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DICOM20913
ポケットモンスターXY 
お祭りピカチュウ

DICOM29652
アンパンマン

DICOM20010
ショクパンマン

DICOM29653
ばいきんまん

DICOM20012
カレーパンマン

DICOM29654
メロンパンナ

DICOM29655
ドキンちゃん

DICOM20665
コキンちゃん

DICOM20666
あかちゃんまん

DICOM20525
ドラえもん

DICOM20526
ドラミ

DICOM20549
リラックマ

DICOM20833
コリラックマ

DICOM20574
ミッキーマウス

DICOM20575
ミニーマウス

DICOM20510
トーマス

DICOM20824
モンスターズユニバーシティ
サリー

ロット

6枚

DICOM20013
ロールパンナ

キャラクターおめん

DICOM20847
妖怪ウォッチ ジバニャン

DICOM20929
妖怪ウォッチ USAピョン

DICOM20888
妖怪ウォッチ ワルニャン

DICOM21039
宇宙戦隊キュウレンジャー
シシレッド

DICOM21040
宇宙戦隊キュウレンジャー
オオカミブルー

DICOM21041
宇宙戦隊キュウレンジャー
オウシブラック

DICOM21042
宇宙戦隊キュウレンジャー
カメレオングリーン

DICOM21043
宇宙戦隊キュウレンジャー
カジキイエロー 

DICOM21044
宇宙戦隊キュウレンジャー
ワシピンク

DICOM21045
宇宙戦隊キュウレンジャー
サソリオレンジ

DICOM21046
宇宙戦隊キュウレンジャー
ヘビツカイシルバー

DICOM21047
宇宙戦隊キュウレンジャー
テンビンゴールド

DICOM21002
仮面ライダーエグゼイド
仮面ライダーエグゼイド

DICOM21003
仮面ライダーエグゼイド
仮面ライダーブレイブ 
（クエストゲーマーレベル2）

DICOM21026
キラキラ☆プリキュアアラモード
キュアジェラート

DICOM21027
キラキラ☆プリキュアアラモード
キュアカスタード

DICOM21028
キラキラ☆プリキュアアラモード
キュアマカロン

DICOM21029
キラキラ☆プリキュアアラモード
キュアショコラ

DICOM21030
キラキラ☆プリキュアアラモード
ペコリン

DICOM21021
ポケットモンスター サン＆ムーン
アシマリ

DICOM21022
ポケットモンスター サン＆ムーン
イワンコ

DICOM21020
ポケットモンスター サン＆ムーン
ニャビー

DICOM21019
ポケットモンスター サン＆ムーン
モクロー

DICOM20998
プリパラ2016シーズン ジュリィ

DICOM20988
プリパラ3期 真中らぁら

DICOM21031
スーパーマリオ　マリオ

DICOM21032
スーパーマリオ　ルイージ

DICOM21034
スーパーマリオ　ピーチ

DICOM20932
ドラゴンボール超
超サイヤ人ゴッド
超サイヤ人孫悟空

DICOM20968
アイカツスターズ！ 白鳥ひめ

DICOM20974
アイカツスターズ！ 虹野ゆめ

DICOM20975
リルリルフェアリル りっぷ

DICOM20976
リルリルフェアリル ひまわり

DICOM20977
リルリルフェアリル すみれ

DICOM20978
リルリルフェアリル ローズ

DICOM20940
妖怪ウォッチ ウィスパー

DICOM21012
仮面ライダーエグゼイド
仮面ライダースナイプ 
（シューティングゲーマーレベル2）

DICOM21037
仮面ライダーエグゼイド
仮面ライダーレーザー
（チャンバラバイクゲーマーレベル3）

DICOM21038
仮面ライダーエグゼイド
仮面ライダーゲンム
（アクションゲーマーレベル2）

DICOM21048
仮面ライダーエグゼイド
仮面ライダーパラドクス　
ファイターゲーマー

DICOM21049
仮面ライダーエグゼイド
仮面ライダーパラドクス　
パズルゲーマー

DICOM21025
キラキラ☆プリキュアアラモード
キュアホイップ

DICOM20856
妖怪ウォッチ コマさん

DICOM21023
ポケットモンスター サン＆ムーン
ピカチュウ
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DICOM20806
レオレオれーるうえい シュッシュ

DICOM20807
レオレオれーるうえい ポッポ

DICOM20730
チャギントン ウィルソン

DICOM20731
チャギントン ブルースター

ITOOM62488
ピアノちゃん

ITOOM62285
ジュエルペット ルーア

ITOOM62487
ジュエルペット ルナ

ITOOM62470
ぐでたま

ITOOM62472
ジュエルペット ラリマー

DICOM20461
初代ウルトラマン

DICOM20462
ウルトラセブン

DICOM20463
ウルトラマンタロウ

DICOM20567
ショッカー戦闘員

DICOM20585
仮面ライダー1号

DICOM20586
仮面ライダーV3

ITOOM61743
ジュエルペット ガーネット

ITOOM61745
ジュエルペット サフィー

ITOOM61742
ジュエルペット チャロット

ITOOM61995
ジュエルペット グラナイト

ITOOM61746
ジュエルペット ラブラ

ITOOM61741
ジュエルペット エンジェラ

ITOOM62023
ジュエルペット ローサ

ITOOM60654
加トちゃん

DICOM20798
たまごっち！ みらいっち

DICOM20799
たまごっち！ くるるっち

ロット

6枚

ITOOM60660
ハローキティ（2色アソート）

ITOOM62298
ペイント花キティ（2色アソート）

ITOOM62471
だるまキティ（2色アソート）

ITOOM60662
おまつりキティ（２色アソート）

ITOOM61620
盛りキティ

ITOOM62181
ネオンキティ（3色アソート）

ITOOM60663
パンダキティ（３色アソート）

ITOOM61923
ビッグリボンキティ（2色アソート）

ITOOM60715
プリンセスキティ（2色アソート）

ITOOM61824
風車おめん ハローキティ
（2色アソート）
※風車は別途取付が必要です。※風車は別途取付が必要です。

ITOOM61825
風車おめん マイメロディ
（2色アソート）
※風車は別途取付が必要です。※風車は別途取付が必要です。

ITOOM61912
ハートマイメロディ（２色アソート）

ITOOM61940
ポムポムプリン

ITOOM62233
ぼんぼんりぼん

DICOM20939
ねば～る君

ITOOM62486
マイメロディ ティアラ

DICOM20967
カミワザワンダ ワンダ

ITOOM62808
かんざしキティ

ITOOM62973
サングラスキティ

ITOOM62957
ハミングミント

ITOOM62958
シナモロール

ITOOM62974
めろぉ

ITOOM62976
お祭りララ

ITOOM62977
ララ

ITOOM62978
てのりぐま

ITOOM62979
おまつりケロッピ

ITOOM62980
ウサハナ

ITOOM62975
リボンマイメロディ

DICOM20992
ヘボット

DICOM20985
ガラピコぷ～ ガラピコ

DICOM20983
ガラピコぷ～ チョロミー

DICOM20984
ガラピコぷ～ ムームー

DICOM21000
がんばれ！ルルロロ ルル

DICOM21001
がんばれ！ルルロロ ロロ

DICOM20990
タイムボカン24 トキオ

DICOM21007
デジモンユニバース
アプリモンスターズ ガッチモン

DICOM20732
チャギントン ココ

DICOM20861
紙兎ロペ ロペ

DICOM20862
紙兎ロペ アキラ先輩

DICOM20962
クラフトホリック SLOTH(スロース) 

DICOM20961
クラフトホリックRAB(ラブ)

coming
soon
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民芸おめん

でこめん　手のひらサイズのかわいいお面

おめん

豆おめん

かつら

DICOM90260
小面（パッケージタイプ）

DICOM90257
真田モデル（パッケージタイプ）

DICOM90256
伊達モデル（パッケージタイプ）

DICOM90259
般若（パッケージタイプ）

DICOM90285
天狗（パッケージタイプ）

DICOM90284
筋隈（パッケージタイプ）

DICOM90258
狐（パッケージタイプ）

ロット

1枚

ITOOM60679
ひょっとこ

ITOOM60677
おかめ

ITOOM60681
赤オニ

ITOOM61668
青オニ

ITOOM60682
豆オニ（赤）

ITOOM60678
豆おかめ

ITOOM60680
天狗

ITOOM60683
えびす（２色アソート）

ITOOM60684
だいこく

ITOOM60686
透明マスク　男

ITOOM60687
透明マスク　女

ITOOM60688
ゴールドマスク　男

ITOOM60689
ゴールドマスク　女

ITOOM60690
シルバーマスク　男

ITOOM60691
シルバーマスク　女

DICOM20979
狐面（花模様/黒）(パッケージタイプ)

DICOM20963
阿形（金）(パッケージタイプ)

DICOM20964
吽形（金）(パッケージタイプ)

DICOM20986
阿形（青銅色）(パッケージタイプ)

DICOM20987
吽形（青銅色）(パッケージタイプ)

DICOM21013
天狐 （パッケージタイプ）

DICOM21015
般若（赤）（パッケージタイプ）

ITOOM62983
桃太郎

ITOOM62981
おわらい

ENAOM62190
でこめん ジュエルペットルビー

ENAOM62191
でこめん ジュエルペットローサ

ITOOM62192
でこめん くまモン

ENAOM61924
でこめん キラキラマイメロディ
（2色アソート）

ENAOM61925
でこめん  水玉リボンキティ
（4色アソート）

ロット

10枚

ロット

6枚

ロット

25枚

ITOOM60692
侍（特大）かつら

ITOOM60693
舞妓かつら

ITOOM60694
毛付きはげかつら

ITOOM60695
すだれはげかつら

ITOOM60696
すもうかつら

ITOOM61666
お花見かつら

ITOOM62770
小次郎かつら

ITOOM62982
桃太郎かつら

ロット

6枚

DICOM20899
なまはげ（赤）（パッケージタイプ）

DICOM20901
なまはげ（青・パッケージタイプ）

DICOM90286
大仏（パッケージタイプ）
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