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水風船　水鉄砲　ビーチグッズ　花火サマーグッズ

●在庫等は季節等によって変更します。ご発注の際に事前にご連絡頂けると幸いです。都合により、予告なくデザイン等を変更する場合があります。

光りもの　台紙玩具　台紙シャボン玉　シャボン玉　低単価玩具L　低単価玩具M　低単価玩具S
ガチャコロ倶楽部　カプセル景品　玩具その他

景品玩具

噴出花火

打上花火

連発花火 手持花火
光りもの玩具に関する注意点

MRKHB12066
7変化
ロット／1個　本体サイズ／11.5×6×6cm

ONDHB04444
5m＆30秒噴出セット
ロット／1個　本体サイズ／21×11×5cm

ONDHB04441
夏まつり
ロット／1個
本体サイズ／23×7.2×7.2cm

WMYHB40047
焚昇ニューゴールド
スパークラーミニ
ロット／50本
Pサイズ／24×4.5×2cm

ルミカライト グロースティック

ルミカライト ブレスレット

ロット／25本入
本体サイズ／Φ1.5×18cm
※お買い得な業務用の為、
　個別包装はされていません。

6インチレギュラー25
LUMFL35058　グリーン
LUMFL35059　ブルー
LUMFL35060　ピンク
LUMFL35061　オレンジ
LUMFL35062　イエロー

ロット／50本入　本体サイズ／Φ0.6×20cm
※お買い得な業務用の為、個別包装はされていません。

ブレスレット50
LUMFL30314　グリーン
LUMFL30315　ブルー
LUMFL30317　ピンク
LUMFL30316　オレンジ
LUMFL30353　イエロー

ロット／12個
本体サイズ／Φ1.5×18cm
※オレンジのみ発光時間は約5分となります

ルミカライト大閃光アーク
LUMFL35131　レッド
LUMFL35127　ブルー
LUMFL35130　イエロー
LUMFL35126　グリーン
LUMFL35128　ピンク
LUMFL35132　ホワイト
LUMFL35129　オレンジ25本単位で色を

ご指定ください

電池不要　
発光時間／
GR・OR・YE10～12時間
BL・PK6～8時間

発光時間約15分
!

※オレンジのみ発
光時間は約5分と

なります

光が強い発光体！

光り物商品は光らないなどの不良品が発生することがございます。不良品を考慮した上での
販売価格となっておりますので、不良返品、交換などはお受けしかねます。ご了承のうえご購入お願い致します。注意

WMYHB82160
蝶すごい
ロット／1個　サイズ／14×17×5.5cm

WMYHB71614
暴れるローリング
ロット／1個　サイズ／14×8.5×8.5cm

WMYHB00052
金冠No.500
ロット／1個
サイズ／28×8×8cm

WMYHB71604
激・笛（GEKITEKI）No.800
ロット／1個
サイズ／10×28×10cm

WMYHB03558
爆雷No.1200
ロット／1個
サイズ／27×10×10cm

ONDHB04317
極爍40連
ロット／1個
サイズ／27×10×10cm

WMYHB50004
(新)噴火連発No.600
ロット／1個
本体サイズ／22×10×10cm

LUMFL35141
ブレスレット
10色アソート
ロット／12個
本体サイズ／Φ0.6×20cm

LUMFL30999
レインボーブレスレット
ロット／50本　
Pサイズ／25×6.5×5cm
本体サイズ／Φ0.6×20cm

アイコンの解説

庭先向け花火 飛ぶ花火
打上花火
（打上花火・
パラシュート）

線香花火 手持ち花火
（ススキ・
スパーク・絵型）

連発花火回転花火
（地上回転・
糸付回転）

手持ち吹出 飛翔花火
（ロケット・
回転上昇）

噴出花火

各アイコンの示している花火の種類は以下の通りです。花火セットに入っている花火がひとめでわかります。

10色アソート
・グリーン
・ブルー
・ピンク
・オレンジ
・イエロー
・レッド
・ホワイト
・バイオレット
・ビビッドピンク
・ペパーミントグリーン

LUMFL31000
光るブレスレット3本入
ロット／50パック
本体サイズ／Φ0.6×20cm

50本単位で
色をご指定
ください

電池不要　
発光時間
4～6時間

電池不要　
発光時間
4～6時間
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光りもの　台紙玩具　台紙シャボン玉　シャボン玉　低単価玩具L　低単価玩具M　低単価玩具S
ガチャコロ倶楽部　カプセル景品　玩具その他

景品玩具 光りもの　台紙玩具　台紙シャボン玉　シャボン玉　低単価玩具L　低単価玩具M　低単価玩具S
ガチャコロ倶楽部　カプセル景品　玩具その他

景品玩具

●在庫等は季節等によって変更します。ご発注の際に事前にご連絡頂けると幸いです。都合により、予告なくデザイン等を変更する場合があります。

低単価光りもの玩具Ｌ

低単価光りもの玩具M

光りものその他

OISFL21616
フラッシュサウンドソード
ロット／12個　本体サイズ／46.5×8×4cm
2色アソート

OISFL21628
光るメロディスティック
ロット／6個
本体サイズ／45×8×3cm

OISFL11486
フラッシュダイヤマウスペンダント
ロット／36個
本体サイズ／5×5.5×2.5cm
4色アソート 3色ライト

OISFL11483
フラッシュダイヤスターペンダント
ロット／36個
本体サイズ／6×6×2cm
4色アソート 3色ライト

OISFL11028
フラッシュフラワーリング
ロット／36個
本体サイズ／4.5×3×3cm
4色アソート 3色ライト

OISFL11626
光るダイヤゆびわ
ロット／36個
本体サイズ／約4×3.5×3.5cm
4色×3型アソート

OISFL11757
光るミニハリネズミヨーヨー
ロット／30個
本体サイズ／Φ約4.5cm
6色アソート

KISFL61246
フラッシュポンポンボールヨーヨー（中）
ロット／24個
本体サイズ／Φ約8cm（毛含む）
6色アソート

OISFL21296
フラッシュヘアーピン
ロット／12個
本体サイズ／Φ6cm
3色×2型アソート

OISFL21193
フラッシュプリズムスティック
ロット／12個
本体サイズ／Φ3×48.5cm
4色アソート

OISFL21669
光るパチパチハンド
ロット／12個
本体サイズ／23.5×11×3cm

OISFL21596
光るうちわ(花火)
ロット／12個
本体サイズ／26×15×1.5cm
4色アソート

OISFL21783
フラッシュブレイブソード
ロット／12個
本体サイズ／33×8×2.5cm
4色アソート

電池付属
（交換不可）

スイッチ
式

電池付属
（交換可能）

スイッチ
式

電池付属
（交換不可）

電池付属
（交換不可）

スイッチ
式

衝撃で光る
！

衝撃で光る
！

ヒモまで
光る

動物のペ
ンダントで

す。ヒモまで
光る

動物のペ
ンダントで

す。

衝撃で光る
！

衝撃で光る
！

衝撃で光る
！

衝撃で光る
！

衝撃で光る
！

衝撃で光る
！

衝撃で光る
！

衝撃で光る
！

光り物商品は光らないなどの不良品が発生することがございます。不良品を考慮した上での
販売価格となっておりますので、不良返品、交換などはお受けしかねます。ご了承のうえご購入お願い致します。注意 光り物商品は光らないなどの不良品が発生することがございます。不良品を考慮した上での

販売価格となっておりますので、不良返品、交換などはお受けしかねます。ご了承のうえご購入お願い致します。注意

3パターン
の光！

3パターン
の光！

3パターン
の光！

3パターン
の光！

3パターン
の光！

3パターン
の光！

3パターン
の光！

3パターン
の光！

3パターン
の光！

3パターン
の光！

3パターン
の光！

3パターン
の光！

3パターン
の光！

3パターン
の光！

こすると
光る

こすると
光る

電池付属
（交換不可）

スイッチ
式

電池付属
（交換不可）

スイッチ
式

電池付属
（交換不可）

スイッチ
式

電池付属
（交換不可）

スイッチ
式

電池付属
（交換不可）

スイッチ
式

電池付属
（交換不可）

スイッチ
式

電池付属
（交換不可）

スイッチ
式

電池付属
（交換不可）

スイッチ
式

電池付属
（交換不可）

スイッチ
式

電池付属
（交換不可）

電池付属
（交換不可）

衝撃で光る
！

衝撃で光る
！

サウンド搭
載

サウンド搭
載

電池付属
（交換不可）

スイッチ
式

電池付属
（交換不可）

スイッチ
式

電池付属
（交換不可）

スイッチ
式

電池付属
（交換不可）

スイッチ
式

電池付属
（交換不可）

スイッチ
式

電池付属
（交換不可）

スイッチ
式

3パター
ンの

光！
3パター

ンの

光！
3パター

ンの

光！
3パター

ンの

光！
3パター

ンの

光！
3パター

ンの

光！
3パター

ンの

光！
3パター

ンの

光！

6パター
ンの光！

6パター
ンの光！サウンド搭

載
サウンド搭

載

2パター
ンの光！

2パター
ンの光！

電池付属
（交換可能）

スイッチ
式

電池付属
（交換可能）

スイッチ
式

電池付属
（交換不可）

電池付属
（交換不可）

スイッチ
式

電池付属
（交換不可）

スイッチ
式

OISFL21756
ピカピコマウスヨーヨー
ロット／24個
本体サイズ／7×8×5.5cm
4色アソート

電池付属
（交換不可）

電池付属
（交換不可）

笛付
握るとピーピー
なるよ！

KISFL62242
光るスピンコマ
ロット／24個
本体サイズ／7×6×4cm

OISFL21921
光るどうぶつペンダント
ロット／12個
本体サイズ／約5.5×5.5cm（トップ部分）
4種アソート

KISFL62243
フラッシュキュートブレスレット
ロット／24個
本体サイズ／Φ5cm
3型3色アソート

OISFL21901
光るフライングツイスター
ロット／12個
本体サイズ／円盤直径18×スターター全長31cm
4色アソート

OISFL21890
光るプリズムマウススティック
ロット／12個
本体サイズ／23.5×9×6.5cm
持ち手4色アソート

OISFL21889
クリスタルライトソード
ロット／12個
本体サイズ／49×5.5×5.5cm
持ち手4色アソート

OISFL21961
光る棒つきうんちくん
ロット／12個
サイズ／6.3×41×6.3cm

OISFL22061
閃光すぽんじ丸
ロット／12個
本体サイズ：Φ4×48cm
3色アソート

OISFL21906
光るのびーる剣
ロット／12個
全長／約53cm
持ち手4色アソート

OISFL22036
ライトマウスクラウン
カチューシャ
ロット／12個
本体サイズ／15.5×19×2.5cm
4色アソート

OISFL21515
光るダテメガネ
ロット／12個
本体サイズ／6×15×15cm
4色アソート

OISFL22025
光るアクアリウムボール
ロット／12個
サイズ／Φ6.5cm
4色アソート

KISFL62923
フラッシュポンポンヨーヨーあにまる
ロット／12個
サイズ／Φ9.5cm
4種アソート

OISFL12024
くるりんライトLED
ロット／48個
サイズ／9×3×3cm

TMYFL50060
フラッシュフェアリーセットⅢ
ロット／12個
羽サイズ／42×52×2cm

OISFL11830
光るスポンジ棒
ロット／24個
本体サイズ／Φ4×47.5cm
青、赤、緑の3色ミックスライト
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景品玩具 景品玩具光りもの　台紙玩具　台紙シャボン玉　シャボン玉　低単価玩具L　低単価玩具M　低単価玩具S
ガチャコロ倶楽部　カプセル景品　玩具その他

光りもの　台紙玩具　台紙シャボン玉　シャボン玉　低単価玩具L　低単価玩具M　低単価玩具S
ガチャコロ倶楽部　カプセル景品　玩具その他
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BELDG01736
台紙レーザープラコマ（12付）
ロット／1枚
Pサイズ／15×11×2cm

BELDG03001
台紙サンリオ巻取り（12付）
ロット／1枚
Pサイズ／15×13×2cm

台紙玩具

BELDG03159
台紙えんばん&コマ(24付)
ロット／1枚
Pサイズ／16.5×11.5×2.5cm

BELDG02416
台紙ぴょんぴょんカエル
（24付）
ロット／1枚
Pサイズ／17.5×11×3cm

BELDG01955
台紙くるりんカエル（24付）
ロット／1枚
Pサイズ／13×9.5×4cm

ABEDG12502
台紙ふきあげパイプ（24付）
ロット／1枚
Pサイズ／14×9×3.3cm

BELDG01561
台紙バードホイッスル（12付）
ロット／1枚
Pサイズ／15×10×4cm

YAIDG11128
台紙時代めんこ（12付）
ロット／1枚
Pサイズ／13×6.5×0.7cm

BELDG03446
台紙ウィニングマスター（12付）
ロット／1枚
Pサイズ／15.5×8.5×3cm

BELDG01657
台紙へんそうセット（12付）
ロット／1枚
Pサイズ／14×10.5×4.2cm

FJYDG00126
台紙ラブラブポーチ（12付）
ロット／1枚
Pサイズ／12×12.5×3cm

FJYDG00121
台紙スカイキャッチ（12付）
ロット／1枚
Pサイズ／8.5×17.5×6cm

BELDG02549
台紙スポーツパチンコ（12付）
ロット／1枚
Pサイズ／21×11×0.9cm

BELDG02052
台紙金魚すくい（12付）
ロット／1枚
Pサイズ／22×9.8×1.5cm

BELDG01316
台紙コミックサングラス（12付）
ロット／1枚
Pサイズ／5.5×12.3×1.3cm

FJYDG08002
台紙ミニチュアアニマル
(24付)
ロット／1枚
Pサイズ／11.8×6×1cm

OKRDG00019
台紙ハート指輪(24付)
ロット／1枚
Pサイズ／9×10×2.5cm

ABEDG12508
台紙くねくね～つちのこ
（24付）
ロット／1枚
商品サイズ／18×6.3×2cm

ABEDG12529
台紙お金ごっこ（24付）
ロット／1枚
Pサイズ／17.5×8×0.4cm

ABEDG12504
台紙紙風船と
巻き取り（24付）
ロット／1枚
Pサイズ／17×10.5×2.5cm

YAIDG11151
台紙紙ふうせんと
プラトンボ（24付）
ロット／1枚
Pサイズ／21×9×0.7cm

ABEDG12520
台紙ちびっこ占い（24付）
ロット／1枚
Pサイズ／15×8×3cm

FJYDG05008
台紙ミニチュア恐竜（24付）
ロット／1枚
Pサイズ／11×8×2cm

台紙サイズ  47～55×25～30ｃm

FJYDG04008
台紙ミニバスケットボール
ゲーム（24付）
ロット／1枚
Pサイズ／13×7×4cm

FJYDG09017
台紙ラブリーへアゴム（24付）
ロット／1枚
Pサイズ／13×8×1cm

ABEDG12501
台紙風車吹上（24付）
ロット／1枚
Pサイズ／14×7.5×2cm

ABEDG12511
台紙セミカチ(24付)
ロット／1枚
Pサイズ／12.5×8.5×0.5cm

ABEDG12519
台紙テントウムシメガネ(24付)
ロット／1枚
Pサイズ／11×8×1.5cm

FJYDG09018
台紙スケルトンプルバックカー(24付)
ロット／1枚
Pサイズ／11×7×2.5cm

FJYDG08006
台紙フルーツふきあげ(24付)
ロット／1枚
Pサイズ／16×9×2.5cm

FJYDG06005
台紙シュシュ(24付)
ロット／1枚
Pサイズ／15.5×11×0.5cm

ABEDG12524
台紙ゴムピス(12付)
ロット／1枚
Pサイズ／21×12.5×2cm
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景品玩具 景品玩具
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台紙玩具 台紙サイズ  47～55×25～30ｃm

31cmの
しゃぼん棒！

ふきあげ付
の

シャボン玉！

特殊容器に
シャボン玉

液を入れる
と、

倒れても、
逆さにして

も

液がこぼれ
にくい！

ワンちゃんの

ふきあげ付
き！

シャボン玉が

自動でどん
どん

作れちゃう！

大
き
な
シ
ャ
ボ
ン
玉
を

作
る
の
に
最
適
な
液
で
す
。

ゾウ・クマ・
サル・ひつじの
4種アソート

TMDSD03103
40Ｃシャボン玉
ロット／25個
Pサイズ／13×6×2.6cm

KDKSD08711
シャボン玉ふきあげ
ロット／24個
Pサイズ／21.5×15.5×3cm

KDKSD08762
ワンちゃんシャボン玉
ロット／12個
Pサイズ／31.5×23×3.5cm

TRYSD61807
シャボン玉ストロー10Ｐ
ロット／5パック
Pサイズ／19.5×12×1.8ｃｍ
ストローサイズ／10.5×Φ1.5cm
シャボン玉は付属していません｡

TRYSD54507
シャボン玉液・500ml
ロット／1個
本体サイズ／17×Φ7cm

TMDSD98108
パワフルシャボン玉液1000ml
ロット／1個
本体サイズ／25×Φ8.2cm

TMDSD98105
シャボン玉液・1800ml
ロット／1個
本体サイズ／28×11.8×9.9cm

TMDSD10707
ドラえもんシャボン玉
ロット／24個
Pサイズ／17.5×13×2.6cm

TRYSD71001
ハローキティシャボン玉
ロット／24個
Pサイズ／22×15×3cm

TMDSD30413
アンパンマンシャボン玉
ロット／12個
Pサイズ／23×15.7×2.8cm

TNRSD10084
しゃぼん棒
ロット／12個
Pサイズ／38×8.5×3.6cm
本体サイズ／31×3.5×3.5cm

OISSD21444
ワッショイ ふわふわしゃぼん玉てっぽう
ロット／12個
商品サイズ／10×4×13cm

TMDSD20151
忍者お手玉しゃぼん玉ＤＸ
ロット／6個
Pサイズ／25×10×3.2cm

OISSD10650
どうぶつシャボン玉
ロット／24個
商品サイズ／8.3×4.3×3.9cm

OISSD10651
アヒルシャボン玉
ロット／24個
商品サイズ／7.2×3.8×5.7cm

OISSD11528
しゃぼんステッキ
ロット／25個
サイズ／20.5×3.2×2cm

BELDG01704
台紙ケン玉（12付）
ロット／1枚
Pサイズ／16×9×2.5cm

BELDG01702
台紙コミックスネーク（12付）
ロット／1枚
Pサイズ／15×10.5×2cm

YAIDG11156
台紙武者めんこ（12付）
ロット／1枚
Pサイズ／14.5×11×0.5cm

TRYDG50330
台紙とらやの
カラートラバルーン（24付）
ロット／1枚
Pサイズ／9×4×1cm

TGRDG05341
台紙水玉風船（30付）
ロット／1枚
Pサイズ／12.5×9.8×1cm

TGRDG03121
台紙ジェット風船（36付）
ロット／1枚
Pサイズ／30×4×10cm

KDKDG08760
台紙マンダマ
シャボン玉（12付）

ロット／1枚
Pサイズ／15×8×3cm

TRYDG50800
台紙スウィング
シャボン玉（12付）

ロット／1枚
Pサイズ／18×10×3cm

KDKDG08750
台紙うさぎの
シャボン玉（12付）

ロット／1枚
Pサイズ／22×8×3.5cm

しゃぼん玉
を

弾ませよう！

台紙シャボン玉

シャボン玉
ONESD01278
クルピカバブルガン
ロット／6個
サイズ／22×15.5×5cm

ONESD00649
フラワートランペットシャボン玉
ロット／6個
サイズ／23×16×4cm

TMDSD10162
忍者モコモコしゃぼん玉
ロット／12個
本体サイズ／18×9×2.8cm

YUKSD12003
スマイルシャボン玉
ロット／24個
本体サイズ／9×7×0.5cm

OISSD11947
クリスタルマウスしゃぼん玉
ロット／24個
本体サイズ／6×6×2.8cm

TMDSD17201
こぼれんぞう
ロット／6個
Pサイズ／25×10×4cm

ONDSD01666
バブルマシーン
ロット／1個
Pサイズ／15×13.5×11.5cm

電池別売
単三×4
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景品玩具 景品玩具
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光りもの　台紙玩具　台紙シャボン玉　シャボン玉　低単価玩具L　低単価玩具M　低単価玩具S
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光りもの　台紙玩具　台紙シャボン玉　シャボン玉　低単価玩具L　低単価玩具M　低単価玩具S
ガチャコロ倶楽部　カプセル景品　玩具その他

低単価玩具L

BELOX03360
名入れレインボーなわとび
ロット／24個
Pサイズ／24.5×13.5cm
縄の長さ／約245cm

OISOX21631
キャッチピンポン
ロット／12個
商品サイズ／19×11×11cm

OISOX21808
ピンポンバスケットラリー
ロット／12個
商品サイズ／14×6×6cm

TNROX10117
ぴたポン!ボールダーツ
ロット／12個
Pサイズ／27×21cm

OISOX21103
ハッピー
バドミントンセット
ロット／12個
商品サイズ／34×15×2cm

OISOX21506
ペッタンキュウバン
キャッチボール
ロット／12個
グローブ／Φ15cm
ボール／Φ4.5cm

TNROX10102
パタパタドミノあそび
ロット／12個
Pサイズ／14×10×4cm

YUKOX13020
ポータブルウォーターⅡ
ロット／12個
商品サイズ／15×18×2cm

TNROX10067
殿さまおしおきゲーム
ロット／12個
商品サイズ／14.5×7×7cm 

WDLOX73199
ドラム缶スライム クリア大
ロット／12個
本体サイズ／7.5×5.5cm

YUKOX16020
キラメタスプリング
ロット／12個
サイズ／7.5×6.8×7.5cm

TNROX10132
スマートメロディフォン
ロット／12個
商品サイズ／12×6.5×1.5cm

OISOX21617
パワーハンマー
ロット／12個
商品サイズ／26×13×9cm

OISOX21027
ロボットハンド
ロット／6個
商品サイズ／全長54cm

OISOX21458
キングアイスパンチ
ロット／12個
商品サイズ／20×Φ8cm

KIS62932
ふわふわ風船
ロット／6個
サイズ／23×13.5cm

TNROX10153
ポンポン玉入れ合戦
ロット／12個
サイズ／19×13×4.5cm

TNROX10150
エキサイトボウリング
ロット／12個
サイズ／10×14×4cm

TNROX10099
エンジョイラケット
ロット／12個
サイズ／18×33×4cm

KZYOX03324
アニマルマジックボール
ロット／12個
サイズ／21.5×27×4cm

OISOX22018
スキップダンシングボール
ロット／12個　リング／外寸Φ16cm、内寸Φ13cm
ボール／Φ約7cm　ゴム紐／約53cm

TNROX10140
フライDEポテトゲーム 
ロット／12個
サイズ／10×14×4cm 

OISOX21944
ガブッとワーニング
ロット／12個
サイズ／33×8×5cm

OISOX22033
あひるの口笛
ロット／12個
サイズ／11×11.5×3.5cm

TNROX10160
ボクはおまわりさん
ロット／12個
サイズ／25.5×16×3cm

TNROX10142
Wスパークトップ 
ロット／12個　サイズ／11×20×4.4cm

BELOX03506
しゅっぱつ機関車
ロット／12個　サイズ／9×8×10cm

KZYOX03871
忍び剣
ロット／12個
サイズ／10×64×4cm



●在庫等は季節等によって変更します。ご発注の際に事前にご連絡頂けると幸いです。都合により、予告なくデザイン等を変更する場合があります。

景品玩具 景品玩具光りもの　台紙玩具　台紙シャボン玉　シャボン玉　低単価玩具L　低単価玩具M　低単価玩具S
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光りもの　台紙玩具　台紙シャボン玉　シャボン玉　低単価玩具L　低単価玩具M　低単価玩具S
ガチャコロ倶楽部　カプセル景品　玩具その他
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低単価玩具L 低単価玩具M

OISOX21774
メタルブレード(大)
ロット／12個
商品サイズ／全長51cm

OISOX21574
弓矢（矢2本付）
ロット／12個
商品サイズ／弓全長約53cｍ

WDLOX05601
吸盤ライフル
ロット／12個
商品サイズ／47.5×7cm

TKWOX70475
恐竜のたまご
ロット／12個
商品サイズ／10.5×7.7×5.5cｍ

YUKOX14032
クロカン4ＷＤ
ロット／12個
Pサイズ／21×15×6.6cm

TKWOX00244
ビートルチャンピオン
ロット／24個
商品サイズ／11×4.5×4cm

TNROX10131
テクニカルヨーヨー 
アクセルスピン
ロット／12個
Pサイズ／17.5×10.7×3.8cm

TNROX10130
飛んでけ!ヘリコプター
ロット／12個
Pサイズ／27×22cm

KZYOX03106
まるまるぱちんこ
ロット／12個
Pサイズ／26×15.8×4cm

TNROX10112
ままごときっちん
ロット／12個
Pサイズ／22.5×15×3cm

TNROX10156
プリンセスジュエリーボックス
ロット／12個
商品サイズ／17×12×4.8cm

YUKOX14033
キッズドクター
ロット／12個
商品サイズ／29×16×2.2cm

TNROX10122
エレガントプリンセス
ロット／12個
商品サイズ／36×12cm

YUKOX70000
たのしい手芸セット
ロット／12個
Pサイズ／17.5×14.5×2ｃｍ

OISOV11424
スマイルジャンプ
ロット／25個
商品サイズ／9×3.5×3.5cm

OISOV11610
スマートピンボールゲーム
ロット／24個
Pサイズ／11.5×6×1cm

OISOV11228
次世代ケータイDEゲーム
ロット／25個
商品サイズ／10×5.5×2cm

OISOV11762
カシャカシャ
どうぶつカメラ
ロット／25個
商品サイズ／6×8×2cm

OISOV11098
レッツマジック
ロット／24個
Pサイズ／12.5×8×2.5cm

OISOV11888
変形クマさんグラス
ロット／25個
本体サイズ／（変形後）4.5×15.5×15cm

OISOV11954
大漁一本釣り
ロット／25個
竿／21.5cm　魚／約5×6cm

OISOV12041
パクパクカバちゃん
ロット／25個
サイズ／7×4.8×3.5cm

OISOV12062
ぷるぷるクラゲボール
ロット／24個
サイズ／5x5x5cm

TMYOV50078
アサルトライフル
ロット／24個
ライフル／9×22×1.5cm
弾／9.5cm

WDLOV73212
ビックリ缶
ロット／24個
サイズ／6×5cm

KZYOV01478
双眼鏡ストラップ付き
ロット／25個
サイズ／15×13.7×3.5cm

WDLOV05153
レインボーアイスパンチ
ロット／24個
全長／6cm　スポンジ／Φ5cm

OISOV12035
フラッシュスケルトンヨーヨー
ロット／25個
サイズ／5.5×5.5×3.2cm

OISOV82031
デカピコハンマー
ロット／24個
サイズ／23.5×14.5×5.5cm

WDLOV73155
おもちゃの手錠ブラック
ロット／24個
サイズ／9×7.5cm

TNROX10119
ラブラブコンパクト
ロット／12個
Pサイズ／22×16×1.5cm
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景品玩具 景品玩具
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低単価玩具M

OISOV11634
キャッチボール
ロット／25個
商品サイズ／14×6×6cm

OISOV10847
フライングＵＦＯ（小）
ロット／25個
商品サイズ／スターター29cｍ 
はね／Φ13cm

KISOV62241
ぶたボール
ロット／12個
商品サイズ／8×7×6cm

OISOV11646
ブーブークッション
ロット／25個
商品サイズ／Φ17cm

OISOV11847
プラボールガン
ロット／25個
商品サイズ／8.5×3.5×1.2cm

OISOV11524
日本刀（小）
ロット／24個
商品サイズ／38×5×6.5cm

OISOV11657
走るカブトムシ&クワガタ
ロット／25個
商品サイズ／8.5×6×3.5cm

OISOV10288
吹き矢
ロット／25個
商品サイズ／Φ2.3×26cm

OISOV10336
スポンジガン
ロット／25個
商品サイズ／12.5×10×4.5cm

OISOV11091
しゃんしゃんスティック
ロット／25個
商品サイズ／18×5×5cm

OISOV11436
フェアリーズカチューシャ
ロット／25個
商品サイズ／22×22×1cm

OISOV11602
プリンセスリング
ロット／25個
商品サイズ／4×3.5×3.5cm

FJYOV01004
ネイルセット
ロット／25個
Pサイズ／14.6×8.2×1.2cm

OISOV10546
おままごと
ロット／25個
Pサイズ／19.5×10.5×4cm

いろいろな
種類が

入っていて
お得！！いろいろな
種類が

入っていて
お得！！いろいろな
種類が

入っていて
お得！！

ランチの
おまけに最

適！！ランチの
おまけに最

適！！ランチの
おまけに最

適！！

KISOV61395
景品おまかせセット50個入り
ロット／1袋
袋サイズ／32×61cm

KISOV60716
景品おまかせセット100個入り
ロット／1袋
袋サイズ／6×33×56cm

100個入50個入

KISOW62033
おまかせおもちゃエコノミー男の子セット50個入り
ロット／1袋　袋サイズ／21×40×13cm程度

KISOW62034
おまかせおもちゃエコノミー女の子セット50個入り
ロット／1袋　袋サイズ／21×40×13cm程度

50個入 50個入

OISOV12013
プップートランペット
ロット／25個
サイズ／12×5.5×5.5cm

OISOV12005
ゴージャスダイヤリング
ロット／25個
サイズ／3.8×3.2×3.2cm

OISOV11984
エンジェルハートヘアゴム
ロット／25個
サイズ／3.5×6.5×2cm

OISOV12030
スライドリボンカチューシャ
ロット／25個
サイズ／19×14×1cm

YUKOV15030
NEWヘアーメイク
ロット／50個
サイズ／20×9×1.5cm

OISOV11750
ビックリスライム
ロット／24個
商品サイズ／5×5×5cm

KISOV62986
ドキドキむぎゅっと生たまご
ロット／12個
サイズ／5×7×5cm

OISOV11658
メタルブレード
ロット／25個
商品サイズ／28×6×2cm

OISOV11732
クリアヨーヨー
ロット／24個
商品サイズ／5.5×5.5×3.2cm

OISOV11729
F1フォーミュラレーサー
ロット／25個
サイズ／15×9×3cm

OISOV12051
ターゲットダーツピストル
ロット／25個
ピストル／8ｘ13ｘ2.5cm　
的／Φ4cm

景品おまかせセット ※商品内容は、常に異なりますのでご了承下さい。

OISOV10161
タンバリン
ロット／25個
サイズ／Φ9cm
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景品玩具
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光りもの　台紙玩具　台紙シャボン玉　シャボン玉　低単価玩具L　低単価玩具M　低単価玩具S
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景品玩具

アイデア❶
ダイレクトメールと一緒にメダルを同封し、
メダルを持ってご来場頂いた方には設置
済のガチャ機でガチャガチャを楽しんで頂
いた上で、ご来場プレゼントとして出てき
た景品を差し上げます。通常のDMよりも
客引き効果はきっと違うはず！

アイデア❸
イベント会場にガチャ機を設置し、
参加賞としてメダルをお渡しして、
ガチャガチャまわして出てきた景
品を参加賞としてプレゼント。

アイデア❹
お子様ランチをご注文された際に、おも
ちゃそのものではなく、メダルを一緒につ
けてお持ちし、店内のガチャ機でお子様に
ガチャガチャして頂けます。

アイデア❷
住宅展示場やカーディーラーなどの販売
店内にガチャ機を設置し、ご来場のお子様
へメダルをお渡しして店内でガチャガチャ
を楽しんでいただけます。カプセル内にく
じ紙を入れておくことで、抽選器としての
役割も果たせます。

※景品内容は都度変更になる場合がございます。

ガチャコロ倶楽部に最適なカプセルです！アイデア次第で用途が広がる♪

カラフルポップな
ガチャマシーン

ガチャコロ倶楽部キューブ・V

カプセル景品

買取り

販促に
　最適！

※レンタルは行っておりません。 買取り ※レンタルは行っておりません。

※専用メダル・中身の
　カプセル景品は別売です。

KISCP62498
ガチャコロ倶楽部キューブ本体
ロット／1台
本体サイズ／約53×33×36cm
重量:約5.3kg
対応カプセル:4.8～7.5cm
セット内容:本体×1基、
上蓋用鍵×2個、
コインボックス用鍵×2個、
六角レンチ×1個、
取扱説明書×1部

KISCP60714
カプセル景品男女ミックス
ロット／100個
サイズ／Φ4.8cm

※景品内容は都度変更になる場合がございます。

KISCP60713
カプセル景品女の子ミックス
ロット／100個
サイズ／Φ4.8cm

※景品内容は都度変更になる場合がございます。

KISCP60712
カプセル景品男の子ミックス
ロット／100個
サイズ／Φ4.8cm

SYICP60717
48パイカプセル
ロット／100個
サイズ／Φ4.8cm

AMZCP99024
ガチャコロ倶楽部キューブ・V専用メダル
ロット／100枚
サイズ／Φ2.5cm

※カプセル景品は別売です
※硬貨対応タイプにも変更可能です。詳しくは担当者までお問い合わせ下さい。

AMZCP99022
ガチャコロ倶楽部Ｖ本体
ロット／1台
本体サイズ／117.5×48×48cm
梱包サイズ／120×50×50cm
重量／約8kg　電源／不要
対応カプセル／Φ4.5～5.5cm
カプセル容量／適量140～150個程度
付属品／金庫キー×2個、商品キー×2個
対応コイン／専用メダル

低単価玩具S

OISOW41748
ディスクショットダブル
ロット／50個
Pサイズ／13×11×1.5cm

OISOW40899
ウォーターヨーヨー
ロット／50個
商品サイズ／Φ4cm

OISOW41578
バードグライダー
ロット／50個
商品サイズ／5×19×18.5cm

OISOW40902
ペーパーヨーヨー
ロット／50個
商品サイズ／全長20cm

OISOW41214
おだんごいろえんぴつ
ロット／50個
商品サイズ／11×1.5×1.5cｍ

OISOW41758
カチカチクラッカー
ロット／50個
商品サイズ／9×16×1cm

OISOW40911
ミニどうぶつ巻鳥
ロット／50個
商品サイズ／9×8×1.5cm

LBROW30139
ペタペタマン
ロット／50個
商品サイズ／9×4cm 

OISOW41681
ジュエリーゆびわ
ロット／50個
商品サイズ／2.5×2.5×2.5cｍ

OISOW41158
ビックショック
ロット／50個
商品サイズ／7.5×7×1cｍ

OISOW41286
ソフトブレスレット
ロット／144個
商品サイズ／11×1.5×1.5cm

OISOW41875
ミニめいろゲーム
ロット／50個
商品サイズ／6×6×0.5cm

OISOW81665
寿司ストラップ
ロット／50個
Pサイズ／6.5×6×1.8cm

OISOW41899
職業スゴロク
ロット／50個
サイズ／14×18.5×1.5cm

OISOW41948
フルーツ消しゴム
ロット／50個
サイズ／13×4×1cm（平均）

OISOW41952
一撃KOパンチ
ロット／50個
サイズ／10×7.5×2.5cm

OISOW41709
ペッタンUFO
ロット／50個
サイズ／5.5×5.5×2.5cm

OISOW41848
フォースアウトガン
ロット／50個
サイズ／5.5×2.5×7cm

OISOW41470
どうぶつサングラス
ロット／50個
サイズ／4.5×11.5×11cm



●在庫等は季節等によって変更します。ご発注の際に事前にご連絡頂けると幸いです。都合により、予告なくデザイン等を変更する場合があります。

景品玩具 景品玩具
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光りもの　台紙玩具　台紙シャボン玉　シャボン玉　低単価玩具L　低単価玩具M　低単価玩具S
ガチャコロ倶楽部　カプセル景品　玩具その他

光りもの　台紙玩具　台紙シャボン玉　シャボン玉　低単価玩具L　低単価玩具M　低単価玩具S
ガチャコロ倶楽部　カプセル景品　玩具その他

サイコロを振って出た目の
数だけチキンを押します。
チキンが大きな鳴き声とと
もに卵を産みます。
卵の中からからあげを出せ
たプレイヤーの勝ちです。

SHOOTING RACE CAR

BLOCK GAME REVERSE BREAK A BLOCK

玩具その他

わごむでブレスや
ゆびわが作れるよ!

電池を使わないで
アクションします

プロペラが
上昇しながら
シャボン玉を
飛ばす!

これひとつに
リバーシ、将棋、チェス

3種類のゲームが楽し
めます！

インパクト大！
みんなで遊べる新感

覚

アクションゲーム！

FJYZG03003
バスケットボールゲーム
ロット／12個
Pサイズ／29×18.5×2.6cｍ

MROZG00375
白黒パンダゲーム
ロット／6個
Pサイズ／26×20×2.5cm

MROZG00345
キリンさんコロコロわなげ
ロット／6個
Pサイズ／26×12.5×11cm

ONDZG01367
カラフルルーム
ロット／12個
Pサイズ／16.5×23.5×2.5cm

ONEZG01134
レスキュー4（2種アソート）
ロット／12個
Pサイズ／7.5×24×6cm

MRKZG13762
ゲームポケット スマゲー
ロット／12個
Pサイズ／15.5×11.5×3cm

OISZG21588
ハッピージャイアントアイスパンチ
ロット／6個
商品サイズ／31×13×13cm

MRKZG13609
ショットガンライフル
ロット／6個
Pサイズ／74×19.5×3cｍ

FJYZG00210
組立てフラフープ
ロット／6個
組立て時サイズ／Φ74cm

ONDZG01393
サイクロンバブル
ロット／6個
Pサイズ／30.5×26×5cm

ONEZG01125
ぐらぐら迷路ゲーム
ロット／1個
Pサイズ／26.5×22×10cm

OISZG21630
ハッピースーパーパンチハンド
ロット／6個
商品サイズ／33×2×9cm

MRKZG13813
なかよしパンダコースター
ロット／12個
商品サイズ／20×18×6.5cm

ONEZG01180
デラックスゴルフプレイセット
ロット／12個
商品サイズ／15×60×13cm

ONEZG01326
あひるちゃんおふろたまいれ
ロット／1個
サイズ／21×31×5cm

ONDZG01443
ぴったんコーン
バラエティセット
ロット／1個
Pサイズ／17.2×21×6cm

TMYZG41003
レールキング
ロット／1個
サイズ／35.5×24.5×4cm

ONDZG01281
DOKIDOKIお魚釣りゲーム
ロット／1個
Pサイズ／36.8×34.8×4.8cm

ONDZG13518
たのしいおえかきボード
ロット／1個
サイズ／41×32×4.5cm

ACSZG05832
ゲームスタジアムトリプル
ロット／1個
サイズ／36.2×29.2×3.8cm

ACSZG05840
チキンコックのからあげ専門店
どたばたロシアンルーレット
ロット／1個
サイズ／26.7×26.7×8.9cm

TMYZG50014
スチールバトミントン
ロット／1個
サイズ／20×65.5×2cm



●在庫等は季節等によって変更します。ご発注の際に事前にご連絡頂けると幸いです。都合により、予告なくデザイン等を変更する場合があります。

景品玩具 景品玩具光りもの　台紙玩具　台紙シャボン玉　シャボン玉　低単価玩具L　低単価玩具M　低単価玩具S
ガチャコロ倶楽部　カプセル景品　玩具その他

光りもの　台紙玩具　台紙シャボン玉　シャボン玉　低単価玩具L　低単価玩具M　低単価玩具S
ガチャコロ倶楽部　カプセル景品　玩具その他
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IYMZG03100
カラーボール（12個入）
ロット／1セット
本体サイズ／Φ7cｍ

SANZG09010
キャンディボール8号
（4色アソート）

ロット／6個
本体サイズ／Φ20cｍ

材質/ブロック:PE
説明書付
材質/ブロック:PE
説明書付

TTAZG53376
黒ひげ危機一髪ジュニア
ロット／1個
Pサイズ／20.5×12×11.5cｍ

GKSZG12480
ニューブロック はじめてのセット1
（19種70パーツ入り）

ロット／1個
Pサイズ／16×35×24.5cm

エポック社

タカラトミーアーツ

学研ステイフル

TTAMP52678
バンチ オ バルーン（3束パック）
ロット／3個　商品サイズ／21×5×5cm
1束約35個出来ます　アジャスター付

EPCZG78570
ホイップる
ラブリーマカロンセット
ロット／1個
Pサイズ／13×18×5cm

EPCZG78700
はじめてのホイップる
ロット／1個
Pサイズ／27×23×8cm

ミニサイズの
かわいいマカロンが
８コ作れるよ！
専用ギフト
ボックスつき！

かわいいポンポンが
カンタンに作れちゃう！！

EPCZG78720
ホイップる 
キラキラデコクッキーセット
ロット／1個
Pサイズ／13×18×5cm

EPCZG07170
ダラ猫天国
ロット／1個
Pサイズ／22×17.5×6.5cm

EPCZG06104
アイスクリームタワー+スイートフレーバーセット
ロット／1個
Pサイズ／27×27×6.5cm

「きらきらシュガーペン」で
クッキーをデコっちゃお！

EPCZG78900
ホイップる 
シルバニアファミリーセット
ロット／1個
Pサイズ／13×18×6cm

EPCZG06164
野球盤3Dエース スタンダード
ロット／1個
Pサイズ／43×43×6.5cm

EPCZG05496
エポック社のポカポカゲーム
白天使と黒悪魔
ロット／1個
Pサイズ／25×16.8×6.8cm

ホイップるで「シルバニアファミリー」の
小さくてかわいいスイーツを
作っちゃお！

ホイップるがはじめての人に
おすすめのセットです!
全部で12種類のスイーツを
作ることができます！

TTAZG52028
くるりんポンポンメイク
ロット／1個
Pサイズ／30×25×15cm
商品内容／本体×1、毛糸×5巻き、目パーツ×5セット、
梵天×6個、フェルト×5枚、フレームパーツ×5種

TTAZG52029
くるりんポンポンメイク もっとポンポン作っちゃおうセット
ロット／1個
Pサイズ／11×19×4cm
商品内容／毛糸×3巻、目パーツ×6セット、梵天×10個、
フェルト×5枚、フレームパーツ×6種、ボールチェーン×3本

TTAZG52719
さかなクンの深海研究所
ダイオウイカとなかまたち
ロット／1個
Pサイズ／41×22.5×9cm

TTAZG52019
バンチオバルーン
バットセット
ロット／1個
Pサイズ／19.5×60×8cm
バット／8×55×8cm

GKSZG99790
ニューブロック はじめようバッグ
（13種43パーツ入り）
ロット／1個
Pサイズ／27×21×9.5cm

GKSZG10787
ニューブロック しんかんせんバッグ
（15種66パーツ入り）
ロット／1個
Pサイズ／34.5×20×11cm

好きなジュースで作れる
深海魚グミキット

PPYKR68015
セーフティーボール
ロット／100個
サイズ／14×34×47cm
ボールサイズ(1個)／Φ5.5cm、約4.5g
日本製
食品衛生法取得済
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