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L-SHP　18”　Stick Balloon　Connect Star & Heart　Season L-SHP　18”　Stick Balloon　Connect Star & Heart　SeasonCONVER
コンバー

CONVER
コンバー

リボン・台紙別売　ヘリウムガス対応

表

裏

リボン・台紙別売　ヘリウムガス対応�

COV19762
 COV L-SHP  メイク ア ウィッシュ ケーキ 
ロット／5枚単位　サイズ／57cm×85cm
容量／27リットル

COV19764
 COV L-SHP  プリンセスキャッスル
ロット／5枚単位　サイズ／70cm×94cm
容量／27リットル

COV1995128
 COV L-SHP  
パーティーエクスプロージョン 
ロット／5枚単位　サイズ／73cm×65cm
容量／35リットル

COV1994928
 COV L-SHP  
ビック ケーキバースデー シェイプ 
ロット／5枚単位　サイズ／61cm×78cm
容量／40リットル

COV1995328
 COV L-SHP  
レッツ パーティ! パーティ ハット シェイプ
ロット／5枚単位　サイズ／61cm×84cm
容量／35リットル

COV1995528
 COV L-SHP  トレイン シェイプ 
ロット／5枚単位　サイズ／67cm×70cm
容量／51リットル

COV19470
 COV L-SHP   
カップケーキ 
バースデーウィズハートシェイプ
ロット／5枚単位
サイズ／55cm 
容量／20リットル

COV19177
 COV L-SHP   
ハッピーバースデー  
カップケーキシェイプ
ロット／5枚単位
サイズ／55cm
容量／20リットル

COV19724
 COV L-SHP   
ベイビー 
ボトルボーイ 
ロット／5枚単位
サイズ／28cm×50cm
容量／15リットル

COV19725
 COV L-SHP   
ベイビー 
ボトルガール 
ロット／5枚単位
サイズ／28cm×50cm
容量／15リットル

COV1960618
 COV18"  ハッピーバースデー 
ギフトボックスシェイプ
ロット／5枚単位
サイズ／45cm
容量／15リットル

COV19457
 COV18"  バースデー 
ウィッシュフラワー
ロット／5枚単位
サイズ／45cm
容量／15リットル

COV17969
 COV18"  パターンドスター
ロット／5枚単位
サイズ／45cm
容量／15リットル

COV19277
 COV18"  SVバースデー 
ビッグプレゼント
ロット／5枚単位
サイズ／45cm
容量／15リットル

COV19471
 COV18"  バースデー
カップケーキ
ロット／5枚単位
サイズ／45cm
容量／16リットル

COV15126
 COV18"  ファースト 
バースデーベアー
ロット／5枚単位　サイズ／45cm
容量／15リットル

COV1957218
 COV18"  カラフルスターズ 
バースデージェリービーンズ 
ロット／5枚単位　サイズ／45cm
容量／15リットル

COV19703
 COV18"  バースデー 
リトルスターズホログラフィック
ロット／5枚単位　サイズ／45cm
容量／15リットル

COV1954018
 COV18"  バースデー 
カップケーキホログラフィック
ロット／5枚単位　サイズ／45cm
容量／15リットル

COV19711
 COV18"  バースデー 
ゼブラプリント
ロット／5枚単位　サイズ／45cm
容量／15リットル

COV19541
 COV18"  バースデー 
バルーンズホログラフィック
ロット／5枚単位　サイズ／45cm
容量／15リットル

COV19502
 COV18"  バースデー 
カップケーキズ
ロット／5枚単位　サイズ／45cm
容量／15リットル

COV19455
 COV18"  バースデー 
プリンセス
ロット／5枚単位　サイズ／45cm
容量／15リットル

COV19464
 COV18"  バースデー 
ランドスケープ
ロット／5枚単位　サイズ／45cm
容量／15リットル

COV19193
 COV18"  ハッピーバースデー 
ブラウンフラワー
ロット／5枚単位　サイズ／45cm
容量／15リットル

COV17978
 COV18"  SVプリンセス 
ティアラ
ロット／5枚単位　サイズ／45cm
容量／15リットル

COV17607
 COV18"  ハッピーバースデー  
エクスプロージョン
ロット／5枚単位　サイズ／45cm
容量／15リットル

COV17745
 COV18"   
パーティスマイルバースデー
ロット／5枚単位　サイズ／45cm
容量／15リットル

COV19500
 COV18"  バースデーケーキ  
ジェリービーンズ
ロット／5枚単位　サイズ／45cm
容量／15リットル

COV1961118
 COV18"  ベイビーシューズ  
ブルーシェイプ
ロット／5枚単位　サイズ／45cm
容量／19リットル

COV1961018
 COV18"   
ベイビーガールヘッドシェイプ 
ロット／5枚単位　サイズ／45cm
容量／15リットル

COV1960918
 COV18"   
ベイビーボーイヘッドシェイプ 
ロット／5枚単位　サイズ／45cm
容量／15リットル

COV19729
 COV18"  
ベイビーボーイストーク
ロット／5枚単位　サイズ／45cm
容量／15リットル

COV19730
 COV18"  
ベイビーガールストーク
ロット／5枚単位　サイズ／45cm
容量／15リットル

COV19731
 COV18"   
ビューティフルベイビーボーイ
ロット／5枚単位　サイズ／45cm
容量／15リットル

COV19732
 COV18"   
ビューティフルベイビーガール
ロット／5枚単位　サイズ／45cm
容量／15リットル

COV19976
 COV18"   
フレンチブルドッグシェイプ
ロット／5枚

COV19972
 COV18"  アイラブユー 
ウオーターカラーハーツ
ロット／5枚　サイズ／45cm
容量／15リットル

COV19977
 COV18"  ラブギフト
ロット／5枚　サイズ／28cm×30cm
容量／15リットル

COV1961218
 COV18"  ベイビーシューズ  
ピンクシェイプ
ロット／5枚単位　サイズ／45cm
容量／19リットル

COV19737
 COV18"  ジャストマリッド
ロット／5枚単位　サイズ／45cm
容量／15リットル

COV19524
 COV18"  ハッピー 
アニバーサリーリング
ロット／5枚単位　サイズ／45cm
容量／15リットル

COV19739
 COV18"   
ベストウィッシーズハート
ロット／5枚単位　サイズ／45cm
容量／15リットル

COV19330
 COV18"  アイラブユー 
コネクティッドハーツ 
クリアービュー
ロット／5枚単位　サイズ／45cm
容量／15リットル

COV19560
 COV18"  アイラブユー 
ハーツ&ストライプス
ロット／5枚単位　サイズ／45cm
容量／15リットル

COV19566
 COV18"  アイラブユー 
カップケーキジェリービーンズ
ロット／5枚単位　サイズ／45cm
容量／15リットル

COV19555
 COV18" SHP  アイラブユー 
カップケーキ 
ウィズハートシェイプ
ロット／5枚単位　サイズ／45cm
容量／17リットル

COV15116
 COV L-SHP  
マイファースト 
バースデーシェイプ 
ロット／5枚単位　
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※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。

　 　

103 104

L-SHP　18”　Stick Balloon　Connect Star & Heart　Season L-SHP　18”　Stick Balloon　Connect Star & Heart　Season CONVER
コンバー

Connect Star & Heart  コネクトスター&ハート

Season  シーズン 

リボン・台紙別売　ヘリウムガス対応

CONVER
コンバー

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�

表

裏

COV19746
 COV ミニSHP  
バースデーケーキ
ロット／10枚単位
サイズ／26cm×27cm 
※充填不可 ※シール止め不可
★スティック不要逆止弁付タイプ

COV19747
 COV ミニSHP   
バースデープレゼント
ロット／10枚単位　サイズ／35cm
※充填不可 ※シール止め不可
★スティック不要逆止弁付タイプ

COV17830
 COV ミニSHP   
スマイリー 
パーティハット
ロット／10枚単位
サイズ／35cm 

COV19174
 COV4"  アニバーサリー 
パターンドスター
ロット／10枚単位　サイズ／10cm

COV17915
 COV4"  スマイリー 
フェイススター
ロット／10枚単位　サイズ／10cm

COV19755
 COV ミニSHP   
ベイビーボトルガール
ロット／10枚単位
サイズ／16cm×29cm
※充填不可 ※シール止め不可
★ スティック不要逆止弁付タイプ

COV19756
 COV ミニSHP   
ベイビーストローラーボーイ
ロット／10枚単位
サイズ／25cm×30cm 
※充填不可 ※シール止め不可
★ スティック不要逆止弁付タイプ

COV19748
 COV ミニSHP   
プリンセスキャッスル
ロット／10枚単位
サイズ／26cm×29cm 
※充填不可 ※シール止め不可
★スティック不要逆止弁付タイプ

COV19757
 COV ミニSHP   
ベイビーストローラーガール
ロット／10枚単位
サイズ／25cm×30cm
※充填不可 ※シール止め不可
★ スティック不要逆止弁付タイプ

COV34996
 COV ミニSHP  スマイリー 
フロールブランカ
ロット／10枚単位　サイズ／35cm

COV19754
 COV ミニSHP   
ベイビーボトルボーイ
ロット／10枚単位
サイズ／16cm×29cm
※充填不可 ※シール止め不可
★ スティック不要逆止弁付タイプ

COV19179
 COV4"  ハッピーバースデー 
パーティ
ロット／10枚単位　サイズ／10cm

COV17402
 COV4"   
フェスティブバルーンズ 
ハッピーバースデー
ロット／10枚単位　サイズ／10cm

COV34993
 COV ミニSHP  スマイリー 
フロールローハ
ロット／10枚単位　サイズ／35cm

COV34592
 COV9"  ラブギフト
ロット／10枚　サイズ／23cm

COV34705
 COV4"  クラッシックローズ
ロット／10枚　サイズ／10cm

COV19749
 COV ミニSHP   
フェアリーミニシェイプ
ロット／10枚単位　サイズ／35cm
※充填不可 ※シール止め不可
★ スティック不要逆止弁付タイプ

COV17806
 COV4"  アイラブユー 
ストライプスアンドハーツレッド
ロット／10枚単位　サイズ／10cm

COV19171
 COV4"  ベイビーボトル 
ボーイ
ロット／10枚単位　サイズ／10cm

COV19394
 COV4"  アイラブユー 
ランゲージーズ
ロット／10枚単位 　サイズ／10cm

COV19172
 COV4"  ベイビーボトル 
ガール
ロット／10枚単位　サイズ／10cm

COV19726
 COV4"  
ベイビーボーイジャングル
ロット／10枚単位　サイズ／10cm

COV19727
 COV4"  
ベイビーガールジャングル
ロット／10枚単位　サイズ／10cm 

COV1784714
 COV14"  アイラブユー 
ラッフルドハートピンク
ロット／10枚単位　サイズ／35cm 

COV8117309
 COV9"   
バレンタインズドッツ
ロット／10枚単位　サイズ／23cm

COV8117304
 COV4"  
バレンタインズドッツ
ロット／10枚単位　サイズ／10cm

COV1917509
 COV9"  ハッピーバースデー 
フレッシュ
ロット／10枚単位　サイズ／23cm 

COV17780
 COV9"  パーティスマイル 
バースデー
ロット／10枚単位　サイズ／23cm 

COV17645
 COV9"  ハッピーバースデー 
エクスプロージョン
ロット／10枚単位　サイズ／23cm 

COV17774
 COV9"  ベイビーボーイ  
ストロール
ロット／10枚単位　サイズ／23cm 

COV17776
 COV9"  ベイビーガール  
ストロール
ロット／10枚単位　サイズ／23cm 

COV19102
 COV6"   
コネクトハート（5連ハート）マゼンタ
ロット／1組単位　サイズ／90cm×16cm

COV19103
 COV6"   
コネクトスター（5連スター）ゴールド
ロット／1組単位　サイズ／95cm×18cm

COV19100
 COV6"   
コネクトハート（5連）レッド
ロット／1組単位　サイズ／90cm×16cm

COV19101
 COV6"   
コネクトスター（5連）ブルー
ロット／1組単位　サイズ／95cm×18cm

COV89087
 COV L-SHP  サンタクリスマスシェイプ
ロット／5枚　サイズ／42cm×65cm
容量／50リットル

COV89061
 COV L-SHP  ジンジャーブレッドハウス
ロット／5枚　サイズ／45cm×55cm
容量／63リットル

COV89127
 COV18"  
ギフトボックスシェイプ
ロット／5枚　サイズ／28cm×30cm
容量／20リットル

COV89118
 COV18"  スノーマンシェイプ
ロット／5枚　サイズ／27cm×38cm
容量／20リットル

COV89098
 COV18"  クリスマススノーベル 
クリアビューシェイプ
ロット／5枚　サイズ／30cm×35cm
容量／20リットル

COV89096
 COV18"  サンタレインディア
ロット／5枚　サイズ／45cm
容量／15リットル

COV84217
 COV18"  マザーズデー 
コーラルガーベラ
ロット／5枚　サイズ／45cm
容量／15リットル

COV82060
 COV18"  セントパトリックデー
シャムロック
ロット／5枚　サイズ／45cm
容量／15リットル

COV88118
 COV18"  
グリーンモンスターシェイプ  
ロット／5枚　サイズ／26cm×35cm
容量／20リットル

COV88101
 COV18"  パンプキンシェイプ
ロット／5枚　サイズ／31cm×35cm
容量／20リットル

COV88107
 COV18" 
パンプキンフェイスネオン 
ロット／5枚　サイズ／45cm
容量／15リットル

COV88121
 COV18"  パンプキン
ロット／5枚　サイズ／45cm
容量／15リットル

COV89121
 COV9"  ピースアンドラブクリスマス
ロット／10枚　サイズ／23cm

COV89058
 COV9"  ファニーサンタ
ロット／10枚　サイズ／23cm

COV19304
 COV18"   
イエロースマイリースター
ロット／5枚単位　サイズ／45cm
容量／15リットル

COV15094
 COV ミニSHP   
バースデーブライトカップ
ケーキシェイプ
ロット／10枚単位

COV15074
 COV4"  スマイリーボーイ
ロット／10枚単位　サイズ／10cm

COV15075
 COV4"  スマイリーガール
ロット／10枚単位　サイズ／10cm

COV15057
 COV4"  ハッピーバースデー
トゥーユースター
ロット／10枚単位　サイズ／10cm

COV19305
 COV18"   
レッドスマイリースター
ロット／5枚単位　サイズ／45cm
容量／15リットル

COV19306
 COV18"   
グリーンスマイリースター
ロット／5枚単位　サイズ／45cm
容量／15リットル

COV19307
 COV18"   
ホットピンクスマイリースター
ロット／5枚単位　サイズ／45cm
容量／15リットル

COV19211
 COV ミニSHP  
マイクロフォンプリンセス
ロット／10枚単位
サイズ／35cm
※充填不可 ※シール止め不可
★ スティック不要逆止弁付タイプ
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