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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� ※CTI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。

チョークでメッセージが書き込めます

CTI34053
 CTI L-SHP  パステルファースト バースデー
ロット／5枚単位　サイズ／78cm　容量／39リットル

CTI434138
 CTI クラスター  バースデーパステルフラワー
ロット／5枚単位　サイズ／80cm×48cm　容量／30リットル

CTI434164
 CTI L-SHP  
ハッピー バースデー 
プリンセス
ロット／5枚単位
サイズ／60cm　 
容量／20リットル

CTI834137
 CTI クラスター   
ストライプウィズスターズ
ロット／5枚単位
サイズ／83cm×55cm　　 
容量／27リットル

CTI34098
 CTI L-SHP  スナリーモーターサイクル
ロット／5枚単位　サイズ／130cm　容量／30リットル

CTI34225
 CTI L-SHP  ファイヤートラック
ロット／5枚単位　サイズ／75cm　容量／37リットル

CTI434236
 CTI L-SHP  ホワイト バースデー ケーキ
ロット／5枚単位　サイズ／40ｃｍ×52.5ｃｍ　
容量／19リットル

CTI434070
 CTI L-SHP  HBDケーキ キャンドルズ
ロット／5枚単位　サイズ／40.5ｃｍ×52.5ｃｍ
容量／19リットル

CTI434140
 CTI L-SHP  
コングラチュ 
レイションズ 
シャンペーンボトル
ロット／5枚単位
サイズ／30ｃｍ×87ｃｍ　
容量／22リットル

CTI414095
 CTI ミドルSHP  
スウィート カップケーキ
ロット／5枚単位　サイズ／49ｃｍ×55ｃｍ 
容量／14リットル

CTI434324
 CTI ミドルSHP  
アイラブユー  
ブーケ ロージーズ
ロット／5枚単位　サイズ／44ｃｍ×53ｃｍ 
容量／14リットル

CTI434209
 CTI ミドルSHP  
HBDスマイリー 
フェイス イン ハット
ロット／5枚単位
サイズ／36.5ｃｍ×61.5ｃｍ　
容量／17リットル

CTI434107
 CTI ミドルSHP  
バースデー ベアー
ロット／5枚単位
サイズ／40.5ｃｍ×53ｃｍ　
容量／20リットル

CTI414616
 CTI ミドルSHP  
ハッピーバースデー 
パーティ ハット
ロット／5枚単位　サイズ／48ｃｍ×57.4ｃｍ　　
容量／18リットル

CTI414367
 CTI ミドルSHP  
HBDバルーン  
サプライズ
ロット／5枚単位　サイズ／38ｃｍ×46.5ｃｍ　
容量／14リットル

CTI234015
 CTI L-SHP  アイラブユーファンシー 
スワリーハーツハートウィズラッフル
ロット／5枚単位　サイズ／78cm×72cm　 
容量／35リットル

CTI114863
 CTI17"  ピンキッシュバースデー
ロット／5枚単位　サイズ／42.5cm　
容量／13リットル

CTI114730
 CTI17"  ハッピーバースデーブルー
ロット／5枚単位　サイズ／42.5cm　
容量／13リットル

CTI114723
 CTI17"  ハッピーバースデーピンク
ロット／5枚単位　サイズ／42.5cm　
容量／13リットル

CTI214103
 CTI17"   
バースデー イエロー フローラル
ロット／5枚単位　サイズ／42.5cm　
容量／13リットル

CTI114496
 CTI17"  ハッピーバースデー  
ケーキ&スターズ
ロット／5枚単位　サイズ／42.5cm　
容量／13リットル

CTI114363
 CTI17"  
パステル ファースト バースデー
ロット／5枚単位　サイズ／42.5cm　 
容量／13リットル

CTI114341
 CTI17"  
ハッピーバースデー スマイリー
ロット／5枚単位　サイズ／42.5cm　 
容量／13リットル

CTI114157
 CTI17"  
ハッピーバースデーカップケーキ
ロット／5枚単位　サイズ／42.5cm　 
容量／13リットル

CTI114608
 CTI17"  ハッピーバースデー
パーティハット&ホーン
ロット／5枚単位　サイズ／42.5cm　 
容量／13リットル

CTI114381
 CTI17"   
チーター プリンセス クラウン
ロット／5枚単位　サイズ／42.5cm　
容量／13リットル

CTI214552
 CTI17"  ウエディング 
ウィッシーズ ベルズ
ロット／5枚単位　サイズ／42.5cm　
容量／13リットル

CTI214476
 CTI17"  
ハッピーアニバーサリー
ロット／5枚単位　サイズ／42.5cm　
容量／13リットル

CTI214287
 CTI17"  
ジャスト マリッド ダブス
ロット／5枚単位　サイズ／42.5cm　
容量／13リットル

CTI114549
 CTI17"  
ブライダル シャワー
ロット／5枚単位　サイズ／42.5cm　
容量／13リットル

CTI414020
 CTI ミドルSHP   
バースデーブルー カップケーキ
ロット／5枚単位　サイズ／56cm×47cm 
容量／14リットル

CTI414019
 CTI ミドルSHP   
バースデーピンク カップケーキ
ロット／5枚単位　サイズ／56cm×47cm 
容量／14リットル

CTI414451
 CTI18"ＳＨＰ  
フラワーズ＆バタフライズ
ロット／5枚単位　サイズ／45cm　
容量／15リットル

CTI114719
 CTI18"   
ハッピー バースデー  
コンフェティ
ロット／5枚単位　サイズ／45cm　
容量／15リットル

CTI214104
 CTI18"  アニバーサリー 
シューティングハート
ロット／5枚単位　サイズ／45cm　 
容量／15リットル

CTI414913
 CTI17"   
チョークボードコンフェティボーダー 
ロット／5枚単位　サイズ／42cm　
容量／13リットル
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CTI147121
 CTI18"  レッド ボックス 
ハートパターンダズルーン
ロット／5枚単位　サイズ／45cm　 
容量／15リットル

CTI214291
 CTI18"  ホットピンクウィズ 
ホワイトポルカドット
ロット／5枚単位　サイズ／45cm　 
容量／15リットル

CTI214016
 CTI18"  ピンクポルカドット
ロット／5枚単位　サイズ／45cm　 
容量／15リットル

CTI214017
 CTI18"  レッドポルカドット
ロット／5枚単位　サイズ／45cm　 
容量／15リットル

CTI214819
 CTI18"  ハート 
ブロックパターン
ロット／5枚単位　サイズ／45cm　 
容量／15リットル

CTI214015
 CTI18"  ピンク 
スマイリーハート
ロット／5枚単位　サイズ／45cm　 
容量／15リットル

CTI214290
 CTI18"  ハッピーバレンタインズデー 
ピンクポルカドット
ロット／5枚単位　サイズ／45cm　
容量／15リットル

CTI214820
 CTI18"  カラフル 
ハートパターンクリア
ロット／5枚単位　サイズ／45cm　 
容量／15リットル

CTI424028
 CTI ミニSHP   
ハッピーバースデー 
カップケーキ
ロット／10枚単位 
サイズ／22ｃｍ×25ｃｍ

CTI424070
 CTI ミニSHP   
バースデー ケーキ 
キャンドルズ
ロット／10枚単位 
サイズ／21ｃｍ×23ｃｍ

CTI124608
 CTI9"  ハッピーバースデー  
パーティ ハット&ホーン
ロット／10枚単位　サイズ／23ｃｍ

CTI124719
 CTI9"  ハッピー バースデー  
コンフェティ
ロット／10枚単位　サイズ／23ｃｍ

CTI224561
 CTI9" ビューティフル 
ベイビー ガール
ロット／10枚単位　サイズ／23ｃｍ

CTI824562
 CTI9"  ニュー ベイビー サン
ロット／10枚単位　サイズ／23ｃｍ

CTI244561
 CTI4.5"  ビューティフル  
ベイビー ガール
ロット／10枚単位　サイズ／12ｃｍ

CTI844562
 CTI4.5"  ニュー ベイビー 
サン
ロット／10枚単位　サイズ／12ｃｍ

CTI124497
 CTI9"   ハッピーバースデー 
プリンセス
ロット／10枚単位　サイズ／23cm

CTI215706
 CTI18"  アイラブユー 
ウォーターカラー
ロット／5枚単位　サイズ／45cm　 
容量／15リットル

CTI214704
 CTI18"  ラブユー 
ピンクポルカドット
ロット／5枚単位　サイズ／45cm　 
容量／15リットル

CTI214028
 CTI17"  パウダーブルー 
ウィズホワイトポルカドット 
ロット／5枚単位　サイズ／42cm　 
容量／13リットル

CTI424212
 CTI ミニSHP  イエロー 
デイジー
ロット／10枚単位　サイズ／25ｃｍ

CTI424213
 CTI ミニSHP  ラベンダー 
デイジー
ロット／10枚単位　サイズ／25ｃｍ

CTI424214
 CTI ミニSHP  ブルー 
デイジー
ロット／10枚単位　サイズ／25ｃｍ

CTI434026
 CTI L-SHP  
ホリデイクリスマス ツリー 
ロット／5枚単位　サイズ／51cm×63cm　
容量／18リットル

CTI815116
 CTI18”  サンタ スター 
ロット／5枚単位　サイズ／45ｃｍ　
容量／15リットル

CTI114018
 CTI18”  メリー クリスマス  
ツリーズ 
ロット／5枚単位　サイズ／45ｃｍ　
容量／15リットル

CTI324022
 CTI ミニSHP   
ホリデイ ペンギン 
ロット／10枚単位　サイズ／23ｃｍ

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

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

CTI424045
 CTI ミニSHP   
ブー ゴースティー
ロット／10枚単位　サイズ／28ｃｍ

CTI224057
 CTI ミニSHP  アイラブユー 
ゼブラハーツラッフル
ロット／10枚単位　サイズ／35cm

CTI224015
 CTI9"  ピンク 
スマイリーハート
ロット／10枚単位　サイズ／23cm

CTI224016
 CTI9"  ピンクポルカドット
ロット／10枚単位　サイズ／23cm

CTI224071
 CTI9"  レッドポルカドット
ロット／10枚単位　サイズ／23cm

CTI434385
 CTI L-SHP  
ハッピーマザーズデーフラワード＆ハーツ
ロット／5枚単位　サイズ／87cm　容量／34リットル

CTI234056
 CTI L-SHP  ハッピーバレンタインズデー 
ゼブラハーツラッフル
ロット／5枚単位　サイズ／80cm　容量／34リットル

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

CTI214525
 CTI18"  ハッピー マザーズデー 
フラワードハーツ
ロット／5枚単位　サイズ／45cm
容量／15リットル

CTI224176
 CTI9"   
スマイリーキッシーフェイス
ロット／10枚単位　サイズ／23cm

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

CTI424913
 CTI9"  チョークボード 
コンフェティボーダー 
ロット／10枚単位　サイズ／23cm

CTI414658
 CTI18"  スマイリー フェイス 
フラワーシェイプ
ロット／5枚単位　サイズ／45ｃｍ
容量／14リットル

CTI114287
 CTI17"  ベイビー  
シャワームーン & スターズ
ロット／5枚単位　サイズ／42.5cm
容量／13リットル

CTI214378
 CTI17"  ベイビー  
シャワークオドランツ
ロット／5枚単位　サイズ／42.5cm
容量／13リットル

CTI116289
 CTI17" コングラッツ  
シャンペーンバブルズ
ロット／5枚単位　サイズ／42.5cm
容量／13リットル

CTI214447
 CTI17"  
プロミス､ホープ､キュアー
ロット／5枚単位　サイズ／42.5cm
容量／13リットル
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