単位

品番 品番 ANG28007
 AG4"  ディアゴナルディアゴナル
ストライプズラブ ストライプズラブ 
■サイズ／10ｃｍ ■ロット／10枚単位 ■サイズ／10ｃｍ ■ロット／10枚単位 

品番 品番 
BLT19791BLT19791
 BLT ミニSHP   
バレンタインベアー 
■サイズ／35cm  ■ロット／10枚単位■サイズ／35cm  ■ロット／10枚単位

品番 品番 
PIN21647PIN21647
 MF18”  ラブユー ラブユー
レッドリボン レッドリボン 
■サイズ／  45cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／  45cm ■ロット／5枚単位 
■容量／15リットル■容量／15リットル

品番 品番 
PIN21748PIN21748
 MF18”  ラブホリゾンタル  ラブホリゾンタル 
ストライプス ストライプス 
■サイズ／  45cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／  45cm ■ロット／5枚単位 
■容量／15リットル■容量／15リットル

品番 品番 
PIN21698PIN21698
 MF18”  ラブレッド ストライプス  ラブレッド ストライプス 
■サイズ／  45cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／  45cm ■ロット／5枚単位 
■容量／15リットル■容量／15リットル

品番 品番 
PIN21805PIN21805
 MF18”  ラブユー! ファジーハーツ  ラブユー! ファジーハーツ 
■サイズ／  45cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／  45cm ■ロット／5枚単位 
■容量／15リットル■容量／15リットル

品番 品番 
PIN21829PIN21829
 MF18”  アイラブユー ドーナツ  アイラブユー ドーナツ 
■サイズ／  45cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／  45cm ■ロット／5枚単位 
■容量／15リットル■容量／15リットル

品番 品番 
PIN21630PIN21630
 MF18”  ハッピー  ハッピー 
(ハート) デイ (ハート) デイ 
■サイズ／  45cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／  45cm ■ロット／5枚単位 
■容量／15リットル■容量／15リットル

品番 品番 
PIN34468PIN34468
 MF18”  バレンタインズ  バレンタインズ 
ゴールデン フィリグリー ゴールデン フィリグリー 
■サイズ／  45cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／  45cm ■ロット／5枚単位 
■容量／15リットル■容量／15リットル
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リボン・台紙別売　ヘリウムガス対応

Mother’s day 母の日  
リボン・台紙別売　ヘリウムガス対応

品番 品番 ANG28087ANG28087
 AGオーブス  ハッピーマザーズデイ ハッピーマザーズデイ
■サイズ／38cm×40cm ■ロット／1枚単位 ■容量／35リットル■サイズ／38cm×40cm ■ロット／1枚単位 ■容量／35リットル

品番 品番 ANG28091ANG28091
 AG L-SHP  HMDハートスワイルバースト HMDハートスワイルバースト
■サイズ／73cm×66cm ■ロット／5枚単位 ■容量／37リットル■サイズ／73cm×66cm ■ロット／5枚単位 ■容量／37リットル

品番 品番 CTI434385CTI434385
 CTIラッフルSHP  ハッピーマザーズデーフラワー＆ハーツ ハッピーマザーズデーフラワー＆ハーツ
■サイズ／87cm ■ロット／5枚単位 ■容量／34リットル■サイズ／87cm ■ロット／5枚単位 ■容量／34リットル

品番 品番 CTI234474CTI234474
 CTI L-SHP  ハッピーマザーズデーペン＆インク ハッピーマザーズデーペン＆インク
■サイズ／77cm ■ロット／5枚単位 ■容量／42リットル■サイズ／77cm ■ロット／5枚単位 ■容量／42リットル

品番 品番 ANG25993ANG25993
 AG クラスター  HMDバタフライズ&ハーツ HMDバタフライズ&ハーツ
■サイズ／76cm×66cm ■ロット／5枚単位 ■容量／38リットル■サイズ／76cm×66cm ■ロット／5枚単位 ■容量／38リットル

品番 品番 ANG25995ANG25995
 AG L-SHP  マムフラワーブーケ マムフラワーブーケ
■サイズ／45cm×76cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／45cm×76cm ■ロット／5枚単位 
■容量／32リットル■容量／32リットル

品番 品番 ANG26010ANG26010
 AG L-SHP  スプリングフラワーポット スプリングフラワーポット
■サイズ／71cm×88cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／71cm×88cm ■ロット／5枚単位 
■容量／54リットル■容量／54リットル

品番 品番 
ANG23826ANG23826
 AG L-SHP 
ベストマミーベアベストマミーベア
■サイズ／51cm×89cm  ■サイズ／51cm×89cm  
■ロット／5枚単位 ■ロット／5枚単位 
■容量／33リットル■容量／33リットル

品番 品番 ANG23829ANG23829
 AG L-SHP  マムバタフライズ マムバタフライズ
■サイズ／94cm×33cm ■ロット／5枚単位 ■容量／35リットル  ■サイズ／94cm×33cm ■ロット／5枚単位 ■容量／35リットル  

品番 品番 
ANG28089ANG28089
 AG L-SHP  ハンギングバスケット ハンギングバスケット
■サイズ／68cm×78cm ■ロット／5枚単位 ■容量／37リットル■サイズ／68cm×78cm ■ロット／5枚単位 ■容量／37リットル

品番 品番 ANG21340ANG21340
 AG L-SHP  マザーズデー マザーズデー
ウォーターリングカンウォーターリングカン
■サイズ／71cm×71cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／71cm×71cm ■ロット／5枚単位 
■容量／36  リットル■容量／36  リットル

品番 品番 ANG28176ANG28176
 AG ジャンボ  ラブユーマムブーケ ラブユーマムブーケ
■サイズ／80ｃｍ ■ロット／1枚単位 ■サイズ／80ｃｍ ■ロット／1枚単位 
■容量／54リットル■容量／54リットル

品番 品番 ANG30360ANG30360
 AG17"  HMDピンクスパークル HMDピンクスパークル
■サイズ／42cm ■ロット／5枚単位 ■容量／13リットル■サイズ／42cm ■ロット／5枚単位 ■容量／13リットル

品番 品番 ANG30239ANG30239
 AG17"  HMDフラワースワイルズ HMDフラワースワイルズ
■サイズ／42cm ■ロット／5枚単位 ■容量／13リットル■サイズ／42cm ■ロット／5枚単位 ■容量／13リットル

品番 品番 ANG30242ANG30242
 AG17"  HMDイエロー HMDイエロー
■サイズ／42cm ■ロット／5枚単位 ■容量／13リットル■サイズ／42cm ■ロット／5枚単位 ■容量／13リットル

品番 品番 BLT36106BLT36106
 BLT18"  コーラルマザーズデイ コーラルマザーズデイ
■サイズ／45cm ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル■サイズ／45cm ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル

品番 品番 ANG19475ANG19475
 AG18"  マザーズデーフラワーポット マザーズデーフラワーポット
■サイズ／45cm ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル■サイズ／45cm ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル

品番 品番 CTI214525CTI214525
 CTI18"  ハッピー ハッピー
マザーズデーフラワードハーツマザーズデーフラワードハーツ
■サイズ／45cm ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル■サイズ／45cm ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル

品番 品番 CTI215067
 CTI18"  キュートフラワーマザーズデー キュートフラワーマザーズデー
■サイズ／45cm ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル■サイズ／45cm ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル

品番 品番 ANG25953ANG25953
 AG18"   マジカラー   マジカラー 
グリーン&ピンクHMDグリーン&ピンクHMD
■サイズ／45cm ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル■サイズ／45cm ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル

品番 品番 ANG25961ANG25961
 AG18"  ラブユーマムペイントリー ラブユーマムペイントリー
■サイズ／45cm ■ロット／5枚単位  ■容量／15リットル■サイズ／45cm ■ロット／5枚単位  ■容量／15リットル

品番 品番 ANG25955ANG25955
 AG18"   チアフルマザーズデイ チアフルマザーズデイ
■サイズ／45cm ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル■サイズ／45cm ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル

品番 品番 PIN41238PIN41238
 MF18"  マザーズデー マザーズデー
コンテンポデイジーズ コンテンポデイジーズ 
■サイズ／45cm ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル■サイズ／45cm ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル

品番 品番 PIN78282
 MF18"  レイチェルエレン- レイチェルエレン-
アイラブユーマムフラワーズアイラブユーマムフラワーズ
■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／14リットル■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／14リットル

品番 品番 ANG28102ANG28102
 AG18"  ラブユーマムブーケ ラブユーマムブーケ
■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／14リットル■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／14リットル

品番 品番 ANG28099ANG28099
 AG18"  HMDパープル HMDパープル
■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／14リットル■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／14リットル

品番 品番 PIN91805PIN91805
 MF18"  アイ（ハート）ユーマム  アイ（ハート）ユーマム 
■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／14リットル■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／14リットル

品番 品番 ANG28096ANG28096
 AG18"  HMDバタフライズ＆フラワーズ HMDバタフライズ＆フラワーズ
■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／14リットル■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／14リットル

品番 品番 ANG28097ANG28097
 AG18"  HMDソフトパレット HMDソフトパレット
■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／14リットル■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／14リットル

品番 品番 ANG23838ANG23838
 AG18"  ベストマミー ベストマミー
■サイズ／45cm ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル■サイズ／45cm ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル

品番 品番 BLT35108BLT35108
 BLT L-SHP  マザーズデイブック マザーズデイブック
■サイズ／63cm×73cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／63cm×73cm ■ロット／5枚単位 
■容量／43リットル■容量／43リットル

CTI2
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ⒸDisney　Ⓒ2015 Gullane（Thomas）Limited.　ⒸDisney/Pixar　Ⓒ2015 DC Comics　Ⓒ2015 Sesame Workshop　ⒸWarner Bros. Entertainment Inc.　Ⓒ2015 Viacom International Inc.　 Ⓒ2015 SANRIO CO., LTD　ⒸABC・東映アニメーション　Ⓒtv asahi All rights 
reserved. ⒸLEVEL-5 Inc.　Ⓒ2015Pokemon.　Ⓒ尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション　Ⓒ藤子プロ・小学館　Ⓒやなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV　ⒸアンパンマンデジタルLLP　Ⓒ2015 SAN-X CO.,LTD.　Ⓒkumamoto prefecture 2011.All rights reserved

Ⓒ2010 Margaret Corporation Limited & Carte Blanche Greetings Ltd　Ⓒ2005 - 2015 Zinkia Entertainment, S.A.　Ⓒcopyright mercis bv,1953-2015 www.miffy.com
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ミニSHP・9インチ・4インチは、納品形態を  か  か  の中から必ずご指定ください。 詳しくはP4を参照ください。
※特に表記がない場合はフラットタイプにて納品いたします。 ※カップ＆スティックは別売です。

Father's Day 父の日  

Respect for the Aged Day 敬老の日  

St Patrick's Day セントパトリック  

品番 品番 ANG12023ANG12023
 AG18"SHP   レッドローズバッド（ツボミ） レッドローズバッド（ツボミ）
■サイズ／45cm ■ロット／5枚単位 ■容量／18リットル■サイズ／45cm ■ロット／5枚単位 ■容量／18リットル

品番 品番 ANG25951ANG25951
 AG18"SHP  イッツユアデイマム イッツユアデイマム
■サイズ／45cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／45cm ■ロット／5枚単位 
■容量／15リットル■容量／15リットル

表

裏

品番 品番 ANG28088ANG28088
 AG21"  HMDブライトフラワーズ HMDブライトフラワーズ
■サイズ／53ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／19リットル■サイズ／53ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／19リットル

品番 品番 ANG28092ANG28092
 AG18"SHP  ベストマムエバーリボン ベストマムエバーリボン
■サイズ／55ｃｍ×71ｃｍ■サイズ／55ｃｍ×71ｃｍ
■ロット／5枚単位 ■容量／20リットル■ロット／5枚単位 ■容量／20リットル

品番 品番 ANG28093ANG28093
 AG18"SHP  ラブユーマムティーカップ ラブユーマムティーカップ
■サイズ／50ｃｍ×58ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／19リットル■サイズ／50ｃｍ×58ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／19リットル

品番 品番 ANG28094ANG28094
 AG16"プチ   
マザーズデーフラワーポット マザーズデーフラワーポット 
■サイズ／40ｃｍ■サイズ／40ｃｍ
■ロット／5枚単位 ■容量／11リットル■ロット／5枚単位 ■容量／11リットル

品番 品番 ANG28095ANG28095
 AG16"プチ  ラブユーマムイエロー ラブユーマムイエロー
■サイズ／40ｃｍ■サイズ／40ｃｍ
■ロット／5枚単位 ■容量／11リットル■ロット／5枚単位 ■容量／11リットル

品番 
 AG ミニSHP  マザーズ マザーズ
デーハート＆ボウデーハート＆ボウ
■サイズ／26cm×41cm ■サイズ／26cm×41cm 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 品番 ANG26077
 AG ミニSHP 
マムフラワーポットマムフラワーポット
■サイズ／30cm×39cm ■サイズ／30cm×39cm 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 品番 ANG30250
 AG ミニSHP   
HMDハートトリオHMDハートトリオ
■サイズ／■サイズ／27cm×52cm27cm×52cm  
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 品番 ANG30305
 AG9"  HMDフラワー HMDフラワー
スワイルズスワイルズ
■サイズ／23cm ■サイズ／23cm 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 品番 ANG30307
 AG4"  HMDフラワー HMDフラワー
スワイルズスワイルズ
■サイズ／10cm ■サイズ／10cm 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 品番 ANG30348
 AG9"  ラブユーマム ラブユーマム
バタフライズバタフライズ
■サイズ／23cm ■サイズ／23cm 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 品番 ANG30322
 AG9"  HMDイエロー HMDイエロー
■サイズ／23cm ■サイズ／23cm 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 品番 ANG30309
 AG4"  HMDブルー HMDブルー
■サイズ／10cm ■サイズ／10cm 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 品番 ANG30308
 AG9"   HMDブルーHMDブルー
■サイズ／23cm ■サイズ／23cm 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 品番 ANG23937
 AG9"  ブライト ブライト
マザーズデーマザーズデー
■サイズ／23cm ■サイズ／23cm 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 品番 
 AG4"  ラブユーマム ラブユーマム
バタフライズバタフライズ
■サイズ／10cm ■サイズ／10cm 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 品番 ANG30323
 AG4"  HMDイエロー HMDイエロー
■サイズ／10cm ■サイズ／10cm 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 
 AG9"  ビューティフル ビューティフル
フローラル マザーズデーフローラル マザーズデー
■サイズ／23cm ■サイズ／23cm 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 品番 PIN90593
 MF9"   レイチェルエレン-レイチェルエレン-
アイラブユーアイラブユーマムマムフラワーズフラワーズ
■サイズ／23cm ■サイズ／23cm 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 ANG26050
 AG4"  チアフル チアフル
マザーズデー マザーズデー 
■サイズ／10cm ■サイズ／10cm 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

ANG28190
 AG4"   HMDバタフライズHMDバタフライズ
＆フラワーズ＆フラワーズ
■サイズ／10cm ■サイズ／10cm 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 品番 ANG28187
 AG4"   HMDソフトHMDソフト
パレットパレット
■サイズ／10cm ■サイズ／10cm 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 品番 ANG26053
 AG4"  ラブユーマム ラブユーマム
ペイントリーペイントリー
■サイズ／10cm ■サイズ／10cm 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 品番 BLT19962
 BLT ミニSHP  ビック ビック 
ハグ ラブユー マムハグ ラブユー マム
■サイズ／35ｃｍ ■サイズ／35ｃｍ 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 品番 BLT19727
 BLT ミニSHP  スィート スィート 
マム カップケーキマム カップケーキ
■サイズ／35ｃｍ ■サイズ／35ｃｍ 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 品番 BLT82729
   BＬＴ9"  ラブ ユー マムラブ ユー マム
■サイズ／23ｃｍ ■サイズ／23ｃｍ 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 品番 ANG26023ANG26023
 AG L-SHP  ベストダッドトロフィー ベストダッドトロフィー
■サイズ／66cm×68cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／66cm×68cm ■ロット／5枚単位 
■容量／42  リットル■容量／42  リットル

品番 品番 ANG28107ANG28107
 AG L-SHP   ジェニワンダッドジェニワンダッド
■サイズ／30cm×30cm ■ロット／5枚単位■サイズ／30cm×30cm ■ロット／5枚単位
■容量／47リットル■容量／47リットル

品番 品番 
NSB00807NSB00807
 NSB L-SHP  ホッピー  ホッピー 
ファーザーズ デイファーザーズ デイ
■サイズ／91cm ■サイズ／91cm 
■ロット／5枚単位 ■ロット／5枚単位 
■容量／26リットル■容量／26リットル

品番 品番 ANG28105ANG28105
 AG21"  ハッピーファザーズデー ハッピーファザーズデー
ストライプス＆ドット ストライプス＆ドット 
■サイズ／53ｃｍ■サイズ／53ｃｍ
■ロット／5枚単位 ■容量／19リットル■ロット／5枚単位 ■容量／19リットル

品番 品番 ANG28106ANG28106
 AG18"SHP  ファザーズデーマスターシュ ファザーズデーマスターシュ
■サイズ／92cm×42cm ■ロット／5枚単位 ■容量／23リットル■サイズ／92cm×42cm ■ロット／5枚単位 ■容量／23リットル

品番 品番 
ANG28109ANG28109
 AG18"   
ダッパーダッドダッパーダッド
マスターシュマスターシュ
■サイズ／45ｃｍ■サイズ／45ｃｍ
■ロット／5枚単位 ■ロット／5枚単位 
■容量／14リットル■容量／14リットル

品番 品番 ANG29370ANG29370
 AG オーブス  グランパ グランパ
■サイズ／38cm×40cm ■ロット／1枚単位 ■容量／35リットル■サイズ／38cm×40cm ■ロット／1枚単位 ■容量／35リットル

品番 品番 ANG27662ANG27662
 AG L-SHP 
セントパティズレプラコーンセントパティズレプラコーン
■サイズ／30cm×30cm ■サイズ／30cm×30cm 
■ロット／5枚単位 ■容量／50リットル■ロット／5枚単位 ■容量／50リットル

品番 品番 
ANG15332ANG15332
 AG18"   
ハッピーダッドズデーハッピーダッドズデー
■サイズ／45cm ■サイズ／45cm 
■ロット／5枚単位■ロット／5枚単位
■容量／15リットル■容量／15リットル

品番 品番 ANG21970ANG21970
 AG17"SHP   
カラフルラブユーグランパカラフルラブユーグランパ
■サイズ／42cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／42cm ■ロット／5枚単位 
■容量／13リットル■容量／13リットル

品番 品番 ANG29995ANG29995
 AG17"  セントパティズシャムロック セントパティズシャムロック
■サイズ／42cm ■ロット／5枚単位 ■容量／13リットル■サイズ／42cm ■ロット／5枚単位 ■容量／13リットル

品番 品番 
ANG25966ANG25966
 AG18"   
ハッピーダッドデーハッピーダッドデー
スポーツスポーツ
■サイズ／45cm ■サイズ／45cm 
■ロット／5枚単位■ロット／5枚単位
■容量／15リットル■容量／15リットル

品番 品番 ANG21971ANG21971
 AG17"  ラブユーグランマ ラブユーグランマ
■サイズ／42cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／42cm ■ロット／5枚単位 
■容量／13リットル■容量／13リットル

品番 品番 
ANG25969ANG25969
 AG18"  ワールドグレイテストダッド ワールドグレイテストダッド
■サイズ／45cm ■ロット／5枚単位 ■容量／14リットル■サイズ／45cm ■ロット／5枚単位 ■容量／14リットル

品番 品番 
ANG23854ANG23854
 AG18"SHP   
ファザーズデーファザーズデー
ドッツ＆ストライプスドッツ＆ストライプス
■サイズ／45cm ■サイズ／45cm 
■ロット／5枚単位■ロット／5枚単位
■容量／18リットル■容量／18リットル

品番 品番 ANG29371ANG29371
 AG オーブス  グランマ グランマ
■サイズ／38cm×40cm ■ロット／1枚単位 ■容量／35リットル■サイズ／38cm×40cm ■ロット／1枚単位 ■容量／35リットル

品番 品番 ANG27925ANG27925
 18"SHP  セントパティズシャムロック セントパティズシャムロック
■サイズ／42cm ■ロット／5枚単位 ■容量／13リットル■サイズ／42cm ■ロット／5枚単位 ■容量／13リットル

表

表

裏
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ミニSHP・9インチ・4インチは、
納品形態を

  か  か  の

中から必ずご指定ください。
詳しくはP4を参照ください。
※ 特に表記がない場合はフラットタイプ
にて納品いたします。
※カップ＆スティックは別売です。

ミニSHP・9インチ・4インチは、納品形態を

  か  か  の中から必ずご指定ください。 

※ 特に表記がない場合はフラットタイプにて納品いたします。
※カップ＆スティックは別売です。

ミニSHP・9インチ・4インチは、納品形態を  か  か  の中から必ずご指定ください。 詳しくはP4を参照ください。
※特に表記がない場合はフラットタイプにて納品いたします。 ※カップ＆スティックは別売です。

リボン・台紙別売　ヘリウムガス対応

リボン・台紙別売　ヘリウムガス対応 詳しくはP4を参照ください。

品番 品番 ANG28310ANG28310
 AG マルチ   シッティングバニーシッティングバニー
■サイズ／85cm×97cm ■ロット／1枚単位■サイズ／85cm×97cm ■ロット／1枚単位
※エアー専用※エアー専用

品番 品番 ANG30459ANG30459
 AG L-SHP   
スパーキンググラッドキャップスパーキンググラッドキャップ
■サイズ／79cm×56cm ■サイズ／79cm×56cm 
■ロット／5枚単位 ■容量／52リットル■ロット／5枚単位 ■容量／52リットル

品番 品番 ANG28197
 AG9"  コングラッツグラッド コングラッツグラッド
ウェイビーバースツウェイビーバースツ
■サイズ／23cm ■ロット／10枚単位■サイズ／23cm ■ロット／10枚単位

品番 品番 ANG30227ANG30227
 AG L-SHP   バニー&チックバニー&チック
■サイズ／73cm×73cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／73cm×73cm ■ロット／5枚単位 
■容量／15リットル■容量／15リットル

品番 品番 ANG30223ANG30223
 AG17"  イースターファン イースターファン
■サイズ／42cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／42cm ■ロット／5枚単位 
■容量／13リットル■容量／13リットル

品番 品番 BLT14312BLT14312
 BLT21"  マイティー マイティー
スターリーコングラッツスターリーコングラッツ
■サイズ／54cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／54cm ■ロット／5枚単位 
■容量／22リットル■容量／22リットル

品番 品番 ANG28198
 AG4"  コングラッツグラッド コングラッツグラッド
ウェイビーバースツウェイビーバースツ
■サイズ／70cm×108cm ■ロット／10枚単位■サイズ／70cm×108cm ■ロット／10枚単位

品番 品番 ANG112003ANG112003
 AG エアウォーカー  ハッピーバニー ハッピーバニー
■サイズ／71cm×142ｃｍ ■サイズ／71cm×142ｃｍ 
■ロット／1枚単位 ■容量／114リットル■ロット／1枚単位 ■容量／114リットル
★ヘリウムタイプ自立できます。

品番 品番 ANG26021ANG26021
 AG バルーンバディ  チック チック
■サイズ／38cm×63ｃｍ ■サイズ／38cm×63ｃｍ 
■ロット／1枚単位 ■容量／27リットル■ロット／1枚単位 ■容量／27リットル
★ヘリウムタイプ自立できます。

品番 品番 ANG111805
 Ｌ-ＳＨＰ  バニーハグヘッド  バニーハグヘッド 
ホワイトホワイト
■サイズ／67cm×58ｃｍ ■サイズ／67cm×58ｃｍ 
■ロット／5枚単位 ■容量／34リットル■ロット／5枚単位 ■容量／34リットル

品番 品番 
ANG19439ANG19439
 AG18"SHP   
イースターバスケットイースターバスケット
■サイズ／33cm×53ｃｍ ■サイズ／33cm×53ｃｍ 
■ロット／5枚単位 ■容量／23リットル■ロット／5枚単位 ■容量／23リットル

品番 品番 
ANG23819ANG23819
 AG18"   ハッピーイースタードットハッピーイースタードット
■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 
■容量／15リットル■容量／15リットル

品番 品番 ANG26045
 AG4"  プレイフル プレイフル
イースターバニーイースターバニー
■サイズ／10cm■サイズ／10cm
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 
ANG23824ANG23824
 AG ミニSHP   
イースターバニーウィズベストイースターバニーウィズベスト
■サイズ／23cm×42cm■サイズ／23cm×42cm
■ロット／10枚単位 ■ロット／10枚単位 

品番 
ANG26072ANG26072
 AG4"   
コングラッツグラッドコングラッツグラッド
スターズスターズ
■■サイズ／10cmサイズ／10cm ■ ■ロット／10枚単位ロット／10枚単位

品番 
ANG07963ANG07963
 AG ミニSHP 
グラッドキャップグラッドキャップ
スマイリースマイリー
■サイズ／27.5cm×36cm ■ロット／10枚単位■サイズ／27.5cm×36cm ■ロット／10枚単位

品番 品番 ANG24800ANG24800
 AG L-SHP   
カラフルコメンスメントキャップカラフルコメンスメントキャップ
■サイズ／79ｃｍ×56ｃｍ■サイズ／79ｃｍ×56ｃｍ
■ロット／5枚単位 ■容量／52リットル■ロット／5枚単位 ■容量／52リットル

品番 品番 ANG23856ANG23856
 AG L-SHP  グラッドモンキー グラッドモンキー
■サイズ／71ｃｍ×91ｃｍ■サイズ／71ｃｍ×91ｃｍ
■ロット／5枚単位 ■容量／42リットル■ロット／5枚単位 ■容量／42リットル

品番 品番 ANG22073ANG22073
 AG シングアチューン   コングラッツコングラッツ
■■サイズ／71ｃｍサイズ／71ｃｍ  
■■ロット／1枚単位ロット／1枚単位 ■ ■容量／70リットル容量／70リットル

品番 品番 ANG22011ANG22011
 AG18"   コングラッチュレーションズ！コングラッチュレーションズ！
■サイズ／45ｃｍ■サイズ／45ｃｍ
■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル

品番 品番 ANG25999ANG25999
 AG L-SHP  グラッドスクロール グラッドスクロール
■サイズ／45ｃｍ×78ｃｍ■サイズ／45ｃｍ×78ｃｍ
■ロット／5枚単位 ■容量／46  リットル■ロット／5枚単位 ■容量／46  リットル

品番 品番 ANG28074ANG28074
 AG L-SHP  ハローキティ ハローキティ
グラデュエーショングラデュエーション
■サイズ／53ｃｍ×78ｃｍ■サイズ／53ｃｍ×78ｃｍ
■ロット／5枚単位 ■容量／45  リットル■ロット／5枚単位 ■容量／45  リットル

品番 品番 ANG28694ANG28694
 AG18"  ドリームビッグシェブロン ドリームビッグシェブロン
■サイズ／45ｃｍ■サイズ／45ｃｍ
■ロット／5枚単位 ■容量／14リットル■ロット／5枚単位 ■容量／14リットル

品番 品番 
ANG28126ANG28126
 AG18"  ハウンドトゥース ハウンドトゥース
エレガントグラッドエレガントグラッド
■サイズ／45ｃｍ■サイズ／45ｃｍ
■ロット／5枚単位 ■容量／14リットル■ロット／5枚単位 ■容量／14リットル

品番 品番 
ANG29412ANG29412
 AG オーブス   ニューイヤーニューイヤー
ゴールドパターンズゴールドパターンズ
■サイズ／38cm■サイズ／38cm×40cm×40cm  ■ロット／1枚単位 ■ロット／1枚単位 
■容量／35リットル■容量／35リットル

品番 品番 ANG29413ANG29413
 AG キューブス   セレブレートストリーマーズセレブレートストリーマーズ
■サイズ／38cm■サイズ／38cm×38cm×38cm  ■ロット／1枚単位 ■ロット／1枚単位 
■容量／41リットル■容量／41リットル

品番 品番 ANG29414ANG29414
 AG ダイヤモンズ   
ニューイヤースパークルニューイヤースパークル
■サイズ／38cm■サイズ／38cm×43cm×43cm  ■ロット／1枚単位 ■ロット／1枚単位 
■容量／30リットル■容量／30リットル

品番 品番 ANG29569ANG29569
 AG オーブス   ジオメトリックニューイヤージオメトリックニューイヤー
■サイズ／38cm■サイズ／38cm×40cm×40cm  ■ロット／1枚単位 ■ロット／1枚単位 
■容量／35リットル■容量／35リットル

品番 品番 ANG25162ANG25162
 AG L-SHP  ニューイヤー ニューイヤー
シャンパンバーストシャンパンバースト
■サイズ／61ｃｍ×81ｃｍ■サイズ／61ｃｍ×81ｃｍ
■ロット／5枚単位 ■容量／46リットル■ロット／5枚単位 ■容量／46リットル

品番 品番 ANG27243ANG27243
 AG L-SHP  ハッピーニューイヤー ハッピーニューイヤー
シューティングゴールドスターシューティングゴールドスター
■サイズ／69cm×56cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／69cm×56cm ■ロット／5枚単位 
■容量／39リットル■容量／39リットル

品番 品番 ANG27242ANG27242
 AG L-SHP  ハッピー ハッピー
ニューイヤーニューイヤー
シャンパングラスシャンパングラス
■サイズ／36cm×97cm■サイズ／36cm×97cm
■ロット／5枚単位 ■ロット／5枚単位 
■容量／27リットル■容量／27リットル

品番 品番 
ANG22848ANG22848
 AG L-SHP  チャイニーズドラゴン チャイニーズドラゴン
■サイズ／79ｃｍ×102ｃｍ ■サイズ／79ｃｍ×102ｃｍ 
■ロット／5枚単位 ■容量／54リットル■ロット／5枚単位 ■容量／54リットル

品番 品番 
ANG22815ANG22815
 AG クラスター  カウントダウン カウントダウン
ニューイヤーズコネクトニューイヤーズコネクト
■サイズ／94ｃｍ×94ｃｍ■サイズ／94ｃｍ×94ｃｍ
■ロット／5枚単位 ■容量／45リットル■ロット／5枚単位 ■容量／45リットル

品番 品番 
NSB00857NSB00857
 NSB L-SHP  ハッピーニューイヤー ハッピーニューイヤー
■サイズ／79ｃｍ■サイズ／79ｃｍ
■ロット／5枚単位 ■容量／21リットル■ロット／5枚単位 ■容量／21リットル

品番 品番 PIN39079PIN39079
 ＭＦ18"  ニューイヤーシップ、シップ、フレイ ニューイヤーシップ、シップ、フレイ
■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル

品番 品番 
ANG27250ANG27250
 AG19"  ハッピーニューイヤー ハッピーニューイヤー
ゴールドスターゴールドスター
■サイズ／45cm■サイズ／45cm
■ロット／5枚単位 ■容量／14リットル■ロット／5枚単位 ■容量／14リットル

品番 品番 
ANG27245ANG27245
 AG18"  ゴールデンニューイヤー ゴールデンニューイヤー
■サイズ／45cm ■サイズ／45cm 
■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル

品番 品番 ANG27253ANG27253
 AG18"  ハッピーニューイヤーシャンパンポップ ハッピーニューイヤーシャンパンポップ
■サイズ／45cm ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル■サイズ／45cm ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル

品番 品番 
ANG29405ANG29405
 AG17"  ハッピーニューイヤー ハッピーニューイヤー
スワールズスワールズ
■サイズ／43cm■サイズ／43cm
■ロット／5枚単位 ■容量／14リットル■ロット／5枚単位 ■容量／14リットル

品番 品番 ANG22846
 AG4"   ハッピーニューイヤーハッピーニューイヤー
スターズスターズ
■サイズ／10cm ■ロット／10枚単位■サイズ／10cm ■ロット／10枚単位

品番 品番 ANG29665
 AG9"  ハッピー ハッピー
ニューイヤーニューイヤースワールズスワールズ
■サイズ／23ｃｍ ■ロット／10枚単位■サイズ／23ｃｍ ■ロット／10枚単位

品番 品番 ANG29666
 AG4"  ハッピー ハッピー
ニューイヤーニューイヤースワールズスワールズ
■サイズ／10ｃｍ ■ロット／10枚単位■サイズ／10ｃｍ ■ロット／10枚単位

品番 品番 
ANG31444ANG31444
 AG L-SHP  ハッピーニューイヤー  ハッピーニューイヤー 
ドットド スター ドットド スター 
■サイズ／  76cm×76ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／  76cm×76ｃｍ ■ロット／5枚単位 

品番 品番 
ANG31443ANG31443
 AG クラスター  ハッピーニューイヤー  ハッピーニューイヤー 
2016 2016 
■サイズ／  81cm×89ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／  81cm×89ｃｍ ■ロット／5枚単位 

品番 品番 ANG31472ANG31472
 AG9”   ハッピーニューイヤー ハッピーニューイヤー 
ゴールド&シルバー ゴールド&シルバー 
コンフェティ コンフェティ 
■サイズ／  23cm ■ロット／10枚単位 ■サイズ／  23cm ■ロット／10枚単位 

品番品番
ANG26ANG2

ここを
たたくと
歌いだす


