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おめん

ジュエルアイス

当てくじ

縁日すくい

ヨーヨーつり

取り寄せ商品となるため、納期に
余裕を持ってご注文ください。

取り
寄せ新商品 キッシーズがオススメする

ヒット商品です。
在庫限りの商品のため、商品が
なくなり次第終売となります。

限定
在庫

水に浮かべてすくい商品
として使えます。

48φカプセルの中に
入る商品です。

マークの
見方

マークの
見方

マークの
見方

●全国発送可能です。出荷のご注文はネット発注システム（e-Wholesale）
   又はFAXでのみお受けいたします。
   15：00までのご注文は当日発送（弊社営業日のみ）
※代引きの場合に限ります。
銀行振り込みをご希望のお客様はお問い合わせください。
※在庫切れの場合や、また一部受注発注の商品もございますので、
その際は納期にお時間を頂く場合もございますので御了承ください。
15：00を過ぎたご注文は翌日以降の発送となります。
●ご注文合計（税抜）が1万円以上の場合は、
   送料をサービスさせていただいております。
※沖縄・北海道は2万円以上でサービスとなります。
（一部地域では別途送料が必要となります。ご了承ください。）
※レンタルヘリウムガスボンベ等の対象外商品を除く

出荷方法について

当社商品の価格は、掲載期間中に価格変更させていただく場合があります。
当社仕入れサイトに於いては常に最新の価格・状況を反映しておりますので、
ぜひご登録いただきご参照ください。
キッシーズe-Wholesale:http://www.kishi-gum.jp

商品価格について

駄菓子

工作キット
・ダンボール工作
・ペーパークラフト/おりがみ
・工作キット

95
96
97

・紙風船 /グライダー
・和玩具

98
99

・キャラクターおめん
・でこめん/おめん / 豆おめん
・かつら/民芸おめん

13
17
18

・ファンシー文具
・キャラクター文具
・おもしろ消しゴム

90
91
93

・水風船
・水鉄砲
・ビーチグッズ
・花火

52
53
55
57

・水ヨーヨー
・ヨーヨーコレクション
・キャラクタービニールヨーヨー
・キャラクターソフビヨーヨー

19
21
23
24

39
40
41
42

・特大駄菓子
・うまい棒 /配り用キャンディ
・配り用駄菓子 /自立タイプ駄菓子
・駄菓子くじセット/かたぬき/駄菓子パック
・輸入菓子

103
105
106

108
107

・氷みつ
・かき氷機械 /氷カップ
・綿菓子
・ポップコーン

109
110
111
113

・クラッカー
・イベントゲーム
・抽選器 /ビンゴ用品
・くじ紙 /抽選箱 /サイコロ /イベント盛り上げグッズ
・マスク＆着ぐるみ
・はっぴ /イベント用品
・イベント装飾
・エアPOP/のぼり

115
119
120
121
122

124
123

125

ビニール玩具
・おさんぽコロコロシリーズ
・お散歩シリーズ /ビニール玩具
・ビニール玩具メガシリーズ
・キャラクタービニール玩具

43
44
46
47

ジュエルアイス
・バラエティー蛍光クリア
・バラエティーネオン/パールネオン
・ABS /ダイヤモンド/ロック
・クラッシュアイス

・すくいアクセサリー
・キャラクター人形すくい
・すくって！キラピカシリーズ
・すくって！シリーズ /縁日すくい
・笛付すくい
・光るすくい
・スーパーボール

25
27
30
31
32
34
35

・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

60
63
65
67
70
73
74
75

・宇宙戦隊キュウレンジャー
・仮面ライダーエグゼイド /妖怪ウォッチ
・キラキラプリキュアアラモード
・ディズニー
・ドラゴンボール超 /スーパーマリオ
・ポケットモンスター サン＆ムーン /ドラえもん
・ハローキティ /ミッフィー
・ロディ /マイリトルポニー
・アンパンマン
・シールコレクション当て/キャラクター笛パイプ

79
80
81
82
83
84
85
86
87
89

・ゴム風船印刷
・お客さんくるくる風船タワーキット
・アーチ・タワーキット
・ゴム風船 /キッシーズオリジナルプリント
・クリップ /プラ棒
・ジャイアントバルーン
・お散歩風船 /ドルフィン風船 /バルーンアクセサリー
・メタリックキャラクター風船 /スティックバルーン
・ヘリウムガス各種
・ポンプ・ブロア

126
127
128
129
130
131
132
133
135
136

・台紙タイプ
・ボックスタイプ

10
11

※無断利用・転載禁止



●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。

Kishi’s eセット　イベントボックス　イベントキットイベントキット Kishi’s eセット　イベントボックス　イベントキット イベントキット

3 4

くじを１枚引いてね！

１

当たったおもちゃをプレゼント！

２

１等

２等

３等

４等 ５等

どんなあ
にまるが

当たるか
は

お楽しみ
♪

Kishi’s eセット

KISEV62570
Kishi's eセット クイックフィッシング
カブト＆クワガタフィッシング
ロット／1セット
1回1個の設定で80回分となります

KISEV62818
Kishi's eセット
あにまるビニールくじ大会
ロット／1セット
1回1個の設定で100回分となります

KISEV62572
Kishi's eセット あにまるフィッシング
おもちゃ入り 詰め替え用

ロット／1セット
1回1個の設定で100回分となります

KISEV23115
Kishi's eセット 
おえかきバルーン（マグネット入）
ロット／1セット
1回1個の設定で10回分となります

KISEV62568
Kishi's eセット あにまるフィッシング
おもちゃ入り  

ロット／1セット
1回1個の設定で100回分となります

・空気注入済み
 ヨーヨーコレクション
・つり竿
・つれるんですボックス 
・つれるんです補強用ボード 
・つれるんです敷き紙 
・POP用A3ポスター　
・ハンドポンプ

3本 
1個
4枚
1枚
1枚
1個

80個
＋予備4個

・ヨーヨーコレクション

・つり竿
・つれるんですボックス 
・つれるんです強化ボード 
・つれるんです敷き紙 
・ハンドポンプ　

3本 
1個
4個
1枚
1個

80個
＋予備4個

・おもちゃ入あにまる袋
・予備あにまる袋
・つり竿
・80cm丸型プール
・フットポンプ
・2畳用レジャーシート
・POP用A3ポスター

5枚
100個

3本 
1個 
1個 
1枚
1枚

・おもちゃ入あにまる袋
・予備あにまる袋
・POP用A3ポスター

5枚
100個

1枚

・マグネット付
 パンチングバルーン 
・ストロー
・クレヨン（10色） 1箱

10本
10枚

・イワコー消しゴム
・どうぶつけしごむ付
 えんぴつ
・おだんごいろえんぴつ
・パロディどうぶつ定規
・サイコロバルーン
・ハンドポンプ
・文房具ストック用
 ボトル

48本
50本
50個
1個
1本

1個

120個

・ヨーヨーコレクション

・つり竿
・つれるんですボックス
・つれるんです強化ボード
・つれるんです敷き紙
・ハンドポンプ

1個
4個
1枚
1個 

80個
＋予備4個

3本

KISEV62813
Kishi's eセット クイックフィッシング スイーツ
ロット／1セット
1回1個の設定で80回分となります

KISEV63103
Kishi's eセット
パロディ文具サイコロコロリンプレゼント
ロット／1セット
1回5個の設定で約50回分となります

KISEV62812
Kishi's eセット クイックフィッシング アニマル
ロット／1セット
1回1個の設定で80回分となります

20枚
30枚
40枚
1箱

5個

5枚
5枚

20個

30個

50個

1個

5個

・三角くじ1等
・三角くじ2等
・三角くじ3等
・三角くじ4等
・三角くじ5等
・紙製抽選箱
・1等景品おさんぽコロコロ
 おっきなわんわん
・2等景品おさんぽ
 コロコロわんわん
・3等景品りんりん
 あにまるハンドベル
・4等景品ヨーヨー
 コレクションうさぴよ
・5等景品ヨーヨー
 コレクションあにまるフェイス
 (予備10個含む)
・ハンドポンプ 

面倒な空気入れ不要！水を使わないので、
箱を開けてすぐに！簡単にイベントを開始できます！

1つの袋に1個おもちゃが入っています。 1つの袋に1個おもちゃが入っています。

面倒な空気入れ不要！水を使わないので、
箱を開けてすぐに！簡単にイベントを開始できます！

面倒な空気入れ不要！水を使わないので、
箱を開けてすぐに！簡単にイベントを開始できます！

サイコロを振って、出た目の数だけ
パロディ文具をプレゼント！！
文具をストック用のボトルに
入れると便利です！

５等

１等

２等

３等

４等
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P21へ

・ヨーヨーコレクション
・予備ヨーヨー
・クイックフック
・釣り竿
・80cm丸型プール
・フットポンプ
・2畳用レジャーシート
・ハンドポンプ

50個
10個
50個
3本
1個
1個
1枚
1個

★
付
属
一
覧
で
す

★
付
属
一
覧
で
す

★
付
属
一
覧
で
す

★
付
属
一
覧
で
す

・ヨーヨーコレクション
・予備ヨーヨー
・クイックフック
・釣り竿
・80cm丸型プール
・フットポンプ
・2畳用レジャーシート
・ハンドポンプ

50個
10個
50個
3本
1個
1個
1枚
1個

・ヨーヨーコレクション
・予備ヨーヨー
・クイックフック
・釣り竿
・80cm丸型プール
・フットポンプ
・2畳用レジャーシート
・ハンドポンプ

50個
10個
50個
3本
1個
1個
1枚
1個

・ヨーヨーコレクション
・予備ヨーヨー
・クイックフック
・釣り竿
・80cm丸型プール
・フットポンプ
・2畳用レジャーシート
・ハンドポンプ

50個
10個
50個
3本
1個
1個
1枚
1個

これ1セットで
ヨーヨーフィッシングと
ヨーヨーつりが
楽しめます。 水無しでも

使用できます
水無しでも
使用できます

これ1セットで
ヨーヨーフィッシングと
ヨーヨーつりが
楽しめます。

これ1セットで
ヨーヨーフィッシングと
ヨーヨーつりが
楽しめます。 水無しでも

使用できます
水無しでも
使用できます

これ1セットで
ヨーヨーフィッシングと
ヨーヨーつりが
楽しめます。

これ1セットでヨーヨーつりが楽しめます。
・ヨーヨー風船
・らくらくポンプ
・糸ゴム
・つり紙
・つり針
・スタンド
・しばらずパッチンクリップ
・80cm丸型プール
・フットポンプ
・2畳用レジャーシート

100個
1個

100本
100枚
30個
1個

100個
1個
1個
1枚

加
工 不 要！！

加
工 不 要！！

加
工 不 要！！

加
工 不 要！！

KISVY62220
Kishi’s eセット ヨーヨーつり どうぶつ
ロット／1セット　梱包サイズ／16×29×31cm
1回1個の設定で50回分となります
※セット内容のヨーヨーコレクションは
　変更になる場合がございます。

KISVY62219
Kishi’s eセット ヨーヨーつり サマー
ロット／1セット　梱包サイズ／16×29×31cm
1回1個の設定で50回分となります
※セット内容のヨーヨーコレクションは
　変更になる場合がございます。

KISVY62221
Kishi’s eセット ヨーヨーつり スイーツ
ロット／1セット　梱包サイズ／16×29×31cm
1回1個の設定で50回分となります
※セット内容のヨーヨーコレクションは
　変更になる場合がございます。

KISVY62222
Kishi’s eセット ヨーヨーつり ボーイズ
ロット／1セット　梱包サイズ／16×29×31cm
1回1個の設定で50回分となります
※セット内容のヨーヨーコレクションは
　変更になる場合がございます。　

KISVY62224
Kishi's eセット ヨーヨーつり 風船
ロット／1セット
梱包サイズ／11×31.5×31.5cm
1回1個の設定で100回分となります

・すくい人形アヒル（大）
・すくい人形アヒル（小）
・使い捨て枠
・80cm丸型プール
・フットポンプ
・カップ
・2畳用レジャーシート
・金魚袋（星柄）

50個
100個
100本
1個
1個
10個
1枚

100枚

・すくって！キラピカ
 シリーズ4種
・使い捨て枠
・80ｃｍ丸型プール
・フットポンプ
・カップ
・2畳用レジャーシート
・金魚袋(星柄)

200個
100本
1個
1個
10個
1枚

100枚

これ1セットで
あひるすくいが楽しめます。

他
の
ス
ー
パ
ー

バ
ウ
ン
ド
ボ
ー
ル
は

こ
ち
ら
へ

P35へ

これ1セットでボールイベントが楽しめます。
・スーパーバウンドボール
 アソート
・使い捨て枠
・80cm丸型プール
・フットポンプ
・カップ
・2畳用レジャーシート
・金魚袋（星柄）

300個
100本
1個
1個
10個
1枚

100枚

他
の
す
く
い

ア
イ
テ
ム
は

こ
ち
ら
へ

P31へ

これ1セットで
金魚すくいが楽しめます。★

付
属
一
覧
で
す

★
付
属
一
覧
で
す

★
付
属
一
覧
で
す

・すくって！リアル金魚
・やわらかミニ金魚
・使い捨て枠
・80cm丸型プール
・フットポンプ
・カップ
・2畳用レジャーシート
・金魚袋（星柄）

50個
100個
100本
1個
1個
10個
1枚

100枚

KISEV62495
Kishi's eセット  縁日すくい あひるちゃん
ロット／1セット　梱包サイズ／27.5×23.5×32cm
1回3個の設定で50回分となります

KISNS62223
Kishi’s eセット 縁日すくい きんぎょ
ロット／1セット　梱包サイズ／16×29×31cm
1回3個の設定で50回分となります

KISSB62218
Kishi’s eセット
縁日すくい スーパーバウンドボール
ロット／1セット　
梱包サイズ／16×29×31cm
1回6個の設定で50回分となります

KISEV63100
Kishi's eセット　縁日すくい　キラピカ
ロット／1セット　梱包サイズ／16×29×31cm

・キラピカコイン
・キラピカ小判
・使い捨て枠
・80cm丸型プール
・フットポンプ
・カップ
・2畳用レジャーシート
・金魚袋（星柄）

100枚
100枚
100本
1個
1個
10個
1枚

100枚

これ1セットで
コイン・小判すくいが楽しめます。

これ1セットで
キラピカすくいが楽しめます。

★
付
属
一
覧
で
す

KISNS62217
Kishi’s eセット 縁日すくい コイン・小判
ロット／1セット　梱包サイズ／16×29×31cm
1回4枚の設定で50回分となります

他
の
キ
ラ
ピ
カ

す
く
い
は
こ
ち
ら
へ
P30へ
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57
ｃｍ

15.2

11.9

イベントボックス

・三角くじ1等
・三角くじ2等
・三角くじ3等
・三角くじ4等
・三角くじ5等
・三角くじ6等
・三角くじはずれ(白紙)
・紙製抽選箱
・1等景品特大！うまい棒
・2等景品特大キャベツ太郎
・3等景品AMコアラのマーチ
・4等景品ビッグサイズ
 オレンジガム
・5等景品NEW
 スーパービッグカツ
・6等景品キャベツ太郎
・はずれ景品うまい棒

1枚
1枚
1枚
3枚
4枚
30枚
60枚
1箱
1個
1個
1個

3個

4個
30個
60本

・たまごっこ
・お持ち帰り袋（星柄）
・ボトルBOX
・お玉

100個
100枚
1個
1個

・ボトルBOX
・お持ち帰り袋（星柄）
・お玉

1個
100枚
1個

・いちごみるくキャンディ

・お持ち帰り袋（星柄）
・ボトルBOX
・お玉

1kg（約260個）
100枚
1個
1個

他
の
す
く
い

ア
イ
テ
ム
は

こ
ち
ら
へ

P31へ

他
の
ア
ク
リ
ル

す
く
い
ア
イ
テ
ム
は

こ
ち
ら
へ

P39へ

お
か
し
の
す
く
い

ア
イ
テ
ム
は

こ
ち
ら
へ

P105へ

・アクリルクリアMIX

・お持ち帰り袋 
 （星柄）
・ボトルBOX
・お玉

3kg（約720個）

100枚
1個
1個

・アクリルネオンMIX

・お持ち帰り袋 
 （星柄）
・ボトルBOX
・お玉

3kg（約690個）

100枚
1個
1個

・スーパーバウンドボール

・お持ち帰り袋 
 （星柄）
・ボトルBOX
・お玉

300個

100枚
1個
1個

レジ横などの
省スペースでも
使える！

なんと
600本入り

KISAR62225
Kishi's eセット
すくいどり アクリルクリアMIX
ロット／1セット
商品サイズ／22.5×17.5×17.5cm
取り出し口／Φ13cm
※ひとすくいで平均7個すくえます

KISAR62229
Kishi's eセット
すくいどり アクリルネオンMIX
ロット／1セット
商品サイズ／22.5×17.5×17.5cm
取り出し口／Φ13cm
※ひとすくいで平均7個すくえます

KISSB62226
Kishi's eセット
すくいどり スーパーバウンドボール
ロット／1セット
商品サイズ／22.5×17.5×17.5cm
取り出し口／Φ13cm
※ひとすくいで平均6個すくえます

KISNS62227
Kishi's eセット
すくいどり たまごっこ
ロット／1セット
商品サイズ／22.5×17.5×17.5cm
取り出し口／Φ13cm
※ひとすくいで平均1個すくえます

KISEV62464
Kishi's eセット
すくいどり いちごみるくキャンディ
ロット／1セット
商品サイズ／22.5×17.5×17.5cm
取り出し口／Φ13cm
※ひとすくいで平均4個すくえます

KISEV62228
すくいどりボトルセット
ロット／1セット　商品サイズ／22.5×17.5×17.5cm
取り出し口／Φ13cm

イベントボックス使用例イベントボックス使用例

中
に
入
れ
る

お
も
ち
ゃ
は

こ
ち
ら
へ

P72へ

　　お祭り・イベント・パーティー・二次会・レジ横などに!!
カラフルな全面デザイン！遊び心のある取り出し口がユニーク！軽いので持ち運びも楽チン！組み立ても簡単！

KISEV62215
イベントボックス シャーク
ロット／1箱
組立後サイズ／45×25×25cm
※箱のみの販売となります
※中身は別売りとなります

KISEV62216
イベントボックス
トレジャー

ロット／1箱
組立後サイズ／45×25×25cm
※箱のみの販売となります
※中身は別売りとなります

うまい棒
サイコロバルーン
ハンドポンプ
お持ち帰り袋

600本
1個
1本

100枚

KISDG62286
うまい棒 15種類600本 詰め合わせセット 
ロット／1セット

・コーンポタージュ
・チーズ
・やさいサラダ
・めんたい
・チキンカレー 
・エビマヨネーズ
・テリヤキバーガー
・サラミ
「○味が○本」など、内容はご指定いただけません。ご了承くださいませ。

・とんかつソース
・牛タン塩
・ピザ 
・タコヤキ 
・オニオンサラダ
・なっとう 
・シュガーラスク

合計 600本 

KISEV62742
Kishi's eセット
駄菓子ロボットキャッチセット
ロット／1セット
1回3個の設定で100回分となります

KISEV62743
Kishi's eセット
おもちゃロボットキャッチセット
ロット／1セット
1回1個の設定で100回分となります

・キャベツ太郎
・もろこし輪太郎
・どんどん焼き
・ロボットハンド
・80cm丸型プール
・フットポンプ
・2畳用レジャーシート
・お持ち帰り袋

120個
60個
6個

120個

1個
1個

1枚
100枚

・おもちゃ
・ロボットハンド
・80cm丸型プール
・フットポンプ
・2畳用レジャーシート
・お持ち帰り袋

6個
1個

108個

KISEV63101
Kishi's eセット
ワクワクおいしいお菓子くじ大会
ロット／1セット

KISEV63102
Kishi's eセット
うまい棒サイコロコロリンプレゼント
ロット／1セット
1回5本の設定で120回分となります

1個

100枚
1枚

つ
か
み
ど
り
で
も

お
た
ま
で
す
く
っ
て
も
Ｏ
Ｋ
！

1等 2等

3等
4等

5等

サイコロを振って、出た目の数だけ
うまい棒をプレゼント！
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台紙タイプ

イベントキット
ロット

1箱

取り
寄せ

取り
寄せ

（内容）　射的ピストル（吸盤式）2個、
吸盤式の玉20個、景品100個、
ディスプレイ台1セット

（内容）　輪投げの輪（内径12cm）15個、
景品100個、しきもの1枚（48×90cm）

（内容）　釣竿3本、
景品60個

（内容）　輪投げの輪（内径13.3cm）6個、
景品：200個、しきもの：1セット

（内容）　コルクガン2丁、
コルク玉24個、
景品200個、
ディスプレイ台1セット

自立しづらいものが混ざって
いることがありますので、

写真のように工夫をお願いします。

付属の輪は
P.119に

掲載しております。
付属の射的ピストルは

P.119に
掲載しております。

付属のコルクガンは
P.119に

掲載しております。

景品の内容は随時変更します。注意

射
的・わ
な
げ

の
ぼ
り
旗
は

P125へ

（内容）　消しゴム1000個、
袋100枚、おたま1個

BELKJ03410
200人用輪投セット（200回分）
ＢＯＸサイズ／23.5×82×41cm
ディスプレイサイズ／15.5×100×59cm

OISKJ01516
100人用輪投げ遊び（100回分）
ＢＯＸサイズ／16×50×36cm
ディスプレイサイズ／90×48cm

LBRKJ01045
サメつれちゃうんです（60回分）
ＢＯＸサイズ／15×64×43cm
1袋サイズ／約23.5×約12cm

LBRKJ01059
消しゴムすくい（100回分）
ボトルサイズ／21×12.5×9.5cm
「水には浮きません」

BELKJ03409
200人用射的セット（200回分）
ＢＯＸサイズ／23.5×82×41cm
ディスプレイサイズ／69.5×80×38cm

OISKJ32816
100人用射的遊び（100回分）
ＢＯＸサイズ／16×50×36cm
ディスプレイ台／46×46×33cm

OISKJ31666
輪投げ・射的用
景品セット（60個入）

ＢＯＸサイズ／13×37.7×27.5cm

LBRKJ01013
1000本引きですが 60本引きです
BOXサイズ／33×40×17cm

注意 ※景品の中には商品名と異なる種類、キャラクターが混ざる場合がございます。
※台紙タイプの商品には番号くじが付属しています。※景品の内容は随時変更します。

くじ紙付OISKJ30885
デコステッカーコレクション（100付）
台紙サイズ／63×40cm

くじ紙付TKWKJ70247
スーパーコドモクラブ 女の子当て（30付）
台紙サイズ／55×40cm

くじ紙付IMIKJ64146
カラフルシャボン玉当て（80付）
台紙サイズ／60×40cm

くじ紙付LBRKJ01007
すずあつめるんです（100付）
台紙サイズ／52.5×37cm

くじ紙付OISKJ30055
スーパーボール当て（100付）
台紙サイズ／47×42cｍ

くじ紙付LBRKJ01001
ケシゴム当て（100付）
台紙サイズ／63.5×45cｍ

くじ紙付FJYKJ00284
おまかせ男の子くじ当て（60付）
台紙サイズ／56.5×40cm

くじ紙付FJYKJ00285
おまかせ女の子くじ当て（60付）
台紙サイズ／56.5×40cｍ

くじ紙付LBRKJ01018
ビックショックあつめるんです（100付）
台紙サイズ／63.5×42.5cｍ

くじ紙付TKWKJ00216
ポケモン当て（80付）
台紙サイズ／68×45cｍ

くじ紙付IMIKJ61208
キティ当て（100付）
台紙サイズ／60×40cm

夏期
限定

くじ紙付FJYKJ00282
水鉄砲当て（80付）
台紙サイズ／56.5×40cｍ

くじ紙付FJYKJ00283
スポーツ当て（80付）
台紙サイズ／56.5×40cｍ

くじ紙付TKWKJ00189
ゲーム当て（80付）
台紙サイズ／56.5×40cm

くじ紙付LBRKJ01035
キモキモあつめるんです（100付）
台紙サイズ／61×42cｍ

ロット

1枚

く
じ
引
き

の
ぼ
り
旗
は

P125へ

くじ紙付ONEKJ01206
サンリオキャラクターズ
ハッピーけしゴム当て（80付）
台紙サイズ／53×39.3×4cm

くじ紙付TKWKJ70246
スーパーコドモクラブ男の子当て（30付）
台紙サイズ／55×40cm

くじ紙は
裏にあります

くじ紙付FJYKJ00297
パーティー当て(40付)
台紙サイズ／61×39cｍ
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ボックスタイプ

くじ紙付
OISKJ31219
スイートスイーツショッピング（100付）
ＢＯXサイズ／37×27×4cm

BELKJ03411
チャンスチャンスボックス（30回分）
ＢＯXサイズ／55×43.6×8cm

MURKJ18007
ジャンボ宝箱（30回分）
ＢＯXサイズ／55×43.6×8cm

LBRKJ01063
ミニミニ文具
あつめるんです（60回分）
ＢＯXサイズ／23×21×21cm

LBRKJ01055
ミニミニスウィーツ
あつめるんです（60回分）
ＢＯXサイズ／23×21×21cm

LBRKJ01049
手品グッズ
あつめるんです（60回分）
ＢＯXサイズ／23×21×21cm

LBRKJ01056
ミニミニくい道楽
あつめるんです（60回分）
ＢＯXサイズ／23×21×21cm

LBRKJ01021
ミニミニカー
あつめるんです（60回分）
ＢＯXサイズ／23×21×21cm

LBRKJ01032
ミニミニ動物
あつめるんです（60回分）
ＢＯXサイズ／23×21×21cm

LBRKJ01046
ミニミニ恐竜
あつめるんです（60回分）
ＢＯXサイズ／23×21×21cm

LBRKJ01028
ラブリーグッズ
あつめるんです（60回分）
ＢＯXサイズ／23×21×21cm

LBRKJ01023
ミニミニ消しゴム
あつめるんです（60回分）
ＢＯXサイズ／23×21×21cm

LBRKJ01067
お金ボックス
あつめるんです（60回分）
ＢＯXサイズ／50×37×16cm

ロット

1箱
く
じ
引
き

の
ぼ
り
旗
は

P125へ

KISKJ61980
おたのしみキッズボックス
ピンク（60回分）
BOXサイズ／25×25×25cm

KISKJ61979
おたのしみキッズボックス
ブルー（60回分）
BOXサイズ／25×25×25cm

OISKJ31978
バラエティーボール
オールスターズ(100回)
BOXサイズ／41.5×30×6cm

OISKJ32002
パッチンカップ当て(100回)
BOXサイズ／38×25×4cm

LBRKJ01058
あたるんです（30回分）
BOXサイズ／43.5×55×12cm

くじ紙付

KISKJ62768
？（はてな）ボックス（30回分）
BOXサイズ／55×43×8cm

P74へ

LBRKJ01024
ビックショック恐竜あつめるんです(60回分)

BOXサイズ／23×21×21cm

LBRKJ01064
ミニキモあつめるんです(60回分)
BOXサイズ／23×21×21cm

BELKJ03412
はてなたまご（60回分）
ＢＯXサイズ／27×26.5×26.5cm

LBRKJ01048
ミニミニ海の生きものあつめるんです(60回分)
ＢＯXサイズ／23×21×21cm

LBRKJ01066
ミニミニ駄菓子屋さん消しゴム
あつめるんです(60回分)
ＢＯXサイズ／23×21×21cm

かわいいスイーツのストラップと
消しゴムの当てくじ！！

水につけると
大きくなるよ！
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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
キュアキュアショコラ

DICOM21030
キラキラ☆プリキュアアラモード
キュアペコリン

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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水ヨーヨー　ヨーヨーコレクション　キャラクタービニールヨーヨー　キャラクターソフビヨーヨーヨーヨーつり

これ1セットでヨーヨー風船イベントが楽しめます!

・ヨーヨーフーセン
 メタル クリスタル
 カラーアソート   　100個
・糸ゴム　　　　  100本
・パッチンスタンド      1個
・しばらず
 パッチンクリップ　100個
・クイックフック  　 100個

・ヨーヨー風船　　 100個
・糸ゴム（輪っかが
できているゴムひも）100本
・らくらくポンプ　　　 1本
・釣り針＆
 釣り紙セット　　 100枚
・しばらず
 パッチンクリップ　100個
・パッチンスタンド 　 １個

・ヨーヨー風船  　　100個
・らくらくポンプ    　　  1本
・糸ゴム       　      100本
・つり紙  　  　      100枚
・つり針　  　　   　30個
・パッチンスタンド 　   １個
・しばらずパッチンクリップ 100個
・80cm丸型プール 　 1個
・フットポンプ　　　    1個
・2畳用レジャーシート   　  1枚

・LED入ジャンボ
 ヨーヨーバルーン    20個
・糸ゴム            20本
・専用アタッチメント付
 ポケットポンプ　  　1本
・しばらず
　パッチンクリップ    20個
・ミニスタンド    　 1個
・作り方説明書     1枚

・ヨーヨー風船　　　 100個
・ゴムポンプ 　     　　 1個
・糸ゴム　　　　　　 100本 
・つり紙  　　　　　  100枚
・つり針　　　　　　  30個　
・パッチンスタンド　 　   1個
・しばらずパッチンクリップ 100個

水ヨーヨー
対応タイプ

透明ポンプ専用の
パッキンです。

・ヨーヨーフーセン
 メタル クリスタル
 カラーアソート   　100個
・糸ゴム　　　　  100本
・パッチンスタンド  　 1個
・しばらず
 パッチンクリップ　100個

・ヨーヨー風船　100個
・らくらくポンプ 　  1本
・糸ゴム　　　  100本
・つり紙　　　  100枚
・つり針　　　　30個
・パッチンスタンド  1個
・しばらず
　パッチンクリップ　100個

・ヨーヨー風船　100個
・らくらくポンプ 　  1本
・糸ゴム　　　  100本
・つり紙　　　  100枚
・つり針　　　　30個
・パッチンスタンド  1個
・しばらず
　パッチンクリップ　100個

・ヨーヨー風船　    100個
・糸ゴム　　　　  100本
・パッチンスタンド  　 1個
・しばらず
 パッチンクリップ　100個

・ヨーヨー風船　    100個
・糸ゴム　　　　  100本
・パッチンスタンド  　 1個
・しばらず
 パッチンクリップ　100個

・ヨーヨーフーセン
 アソート メタリック、
 クリスタル　　　100個
・糸ゴム　　　    100本
・パッチンスタンド     1個
・らくらくポンプ　　  1本
・作り方説明書　  　1枚
・つり紙　　       100枚
・つり針　　　　　30個
・サイズゲージ　　　1枚
・しばらず
 パッチンクリップ  100個

ヨ
ー
ヨ
ー
つ
り

の
ぼ
り
旗
は
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は
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が一度
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あ
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カ
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ト
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カ
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最初からつり紙とつり針が
セット加工してありますので
今までのように
手間と時間が、かかりません！！

新提案
！！

KISVY62520
クイックフック（50入）
ロット／1袋

KISVY62224
Kishi’s eセットヨーヨーつり風船
ロット／1キット
Pサイズ／11×31.5×31.5cm

SZKVY10031
らくらくヨーヨーセット
ロット／1箱
Pサイズ／29.5×14×4cm

SZKVY50100
パッチンＹＯＹＯ100（100入）
ロット／1袋
Pサイズ／35.5×4.5×5cm

SZKVY10021
ヨーヨーＮｏ.100青箱
ロット／1箱　Pサイズ／22×14.5×5cm

SZKVY00742
つり紙（こより）（1000枚入）
ロット／1袋
Pサイズ／11×8×2cm

SZKVY00743
つり針（100本入）
ロット／1袋
Pサイズ／10×9×2cm

SZKVY00740
つり針・つり紙セット
ロット／1袋　Pサイズ／10×9×2cm 
※つり針30個・つり紙100枚

SZKVY20308
透明ポンプ
ロット／1本
商品サイズ／長さ38cｍ

SZKVY63111
透明ポンプ用パッキン
ロット／1個
商品サイズ／Φ約4cm

SZKVY61107
糸ゴム（ノビ）（100本入）
ロット／1束
Pサイズ／29×2×2cm

SZKVY50013
ヨーヨーフーセン バラ（500入）
ロット／1袋　Pサイズ／18×22×5cm ※糸ゴム・クリップなし

SZKVY02003
ぴかぴかYOYO
BALLOON（20入）
ロット／1箱
Pサイズ／24×12×4cm

SZKVY50101
パッチンＹＯＹＯ100メタルクリスタル（100入）
ロット／1袋
Pサイズ／35.5×4.5×5cm

SZKVY10023
ファンタスティックヨーヨー（100入）
ロット／1袋
Pサイズ／29×16×5cm

SZKVY10032
メタルクリスタル
らくらくヨーヨーセット
ロット／1箱
Pサイズ／34×16×4.5cm

SZKVY10041
ファンタスティック
らくらくヨーヨーセット
ロット／1箱
Pサイズ／29.5×14×4cm

・ヨーヨー風船　    100個
・糸ゴム　　　　  100本
・パッチンスタンド　   1個
・しばらず
 パッチンクリップ　100個
・クイックフック  　 100個

・ヨーヨー風船    100個
・糸ゴム　　　   100本
・パッチンスタンド     1個
・しばらず
 パッチンクリップ 100個
・クイックフック    100個

クイックフ
ック

100個が付い
た

お得なセッ
ト！！

クイックフ
ック

100個が付い
た

お得なセッ
ト！！

クイックフ
ック

100個が付い
た

お得なセッ
ト！！

KISVY62516
パッチンＹＯＹＯ100  クイックフックセット
ロット／1セット

KISVY62518
ファンタスティックヨーヨークイックフックセット
ロット／1セット

KISVY62517
パッチンＹＯＹＯ100
メタルクリスタル クイックフックセット
ロット／1セット

水ヨーヨー

SZKVY10051
【超】らくらくヨーヨーセット
ロット／1箱
Pサイズ／30×16.5×6cm

水ヨーヨー
対応タイプ

SZKVY20300
らくらくポンプ
ロット／1本
商品サイズ／長さ29cｍ

超らくらくの理由
こよりが最初から
セットされていますその1
糸ゴムが最初から
輪っかになっていますその2

1WAY
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ビニール製品は商品の性質上、空気モレなどの不良品が発生する場合がございます。不良品を踏まえた上での販売価格
となっておりますので不良交換、返品などはお受けしかねます。予めご了承のうえご利用下さい。膨らませすぎや、コンプ
レッサーなどによる空気の注入は不良品発生の原因となりやすいのでご注意下さい。

注意

ゴム付き

KISVN62412
ヨーヨーコレクション 
あにまるフェイス
ロット／10個
Pサイズ／16.5×14.5cm 
本体サイズ／約9×13×6cm

フックにマグネットが付いています。ヨーヨーコレクションを
使ったイベントに最適！ 竿を収縮

できます！
クイックフックはつり紙につり針が
セットしてあるのですぐに使えます！

KISVN62109
ヨーヨーコレクション のりもの（10種アソート）
ロット／10個
本体サイズ／約11×16cm

KISVN62108
ヨーヨーコレクション 
フルーツ（10種アソート）
ロット／10個
本体サイズ／約12×8cm

KISVN62113
ヨーヨーコレクション 
モンスターフェイス（10種アソート）
ロット／10個
本体サイズ／約11×11cm

KISVN62112
ヨーヨーコレクション お祭り（10種アソート）
ロット／10個
本体サイズ／約11×6cm

KISVY62520
クイックフック（50入）
ロット／1袋

LBREV21136
イベント用釣竿
ロット／1本
サイズ／全長約57cｍ（縮めたとき：34cm）
糸は含まない 2色アソート

KISVN62411
ヨーヨーコレクション 
カブトムシ VS クワガタ
(10種アソート)
ロット／10個 
本体サイズ／約20×10cm

KISVN62107
ヨーヨーコレクション
どうぶつえん（10種アソート）
ロット／10個
本体サイズ／約16×16cm

KISVN62204
ヨーヨーコレクション
海の仲間（10種アソート）
ロット／10個
本体サイズ／約17×15×7cm

ヨーヨーコレクション

KISVY62728
ヨーヨーコレクション おすし 
ロット／10個
Pサイズ／16.5×14.5cm
本体サイズ／約7×15×5cm

KISVY62729
ヨーヨーコレクション スイーツ 
ロット／10個
Pサイズ／16.5×14.5cm
本体サイズ／約15×8×5cm

KISVY62730
ヨーヨーコレクション プリンセス
ロット／10個
Pサイズ／16.5×14.5cm
本体サイズ／約15×12×7cm

KISVN62629
ヨーヨーコレクション うさぴよ
ロット／10個
Pサイズ／16.5×14.5cm
本体サイズ／約15×9×7cm

くじら

くらげ

ラッコ

ヒトデ
かに

ペンギン アシカ

たこ
クマノミ

ふぐ

KISVN62910
ヨーヨーコレクション にゃんこ
ロット／10個
Pサイズ／16.5×14.5cm
本体サイズ／約17×18×9cm

KISVN62854
ヨーヨーコレクション ミッフィー
ロット／10個
Pサイズ／14×20cm
本体サイズ／約12×17cm

KISVN62911
ヨーヨーコレクション ダイナソー
ロット／10個
Pサイズ／16.5×14.5cm
本体サイズ／約22×16×16cm

KISVN62912
ヨーヨーコレクション 金魚
ロット／10個
Pサイズ／16.5×14.5cm
本体サイズ／約8×12×6cm

KISVN62913
ヨーヨーコレクション フラワー
ロット／10個
Pサイズ／16.5×14.5cm
本体サイズ／約6×13×7cm
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使用例

DICVY70618
顔アンパンマン
サイズ／Φ10cm

DICVY70619
顔ばいきんまん
サイズ／Φ10cm

DICVY70620
顔ドキンちゃん
サイズ／Φ10cm

DICVY70498
顔ドラえもん
サイズ／Φ10cm

DICVY70497
顔リラックマ
サイズ／8.5×12.5cm

ITOVN62996
顔マイメロディ
サイズ／17×9cm

DICCY80586
ソフビヨーヨー
妖怪ウォッチ ジバニャン
サイズ／7.5×6×4cm

DICCY80508
ソフビヨーヨー
ピカチュウ
サイズ／9×5×3.5cm

DICCY80591
ソフビヨーヨー
リラックマ
サイズ／6.5×6.5×4cm

DICCY80503
ソフビヨーヨー
アンパンマン 飛び
サイズ／6×6.5×8cm

DICCY80502
ソフビヨーヨー
アンパンマン 立ち
サイズ／7×6.5cm

DICCY80563
ソフビヨーヨー
バイキンマン
サイズ／7.5×5.5cm

DICCY80564
ソフビヨーヨー
ドキンちゃん
サイズ／7.5×5.5cm

DICCY80532
ソフビヨーヨー
ドラえもん
サイズ／8×3.5×3cm

DICCY80533
ソフビヨーヨー
ワンピース チョッパー
サイズ／7.5×6×4cm

DICCY80505
ソフビヨーヨー
きかんしゃトーマス
サイズ／4.5×4×5cm

ITOVY62297
顔ぼんぼんりぼん
サイズ／10×19cm

ITOVY62062
顔キティ 星リボン（２色アソート）
サイズ／Φ12cm

ITOVY61839
ジュエルペット 顔サフィー
サイズ／14×14cm

ITOVY62047
ジュエルペット 顔ローサ
サイズ／12×15cm

TKGVY61134
ビニールヨーヨー用
うずまき棒
ロット／100本
サイズ／39cm

ITOVY61838
ジュエルペット 顔ラブラ
サイズ／14×14cm

DICVY70697
妖怪ウォッチ ジバニャン
サイズ／Φ9cm

DICVY70733
ドラえもん15Ver. ドラえもん
サイズ／Φ9cm

DICVY70597
ワンピース チョッパー
サイズ／Φ9cm

DICVY70508
きかんしゃトーマス
サイズ／Φ9cm

DICVY70563
みいつけた！
サイズ／Φ9cm

DICVY70633
リラックマ（ハワイ柄）
サイズ／Φ9cm

ITOVY62200
ぼんぼんりぼん
サイズ／Φ12cm

ITOVY62045
スイーツキティ 丸型
サイズ／Φ12cm

ENAVY62202
すいかキティ
サイズ／約Φ9cm

ビニール製品は商品の性質上、空気モレなどの不良品が発生する場合がございます。不良品を踏まえた上での販売価格
となっておりますので不良交換、返品などはお受けしかねます。予めご了承のうえご利用下さい。膨らませすぎや、コンプ
レッサーなどによる空気の注入は不良品発生の原因となりやすいのでご注意下さい。

注意

キャラクタービニールヨーヨー

キャラクターソフビヨーヨー

ロット

10枚糸ゴム付き

ロット

12個
DICVY70737
それいけ！アンパンマン
アンパンマン16Ver.
サイズ／Φ9cm

DICVY70755
ハローキティ16Ver.
サイズ／Φ9cm

DICVY70801
宇宙戦隊キュウレンジャー シシレッド
サイズ／Φ9cm

ITOVN62997
顔ケロッピ
サイズ／14×13cm

ITOVN62999
顔シナモン
サイズ／20×10cm

ITOVN63000
 顔ウサハナ
サイズ／16×12cm

DICVY70791
キラキラ☆プリキュアアラモード 
キュアホイップ＆ペコリン

サイズ／Φ9cm

DICVY70792
キラキラ☆プリキュアアラモード 
キュアジェラート＆キュアカスタード

サイズ／Φ9cm

DICVY70773
仮面ライダーエグゼイド 
仮面ライダーエグゼイド

サイズ／Φ9cm

DICVY70778
ポケットモンスターサン＆ムーン 
モクロー
サイズ／Φ9cm

DICVY70779
ポケットモンスターサン＆ムーン 
ニャビー
サイズ／Φ9cm

DICVY70780
ポケットモンスターサン＆ムーン 
アシマリ
サイズ／Φ9cm

DICVY70776
デジモンユニバース　
アプリモンスターズガッチモン

サイズ／Φ9cm

DICVY70759
アイカツスターズ！ 虹野ゆめ
サイズ／Φ9cm

DICVY70760
リルリルフェアリル りっぷ
サイズ／Φ9cm

DICVY70761
リルリルフェアリル ひまわり
サイズ／Φ9cm

DICVY70765
プリパラ３期 真中らぁら＆ジュリィ
サイズ／Φ9cm

DICVY70758
カミワザ・ワンダ ワンダ
サイズ／Φ9cm

DICVY70772
すみっコぐらし
サイズ／Φ9cm

DICVY70766
ヘボット
サイズ／Φ9cm

ITOVN62807
ぐでたまスイム
サイズ／15×12cm

ITOVN62994
シンカイゾク
サイズ／Φ9cm

ITOVN62995
ハミングミント
サイズ／Φ9cm

DICCY80620
ソフビヨーヨー　
キラキラプリキュアアラモード　
キュアホイップ
サイズ／7.5×5×4cm

DICCY80622
ソフビヨーヨー
宇宙戦隊 キュウレンジャー
シシレッド
サイズ／7.5×6×4cm

DICCY80615
ソフビヨーヨー
仮面ライダーエグゼイド 
仮面ライダーエグゼイド　
サイズ／7×4×3.5cm



すくいアクセサリー　キャラクター人形すくい　キラピカすくい　すくって！シリーズ　
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縁日すくい　笛付すくい　光るすくい　スーパーボール 縁日すくい

2625 ●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。

丸型プールに
スーパーボール
300個入れた場合

角型プールに
水ヨーヨー

50個入れた場合

丸型プールに
水ヨーヨー

50個入れた場合

角型プールに
スーパーボール
300個入れた場合

商品は東日本用50Ｈｚと西日本用
60Ｈｚの2種類ございます。ご購入前に
ご使用になる地域の周波数をご確認
ください。ご不明な点は電力会社に
ご確認ください。

東日本用
50Ｈｚ

西日本用
60Ｈｚ

水流ポンプの周波数について

KISNS60051
金魚袋（小）
ロット／100枚
サイズ／18×14cm

すくいアクセサリー

プール内の水を回転させます。

ワンタッチ枠 金魚すくい・
スーパーボールすくい用

非フタル酸非フタル酸

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

スーパーボールや人形すくいなどの浮き物すくいは水流がないと、上手な人
には取られ放題になります。水流ポンプで手軽に水流を作って、難易度UP!!

西日本用

IDLNS62437
グッピーちゃん4号（厚め）
ロット／100本　本体サイズ／外径8.3cm、内径7.8cm

IDLNS60787
グッピーちゃん6号（標準）
ロット／100本　本体サイズ／外径8.3cm、内径7.8cm

IDLNS36302
ワンタッチすくい枠2
ロット／90本
本体サイズ／外径9cm、内径7.8cm
【別途スペア紙をご購入ください】

IDLNS61740
スペア紙4号
（1000枚入）
ロット／1箱

IDLNS60789
スペア紙5号
（1000枚入）
ロット／1箱

IDLNS60790
スペア紙6号
（1000枚入）
ロット／1箱

IDLNS60791
スペア紙7号
（1000枚入）
ロット／1箱

枠を
無くさな

い！！

IDLNS35518
新ワンタッチ枠
ロット／90本
本体サイズ／外径9cm、内径8.3cm
【別途スペア紙をご購入ください】

スペア紙の
取付け方
枠を上下に開きます。
的枠の上にスペア紙を
置き、枠を閉じます。
その後枠がはずれない
様に充分に押さえてく
ださい。

スペア紙的枠

的枠

枠を
無くさな

い！！

OISNS61819
すくいあみ
ロット／10本
サイズ／8.5×18×0.3cm

IDLNS60792
すくい用カップ
（ボウル（小））
ロット／10個
サイズ／Φ10.5×5cm

IDLNS60786
グッピーちゃん5号（厚め）
ロット／100本　本体サイズ／外径8.3cm、内径7.8cm

IDLNS60788
グッピーちゃん7号（薄め）
ロット／100本　本体サイズ／外径8.3cm、内径7.8cm

WRDNS00020
ラッキースクープ4号（厚め）
ロット／100本　本体サイズ／外径8.3cm、内径7.8cm

KISNS60628
金魚袋水草柄
ロット／100枚
サイズ／18×14cm

KISNS62626
金魚袋パーティ柄
ロット／100枚
サイズ／18×14cm

KISNS60590
イベント用丸型プール
ロット／1個　サイズ／Φ80×30cm 

ELSNS94013
小型水流ポンプ
Rio800（60Hz）
ロット／1個
本体サイズ／6.5×12×12cm
丸型プール対応

ELSNS94015
小型水流ポンプ
Rio1100（60Hz）
ロット／1個
本体サイズ／10×16×13.5cm
角型プール対応

非フタル酸非フタル酸

KISNS60589
イベント用角型プール
ロット／1個　サイズ／100×65×30cm

KISNS60629
金魚袋星柄
ロット／100枚
サイズ／18×14cm

KISNS60050
金魚袋（大）
ロット／100枚
サイズ／21×16.5cm

WRDNS20020
ラッキースクープ6号（標準）
ロット／100本　本体サイズ／外径8.3cm、内径7.8cm

WRDNS10020
ラッキースクープ5号（厚め）
ロット／100本　本体サイズ／外径8.3cm、内径7.8cm

WRDNS30020
ラッキースクープ7号（薄め）
ロット／100本　本体サイズ／外径8.3cm、内径7.8cm

金魚袋

イベント用プール

すくい枠

小型水流ポンプ

金
魚
す
く
い

の
ぼ
り
旗
は

P125へ

東日本用

ELSNS94012
小型水流ポンプ
Rio800（50Hz）
ロット／1個
本体サイズ／6.5×12×12cm
丸型プール対応

ELSNS94014
小型水流ポンプ
Rio1100（50Hz）
ロット／1個
本体サイズ／10×16×13.5cm
角型プール対応

スペア紙の
取付け方
本体の上にスペア紙を
置き、その上からフタ
（丸枠）を水平にかぶせ
ます。その後フタが
はずれない様に充分に
押さえてください。

断面図

スペア紙

本体

フタ（丸枠）

KISNS62887
金魚袋星柄(大)
ロット／100枚
サイズ／21×16.5cm

※写真は
　イメージです。
　中身は付いて
　いません。

※写真は
　イメージです。
　中身は付いて
　いません。

※写真は
　イメージです。
　中身は付いて
　いません。

※写真は
　イメージです。
　中身は付いて
　いません。

※写真は
　イメージです。
　中身は付いて
　いません。

※写真は
　イメージです。
　中身は付いて
　いません。

※写真は
　イメージです。
　中身は付いて
　いません。

※写真は
　イメージです。
　中身は付いて
　いません。

※写真は
　イメージです。
　中身は付いて
　いません。

※写真は
　イメージです。
　中身は付いて
　いません。

※写真は
　イメージです。
　中身は付いて
　いません。

※写真は
　イメージです。
　中身は付いて
　いません。
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ロット

10個
ロット

10個サイズ／4～5㎝サイズ／4～5㎝

DICNS50676
妖怪ウォッチ ジバニャン

DICNS50679
妖怪ウォッチ コマさん

DICNS50680
妖怪ウォッチ コマじろう

DICNS50678
妖怪ウォッチ ブシニャン

DICNS59626
メロンパンナ

DICNS59660
ジャムおじさん

DICNS50545
コキンちゃん

DICNS50546
あかちゃんまん

DICNS50677
妖怪ウォッチ ロボニャン

DICNS59622
アンパンマン

DICNS59623
バイキンマン

DICNS59627
ショクパンマン

DICNS59624
カレーパンマン

DICNS59658
おむすびまん

DICNS59625
ドキンちゃん

DICNS50234
きかんしゃトーマス トーマス

DICNS50788
ポケットモンスターサン＆ムーン
ピカチュウ

DICNS50328
ドラえもん

DICNS50329
ドラミ

DICNS59601
初代ウルトラマン

DICNS50460
仮面ライダー1号

キャラクター人形すくい

DICNS50720
妖怪ウォッチ USAピョン

DICNS50719
妖怪ウォッチ ウィスパー

★

DICNS50802
宇宙戦隊キュウレンジャー
オオカミブルー

DICNS50812
宇宙戦隊キュウレンジャー　
サソリオレンジ

DICNS50814
宇宙戦隊キュウレンジャー　
テンビンゴールド

DICNS50813
宇宙戦隊キュウレンジャー　
ヘビツカイシルバー

DICNS50803
宇宙戦隊キュウレンジャー
オウシブラック

DICNS50804
宇宙戦隊キュウレンジャー
カメレオングリーン

DICNS50805
宇宙戦隊キュウレンジャー
カジキイエロー

DICNS50806
宇宙戦隊キュウレンジャー
ワシピンク

DICNS50773
仮面ライダーエグゼイド
仮面ライダーエグゼイド

DICNS50774
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）

DICNS50780
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）

DICNS50799
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）

DICNS50800
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） 

DICNS50808
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（レベル50）

DICNS50807
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（レベル50）

DICNS50793
キラキラ☆プリキュアアラモード
キュアホイップ

DICNS50794
キラキラ☆プリキュアアラモード
キュアカスタード

DICNS50795
キラキラ☆プリキュアアラモード
キュアジェラート

DICNS50796
キラキラ☆プリキュアアラモード
キュアマカロン

DICNS50797
キラキラ☆プリキュアアラモード
キュアショコラ

DICNS50798
キラキラ☆プリキュアアラモード
ペコリン

DICNS50742
アイカツスターズ！（4ｔｈシーズン）
虹野ゆめ

DICNS50789
妖怪ウォッチ コアラニャン

DICNS50758
ガラピコぷ～ ガラピコ

DICNS50756
ガラピコぷ～ チョロミー

DICNS50741
少年アシベ GO！GO！ゴマちゃん
ゴマちゃん

DICNS50757
ガラピコぷ～ ムームー

DICNS50764
おそ松さん おそ松

DICNS50765
おそ松さん カラ松

DICNS50766
おそ松さん チョロ松

DICNS50767
おそ松さん 一松

DICNS50768
おそ松さん 十四松

DICNS50769
おそ松さん トド松

DICNS50727
ファインディングドリー ドリー

DICNS50747
リルリルフェアリル スミレ

DICNS50746
リルリルフェアリル ひまわり

DICNS50745
リルリルフェアリル りっぷ

DICNS50759
スプーンペット ハムハム

DICNS50748
リルリルフェアリル ローズ

DICNS50760
スプーンペット ルンルン

DICNS50770
ウルトラマンオーブ
スペシウムゼペリオン

DICNS50754
ウルトラマンシリーズ
ゼットン

DICNS50753
ウルトラマンシリーズ
バルタン星人

DICNS50801
宇宙戦隊キュウレンジャー
シシレッド



縁日すくい 縁日すくい
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縁日すくい　笛付すくい　光るすくい　スーパーボール
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DICNS50683
ワンピース 
サンジ(新世界編)

DICNS50684
ワンピース 
トラファルガー・ロー
(新世界編）

DICNS50681
ワンピース 
ルフィ(新世界編)

DICNS50609
ワンピース
チョッパー(新世界編)

DICNS50682
ワンピース 
ゾロ(新世界編)

DICNS50375
リラックマ

DICNS50376
コリラックマ

DICNS50377
キイロイトリ

DICNS50687
リラックマ リラックマうさぎ

DICNS50688
リラックマ コリラックマうさぎ

DICNS50724
ドラゴンボール超
フリーザ最終形態

DICNS50723
ドラゴンボール超
超サイヤ人ゴッドSSベジータ

DICNS50722
ドラゴンボール超
超サイヤ人ゴッドSS孫悟空

DICNS50671
プラレールE6系 
スーパーこまち

DICNS50672
プラレールE7系 
かがやき

DICNS50673
プラレール 
ドクターイエロー

DICNS50565
プラレール はやぶさ

DICNS50567
プラレール N700系

ロット

10個

★

サイズ／3～5㎝

ITONS62300
ぼんぼんりぼん

ITONS60812
マイメロディ

ITONS61638
スイーツキティアソート
（4種アソート）

ITONS61329
ハートキティアソート
（5種アソート）

ITONS61827
ジュエルペット サフィー

ITONS61828
ジュエルペット ガーネット

ITONS62489
ジュエルペット ラリマー

ITONS62490
ジュエルペット ルナ

すくって！キラピカシリーズ（キッシーズオリジナルすくい）

DICNS50717
すみっコぐらし しろくま

DICNS50716
すみっコぐらし ねこ

ITONS62494
ぐでたま

DICNS50771
プラレール Ｈ５系 
はやぶさ （北海道新幹線）

ITONS62984
カラフルバニーキティ

ITONS62985
ジュエルペット ルーア

ITONS62955
花キティ

DICNS80611
キャラクターぷかぷかすくい 
リラックマシリーズ コリラックマ

DICNS80610
キャラクターぷかぷかすくい 
リラックマシリーズ リラックマ

ロット

100個

KISNS62169
すくって！キラピカマウス
サイズ／2.2cｍ 

KISNS62164
すくって！キラピカキャンディ
サイズ／3～4.5cm 

KISNS62168
すくって！キラピカメロディー
サイズ／3cm 

KISNS60940
すくって！キラピカコイン
サイズ／3.5cｍ

KISNS62239
すくって！キラピカゆびわコレクション
サイズ／1.5～2×1.5cm・内径2cm

KISNS62165
すくって！キラピカトレジャー
サイズ／2.5～3.2cm 

KISNS62435
すくって!キラピカ恐竜
サイズ／3cm

KISNS62648
すくって！キラピカKeyコレクション
サイズ／3×6.5cm

KISNS62238
すくって！キラピカ小判
サイズ／5×3cm

KISNS62158
すくって！キラピカこんちゅう
サイズ／5×3～3.5cｍ 

KISNS62166
すくって！キラピカハート
サイズ／2.7cm 

KISNS62771
すくって！キラピカアニマルコイン
サイズ／3×4.5cm
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すくいアクセサリー　キャラクター人形すくい　キラピカすくい　すくって！シリーズ　
縁日すくい　笛付すくい　光るすくい　スーパーボール

すくいアクセサリー　キャラクター人形すくい　キラピカすくい　すくって！シリーズ
縁日すくい　笛付すくい　光るすくい　スーパーボール縁日すくい 縁日すくい

OISNS80951
クマノミとお友達
ロット／50個　サイズ／平均5cm

AKBNS61011
ミニ熱帯魚
ロット／100個
サイズ／5cm

OISNS81460
ミニ金魚
ロット／100個
サイズ／4cｍ

KSYNS00195
すくい恐竜カラー
ロット／100個
サイズ／約5～7cm

WDLNS05505
ぷかぷかでめきん
ロット／100個
サイズ／3.5cm

OISNS81910
やわらかウニボール
ロット／100個
サイズ／2.5cm

TATNS50005
ぺったんトカゲすくい
ロット／100個
サイズ／10×4.5×0.5cm

OISNS81916
キラキラめっきんぎょ
ロット／50個
サイズ／3.5x4.2x0.4cm

アヒル比較表

OISNS81375
うきうきアザラシ
ロット／50個
サイズ／3×4×6.5cm

OISNS80947
うきうきイルカ（4色アソート）
ロット／50個
サイズ／3.5×5×5.5cｍ

OISNS81227
うきうききんぎょ（5色アソート）
ロット／50個
サイズ／2.5×4.5×5.5cｍ 

OISNS81154
うきうきクジラ（5色アソート）
ロット／50個
サイズ／5.5×5.5×7.5cｍ 

OISNS80946
うきうきタコ（2色アソート）
ロット／50個
サイズ／3×5×5cｍ 

OISNS40883
うきうきカメ
ロット／50個
サイズ／2.5×5×5.5cｍ 

OISNS21516
うきうきアヒル(特大)
ロット／12個
サイズ／7.5×7×8.5cm

OISNS81684
うきうきアヒル(ビッグ)
ロット／6個
サイズ／14×13×17cm

OISNS80945
うきうきカエル
ロット／50個
サイズ／4×5×5.5cｍ 

縁日すくい

笛付すくい

SYDNS26004
ぷかぷかお寿司
ロット／50個
サイズ／2.5×2.5×5cm

SYDNS26069
ぷかぷか人気ののりものシリーズ 
ロット／50個
サイズ／2～3×4～5cm

SYDNS26304
ぷかぷかスウィーツ
ロット／50個
サイズ／3×5.5cm

SYDNS26028
ぷかぷかうんちくん
ロット／50個
サイズ／3.8×4.2cm

SYDNS25887
ぷかぷかキノコ
ロット／48個
サイズ／4.5×Φ4cm

SYDNS26431
ぷかぷか人気の海の生き物
ロット／50個
サイズ／3～7×3～7cm

OISNS82048
うきうきカラフルアヒル
ロット／100個
サイズ／2.9×2.0×2.9cm

OISNS40912
うきうききんぎょ（小）
ロット／100個
サイズ／2.7×3.8×2.0cm

笛付
握るとピーピー
なるよ！

首・足・
しっぽが
動きます

5型

KISNS62157
すくって！
マリンコレクション
ロット／100個
サイズ／2.5～3.5×3～4cm

8型
10種

KISNS62161
すくって！うみのおともだち
ロット／50個
サイズ／2.4～5.5×3.2～5.5cm

5型

KISNS62160
すくって！
やわらかベアコレクション
ロット／100個
サイズ／2.4～2.8×1.5～1.9cm

女の子に人気！
柔らか素材の
5種8色アソート

KISNS61795
すくって！
リングコレクション
ロット／100個
サイズ／2.5×3cm・内径1.4cm 

水面から
顔を出して
浮かびます

笛付
握るとピーピー
なるよ！

笛付
握るとピーピー
なるよ！

KISNS62104
すくって！アヒルちゃん
ロット／50個
サイズ／4.5×5cm

KISNS61956
すくって！ゆらゆらたまごっこ
ロット／50個
サイズ／ニワトリ：4.5×4.5cm・
　　　   ヒヨコ：4×4cm

KISNS62105
すくって！アヒルちゃん（小）
ロット／100個
サイズ／3×3.5cm

KISNS61953
すくって！
リアルカメコレクション
ロット／50個
サイズ／5×4cm

尾ヒレが
動きます

KISNS62240
すくって！
リアル金魚コレクション
ロット／50個
サイズ／3～5cｍ

すくって！シリーズ（キッシーズオリジナルすくい）



●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。

縁日すくい 縁日すくい
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すくいアクセサリー　キャラクター人形すくい　キラピカすくい　すくって！シリーズ　
縁日すくい　笛付すくい　光るすくい　スーパーボール

すくいアクセサリー　キャラクター人形すくい　キラピカすくい　すくって！シリーズ
縁日すくい　笛付すくい　光るすくい　スーパーボール

TMYNS30055
笛付アザラシ
ロット／50個
サイズ／2×4×4.7cm

TMYNS30056
笛付クマ（5色アソート）
ロット／50個
サイズ／4.2×4.8×2.4cm

SYDNS26260
ぷかぷかスター柄ボール
ロット／50個
サイズ／約Φ4cm

SYDNS26468
ぷかぷかうさぴょん
ロット／50個
サイズ／6×3×2.5cm

光るすくい 電池付属
（交換不可）

スイッチ式 スイッチ式

スイッチ式

スイッチ式

スイッチ式スイッチ式

スイッチ式

スイッチ式

スイッチ式スイッチ式

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

OISNS11768
ピカピカジュエルマウス
ロット／48個
サイズ／3×4cm

OISNS11639
ピカピカ恐竜
ロット／48個
サイズ／4×4×1.5cm

OISNS11342
ＮＥＷピカピカきんぎょ
ロット／48個
サイズ／3.5×3.5×1cm

OISNS11343
ピカピカ森の生物
ロット／48個
サイズ／平均4×3.5×1cm

OISNS11341
ピカピカ水族館
ロット／48個
サイズ／平均3.5×3.5×1cm

OISNS11904
ピカピカアヒル
ロット／48個
サイズ／3.7×3.5×1.5cm

SYDNS26241
ぷかぷかまんまる12星座
ロット／50個
サイズ／Φ4cm

SYDNS26006
ぷかぷかまんまるアニマル
ロット／50個
サイズ／Φ4cm

SYDNS26249
ぷかぷかアニマルヨーヨー
ロット／50個
サイズ／4.5×4cm

SYDNS25973
ぷかぷかアニマルマスコット
ロット／50個
サイズ／4×4×2.5cm

SYDNS26199
ぷかぷかアニマルハンド
ロット／50個
サイズ／3.5×4.5×2.3cm

SYDNS26365
ぷかぷかにゃんちゃん
ロット／50個
サイズ／4.5cm

SYDNS26413
ぷかぷかくまたん
ロット／50個
サイズ／4cm

SYDNS26255
ぷかぷかワンちゃん柴犬Ｖｅｒ
ロット／50個
サイズ／4cm

SYDNS26424
ぷかぷかことりちゃん
ロット／50個
サイズ／3.5x4x4.5cm

OISNS82058
ピカピカジャンボカメさん
ロット／24個
サイズ／2.2×4.5×6.5cm

OISNS82059
ピカピカジャンボカニさん
ロット／24個
サイズ／3.8×5.9×2cm

OISNS82057
ピカピカジャンボタコさん
ロット／24個
サイズ／2.8×5×5cm

OISNS82060
ピカピカジャンボアヒルさん
ロット／24個
サイズ／3.5×4×4.5cm

笛付すくい 笛付
握るとピーピー
なるよ！

スイッチ式

OISNS81642
ピカピカジャンボきんぎょ
ロット／24個
サイズ／2.5×4.5×5.5cm

OISNS81915
ピカピカジャンボアヒル
ロット／24個
サイズ／4.4×4.4×3.5cm

スイッチ式

OISNS11489
ピカピカアニマルズ
ロット／48個
サイズ／3×4ｃm

スイッチ式



●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。

縁日すくい 縁日すくい
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すくいアクセサリー　キャラクター人形すくい　キラピカすくい　すくって！シリーズ　
縁日すくい　笛付すくい　光るすくい　スーパーボール

すくいアクセサリー　キャラクター人形すくい　キラピカすくい　すくって！シリーズ
縁日すくい　笛付すくい　光るすくい　スーパーボール

※種類・色柄は予告なく変更される場合があります。

UCYSB62496
300入変形ボール入り
キラキラボールアソート
ロット／1袋
サイズ／22mm180個、デコボコ小35個、ラグビー小35個、
カラフルうんちNP20個、キューブ20個、27mm3個、
32mm3個、38mm2個、49mm2個

スーパーボール

人気の
フィギュア入りボール
2個入り

※種類・色柄は予告なく変更される場合があります。

※種類・色柄は予告なく変更される場合があります。※種類・色柄は予告なく変更される場合があります。

UCYSB62479
1000入 
スーパーバウンドボールアソート スモール
ロット／1袋
サイズ／18mm350個、22mm350個、
ラグビー小100個、デコボコ小50個、27mm30個、
カラフルうんちNP40個、キューブ40個、32mm10個、
ラグビー大8個、ミラクル大7個、デコボコ大3個、
38mm5個、45mm6個、60mm1個

UCYSB62481
500入
スーパーバウンドボールアソート
ロット／1袋
サイズ／22mm360個、ラグビー小50個、デコボコ小50個、
カラフルうんちNP12個、キューブ12個、27mm10個、
32mm2個、38mm2個、49mm1個、60mm1個

※種類・色柄は予告なく変更される場合があります。

KISSB61050
300入
スーパーバウンドボールアソート
ロット／1袋
サイズ／22mm230個、27mm40個、
32mm20個、38mm10個

UCYSB62182
1000入
スーパーバウンドボールアソート
ロット／1袋
サイズ／22mm650個、ラグビー小100個、デコボコ小100個、
カラフルうんちNP100個、32mm20個、38mm10個、
ミラクル大10個、45mm4個、49mm4個、60mm2個

※種類・色柄は予告なく変更される場合があります。

UCYSB62183
300入
キラキラボールアソート
ロット／1袋
サイズ／22mm260個、27mm25個、
32mm8個、38mm4個、49mm3個

※種類・色柄は予告なく変更される場合があります。

KISSB62174
25入スーパーバウンドボール
45mmアソート
ロット／1袋
サイズ／45mm25個

※種類・色柄は予告なく
　変更される場合があります。

UCYSB62185
200入
変形ボールミックス（小）
ロット／1袋
サイズ／デコボコ小100個、
ラグビー小100個

※種類・色柄は予告なく変更される場合があります。

UCYSB62478
100入
スーパーバウンドボールアソート
ロット／1袋
サイズ／22mm55個、ラグビー小15個、デコボコ小10個、
カラフルうんちNP5個、27mm2個、32mm2個、38mm2個、
キューブ3個、ミラクル大3個、ラグビー大3個

UCYSB62480
100入
変形ボール4点ミックス
ロット／1袋
サイズ／キューブ25個、ミラクル大25個、
デコボコ大25個、ラグビー大25個

※種類・色柄は予告なく
変更される場合があります。

KISSB62004
100入
スーパーバウンドボール
27mmアソート
ロット／1セット
サイズ／27mm100個

※種類・色柄は予告なく変更される場合があります。

KISSB62708
100入
スーパーバウンドボール
27mmガールズアソート
ロット／1袋
サイズ／27mm100個

KISSB62707
100入
スーパーバウンドボール
27mmボーイズアソート
ロット／1袋
サイズ／27mm100個

★Kishi's eセット★ これ1セットでボールイベントが楽しめます ス
ー
パ
ー
ボ
ー
ル

の
ぼ
り
旗
は

P125へ

・スーパーバウンドボール
 アソート
・使い捨て枠
・80cm丸型プール
・フットポンプ
・カップ
・2畳用レジャーシート
・金魚袋

300個
100本
1個
1個
10個
1枚

100枚

★付属一覧です

KISSB62218
Kishi’s eセット
縁日すくい
スーパーバウンドボール
ロット／1キット
箱サイズ／16×29×31cm
1回6個の設定で50回分となります



●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。

縁日すくい 縁日すくい
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すくいアクセサリー　キャラクター人形すくい　キラピカすくい　すくって！シリーズ　
縁日すくい　笛付すくい　光るすくい　スーパーボール

すくいアクセサリー　キャラクター人形すくい　キラピカすくい　すくって！シリーズ
縁日すくい　笛付すくい　光るすくい　スーパーボール

KISSB61038

ツートン

250個22mm
KISSB62988500個18mm --18mm

KISSB61039125個27mm
KISSB61040100個32mm
KISSB6104150個38mm

サイズ 商品コードロット

KISSB62990

スプリング

250個22mm
KISSB62989500個18mm

KISSB62991125個27mm
KISSB62992100個32mm
KISSB6299350個38mm

サイズ 商品コードロット

KISSB61042

マーブル

250個22mm
KISSB61043125個27mm
KISSB61044100個32mm

50個38mm KISSB61045

サイズ 商品コードロット

---
---
---

---

スター オレンジ
サイズ 商品コードロット

KISSB61055

キラキラスター

125個27mm
KISSB61056100個32mm

サイズ 商品コードロット

OISSB81031100個27mm
OISSB8103225個45mm

OISSB80975

くねくねボール

25個40mm
OISSB8111312個65mm

サイズ 商品コードロット

KISSB61060

ダイヤモンド

100個（小）32mm
サイズ 商品コードロット

KISSB6106125個（大）49mm

KISSB61026
カラー18mm
ロット／500個

KISSB61027
カラー22mm
ロット／250個

KISSB61028
カラー27mm
ロット／125個

KISSB61029
カラー32mm
ロット／100個

KISSB61030
カラー38mm
ロット／50個

KISSB61031
カラー45mm
ロット／25個

KISSB61032
カラー60mm
ロット／25個

●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。

ス
ー
パ
ー
ボ
ー
ル

の
ぼ
り
旗
は

P125へ

KISSB61094

3Ｄワイルドアニマル

25個45mm
サイズ 商品コードロット

KISSB61097

3Ｄドルフィン

25個45mm
サイズ 商品コードロット

光るメダマ アヒルフィギュア

OISSB8193725個45mm
サイズ 商品コードロット

OISSB8191725個45mm
サイズ 商品コードロット

KISSB61099

3Ｄダイナソー

25個45mm
サイズ 商品コードロット

KISSB61101

3Ｄ極寒アニマル

25個45mm
サイズ 商品コードロット

KISSB61103

3Ｄペンギン

25個45mm
サイズ 商品コードロット

KISSB61059

ハート

125個27mm
サイズ 商品コードロット

OISSB81960

光るニコニコ

100個27mm
サイズ 商品コードロット

OISSB81990

アニマルもよう

100個27mm
サイズ 商品コードロット

OISSB81767

マウス

100個27mm
サイズ 商品コードロット

OISSB81673

 恐竜

100個27mm
サイズ 商品コードロット

OISSB81417

スマイル

100個27mm
サイズ 商品コードロット

OISSB81419

フルーツ

100個27mm
サイズ 商品コードロット

MRGSB10102

スーパーボール ミラクル

100個30～40mm
サイズ 商品コードロット

MRGSB99100

スーパーボール キューブ

100個一辺22mm
サイズ 商品コードロット

OISSB81820

スイカ

50個30mm
サイズ 商品コードロット

OISSB81840

カラフルスイカ

25個45mm
サイズ 商品コードロット

OISSB81531

サッカー

25個45mm
サイズ 商品コードロット

OISSB80943

スペース

25個45mm
サイズ 商品コードロット

UCYSB62232

カラフルうんち（顔なし）

100個
商品コードロット

KISSB61085

桜模様

25個45mm
サイズ 商品コードロット

人気のどうぶつ18種類アソート！人気のどうぶつ18種類アソート！

国産で安心・高品質の
スーパーボールです
国産で安心・高品質の
スーパーボールです

国産で安心・高品質の
スーパーボールです
国産で安心・高品質の
スーパーボールです

KISSB61100

3Ｄフィッシュ

25個45mm
サイズ 商品コードロットKISSB62731

カブトムシVSクワガタ

100個27mm
サイズ 商品コードロット

KISSB62420

カラフルのりもの

100個27mm
サイズ 商品コードロット

KISSB61053

キュートアイ

125個27mm
サイズ 商品コードロット

KISSB62173

カラフルどうぶつ

100個27mm
サイズ 商品コードロット

KISSB61071

スポーツボールミックス

125個27mm
サイズ 商品コードロット

KISSB61083

ホワイトスポット

25個45mm
サイズ 商品コードロット

KISSB61088

アース

25個45mm
サイズ 商品コードロット

※写真は原寸大です



バラエティー蛍光クリア　バラエティーネオン・パールネオン
Kishi’s eセット　ABS　ダイヤモンド　ロック　クラッシュアイスジュエルアイス

39 40●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。

ジュエルアイスバラエティー蛍光クリア　バラエティーネオン・パールネオン
Kishi’s eセット　ABS　ダイヤモンド　ロック　クラッシュアイス

ジュエルアイス1袋あたりの目安数（単位/個） ※数値はあくまでも目安で、数量を保証するものではありません
約200ベア

ダイヤモンドハート 約180フラワー 約200

約140
約120

アニマルランド
金魚ハート

シェル
海の仲間

約250

約190
約150

約130ドルフィン
約220ミニフルーツ

ミニボトル 約230

ABSミニボトル 約205

飛行機 約170

キャンディ 約220
ベル 約265

音符 約240
マイカー 約200

数　量
ロック 約250
ダイヤモンド
トレイン 約180
マイカーMIX 約220

ケーキ 約105

約250
約240クリアスタンダードMIX
約230マルチネオンスタンダードMIX

約280マウス
ABSゴールドラッシュ 約230
ABSベルMIX 約230

★Kishi’s　eセット★ お持ち帰りボトルKISJI62660
蛍光クリア ハート(1kg)

KISJI62654
蛍光クリア ミニボトル(1kg)

KISJI62655
蛍光クリア ベル(1kg)

KISJI62656
蛍光クリア 飛行機(1kg)

KISJI62657
蛍光クリア トレインコレクション(1kg)

KISJI62658
蛍光クリア マイカーMIX(1kg)

KISJI62659
蛍光クリア ドルフィン(1kg)

KISJI62661 
蛍光クリア 海の仲間(1kg)

KISJI62662
蛍光クリア シェル(1kg)

KISJI62663
蛍光クリア ミニフルーツ(1kg)

KISJI62664
蛍光クリア フラワー(1kg)

KISJI62675
ネオン ドルフィン(1kg)

KISJI62665
蛍光クリア 金魚(1kg)

KISJI62666
蛍光クリア アニマルランド(1kg)

KISJI62667
蛍光クリア ベア(1kg)

KISJI62668
蛍光クリア ダイヤモンドハート(1kg)

KISJI62669
蛍光クリア マイカー(1kg)

KISJI62670
蛍光クリア ケーキ(1kg)

KISJI62671
蛍光クリア キャンディ(1kg)

KISJI62672 
蛍光クリア マウス(1kg)

KISJI62673
ネオン ミニボトル(1kg)

KISJI62674
ネオン トレインコレクション(1kg)

KISJI62676
ネオン ハート(1kg)

KISJI62677
ネオン 海の仲間(1kg)

KISJI62678
ネオン ミニフルーツ(1kg)

KISJI62679
ネオン フラワー(1kg)

KISJI62680
ネオン ダイヤモンドハート(1kg)

KISJI62681
パールネオン ケーキ(1kg)

KISJI62682
パールネオン キャンディ(1kg)

KISJI62683
パールネオン 音符(1kg)

KISJI62684 
パールネオン マウス(1kg)

KISJI62685
パールネオン マウスマルチブルー(1kg)

KISJI62686
パールネオン マウスマルチピンク

連結します

連結します

・アクリルクリア
 MIX
・金魚袋
（星柄）
・ボトルBOX
・お玉

3kg（約720個）

100枚
1個
1個

・アクリルネオン
 MIX
・金魚袋
 （星柄）
・ボトルBOX
・お玉

3kg（約690個）

100枚
1個
1個

人気の
5種アソ

ート

KISAR62225
Kishi’s eセット すくいどり 
アクリルクリアMIX
ロット／1キット
商品サイズ／22.5×17.5×17.5cm
取り出し口/Φ13cm
※ひとすくいで平均7個すくえます

KISAR62229
Kishi’s eセット すくいどり
アクリルネオンMIX
ロット／1キット
商品サイズ／22.5×17.5×17.5cm
取り出し口/Φ13cm
※ひとすくいで平均7個すくえます

HANJI63115
ジュエルアイスお持ち帰りボトル
ロット／10個
サイズ／Φ7.3×6.1cm

KISJI62650
マルチネオンスタンダードMIX(1kg)

KISJI62649
蛍光クリアスタンダードMIX(1kg)

ジュエルアイス
バラエティーネオン・
パールネオン

人気の
5種アソ

ート

水に
浮きません

ロット

1袋
約3～5ｃｍ
前後

約3～5ｃｍ
前後

水に
浮きません

ロット

1袋

ジュエルアイス
バラエティー
蛍光クリア



バラエティー蛍光クリア　バラエティーネオン・パールネオン
Kishi’s eセット　ABS　ダイヤモンド　ロック　クラッシュアイスジュエルアイス
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ジュエルアイスバラエティー蛍光クリア　バラエティーネオン・パールネオン
Kishi’s eセット　ABS　ダイヤモンド　ロック　クラッシュアイス

キッシーズのロックは、他社製品に比べ鋭い角がなく丸みを帯びたやさしいデザインです。

クラッシュアイス1袋あたりの目安数（単位/個） ※数値はあくまでも目安で、数量を保証するものではありません
数　量
約365
約340
約245
約245
約245
約195
約195

インゴットシルバー
インゴットゴールド
四葉のクローバーグリーン系ミックス
四葉のクローバーグリーン
四葉のクローバーイエロー系ミックス
貝マリン
貝トロピカル

約220
約215
約215
約185
約390
約390
約340
約320

ハートレッド 
ラブリーハートミックス10カラー
ラブリーハートミックス
ラブリーハートパール
マウスリングミックス
マウスリングパール
マウスラメ入
フラットマウスマリン

約320
約320
約280
約280
約280
約210
約350
約355

フラットマウスパール
フラットマウストロピカル
バラレッド
バラブルー系ミックス
バラピンク系ミックス
ダイヤリング10カラー
クイーンフラワーマリン
イルカマリン

約355
約190
約190
80

約400
約330
約330
約220

イルカトロピカル
ドクロホワイト&ブラック(クリア)
ドクロホワイト&ブラック
サイコロマリン
数字＆アルファベット10カラー
キューブカットライトピンク
キューブカットクリア
ハートラメ入4色アソート

KISJI62687
ダイヤモンド 蛍光クリア ミックス(1kg)

KISJI62688
ダイヤモンド 蛍光クリア オレンジ(1kg)

KISJI62689
ダイヤモンド 蛍光クリア グリーン(1kg)

KISJI62690
ダイヤモンド 蛍光クリア ピンク(1kg)

KISJI62691
ダイヤモンド 蛍光クリア ブルー(1kg)

KISJI62692
ダイヤモンド 蛍光クリア イエロー(1kg)

KISJI62693
ダイヤモンド 蛍光クリア レッド(1kg)

KISJI62694
ダイヤモンド 蛍光クリア 透明(1kg)

KISJI62695 
ダイヤモンド パールネオン ホワイト(1kg)

KISJI62696
ロック 蛍光クリア ミックス(1kg)

KISJI62697
ロック 蛍光クリア オレンジ(1kg)

KISJI62698
ロック 蛍光クリア グリーン(1kg)

KISJI62699
ロック 蛍光クリア ピンク(1kg)

KISJI62700
ロック 蛍光クリア ブルー(1kg)

KISJI62701
ロック 蛍光クリア イエロー(1kg)

KISJI62702
ロック 蛍光クリア 透明 (1kg)

KISJI62703
ロック 蛍光クリア レッド(1kg)

FASJI56560
クラッシュアイス
数字&アルファベット10カラー(1kg)

FSAJI62633
クラッシュアイス
キューブカットライトピンク(1kg)
サイズ／一辺1.8cm

FSAJI62634
クラッシュアイス
キューブカットクリア(1kg)
サイズ／一辺1.8cm

FSAJI61757
クラッシュアイス
ハートラメ入4色アソート(1kg)

FSAJI61750
クラッシュアイス
イルカトロピカル(1kg)

FSAJI61749
クラッシュアイス
イルカマリン(1kg)

FSAJI62632
クラッシュアイス
クイーンフラワーマリン(1kg)

FSAJI61765
クラッシュアイス
バラレッド(1kg)

FSAJI62639
クラッシュアイス
フラットマウストロピカル(1kg)

FSAJI61770
クラッシュアイス
フラットマウスパール(1kg)

FSAJI61759
クラッシュアイス
マウスリングミックス(1kg)

FSAJI61777
クラッシュアイス
ラブリーハートパール(1kg)

FSAJI61752
クラッシュアイス
貝マリン(1kg)

FSAJI61773
クラッシュアイス
インゴットシルバー（800g） 

FSAJI61772
クラッシュアイス
インゴットゴールド（800g）

FSAJI61930
クラッシュアイス
四葉のクローバーグリーン系ミックス(1kg)

FSAJI61928
クラッシュアイス
四葉のクローバーグリーン(1kg)

FSAJI61760
クラッシュアイス
四葉のクローバーイエロー系ミックス(1kg)

ABSベルMIXの、
内容量は800gになっています。注意

インゴットシルバーの、
内容量は800gに
なっています。

注意
インゴットゴールドの、
内容量は800gに
なっています。

注意

ABSミニボトルMIXの、
内容量は800gになっています。注意ABSゴールドラッシュの、

内容量は800gになっています。注意

水に
浮きません

ロット

1袋
約3～5ｃｍ
前後

約3～5ｃｍ
前後

水に
浮きません

ロット

1袋

KISJI62653
ジュエルアイス ABSベルMIX(800g)

KISJI62652
ジュエルアイス ABSミニボトルMIX(800g)

KISJI62651
ジュエルアイス ABSゴールドラッシュ(800g)

クラッシュアイス

ダイヤモンド

ロック FASJI55571
クラッシュアイス
サイコロマリン(80個入)

FSAJI62641
クラッシュアイス
ドクロホワイト&ブラック(1kg)

FSAJI62640
クラッシュアイス
ドクロホワイト&ブラック(クリア)(1kg)

FSAJI61766
クラッシュアイス
バラピンク系ミックス(1kg)

FSAJI61767
クラッシュアイス
バラブルー系ミックス(1kg)

FSAJI62635
クラッシュアイス
ダイヤリング10カラー(1kg)

FSAJI61758
クラッシュアイス
マウスラメ入(1kg)

FSAJI61769
クラッシュアイス
マウスリングパール(1kg)

FSAJI62638
クラッシュアイス
フラットマウスマリン(1kg)

FSAJI61751
クラッシュアイス
貝トロピカル(1kg)

FSAJI61756
クラッシュアイス
ハートレッド (1kg)

FSAJI62636
クラッシュアイス
ラブリーハートミックス10カラー(1kg)
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キッシーズオリジナル おさんぽコロコロシリーズ　お散歩シリーズ　ビニール玩具　メガシリーズ　キャラクタービニール玩具 ビニール玩具

●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。

©2017 Gullane (Thomas) Limited.©2017 HIT Entertainment Limited.

KISVN62643
おさんぽコロコロ
おっきなわんわん
ロット／5個
本体サイズ／約41×50cm

KISVN62642
おさんぽコロコロ
わんわん
ロット／5個
本体サイズ／約27.5×32cm

KISVN62805
おさんぽコロコロ
すいぞくかん
ロット／5個
本体サイズ／約30×25×30cm

KISVN62644
おさんぽコロコロ
あにまる
ロット／5個
本体サイズ／約33.8×38.2×19cm

KISVN62645
おさんぽコロコロ 
のりもの
ロット／5個 
本体サイズ／約15×26cm

WDLVN05526
おさんぽ新幹線 Ｅ5系新幹線
ロット／6個
Pサイズ／27.8×17.2×2.5cm 

WDLVN05527
おさんぽ新幹線 Ｅ6系新幹線
ロット／6個
Pサイズ／27.8×17.2×2.5cm 

WDLVN05529
おさんぽ新幹線 ドクターイエロー
ロット／6個
Pサイズ／27.8×17.2×2.5cm 

WDLVN05215
たのしいおさんぽトーマス
ロット／6個
本体サイズ／約20.5×21.4×30cm 

キッシーズオリジナル おさんぽコロコロシリーズ

お散歩シリーズ

ビニール製品は商品の性質上、空気モレなどの不良品が発生する場合がございます。不良品を踏まえた上での販売価格
となっておりますので不良交換、返品などはお受けしかねます。予めご了承のうえご利用下さい。膨らませすぎや、コンプ
レッサーなどによる空気の注入は不良品発生の原因となりやすいのでご注意下さい。

注意 ！
ビニール玩具をご利用の皆様へ、必ずお読みください。
●ビーチボール及びフロート以外のビニール玩具は、水上での使用を目的として作られた
ものではありません。水上では使用しないでください。
●商品は豊富に取り揃えておりますが、万一品切れの際はご容赦ください。

種類・色のご指定はお控えください。
種類・色柄は予告なく変更になる
場合があります。

注意

BELVN03394
ビーチボールすいか
ロット／30個
本体サイズ／Φ35cm

KISVN62704
うみのなかまパンチボール
ロット／12個
本体サイズ／Φ20ｃｍ

BELVN03393
ビーチボールニコちゃん
ロット／30個
本体サイズ／Φ35cm

BELVN03395
ビーチボールサッカー
ロット／30個
本体サイズ／Φ35cm

OISVN11790
めだまパンチボールNEW
ロット／25個
本体サイズ／15×15×11cm

OISVN11861
たこちゃんパンチボール
ロット／25個
本体サイズ／14.5×14×7cm

ビニール玩具

KSYVN00237
お散歩乗り物（大）（5種アソート）
ロット／5個
本体サイズ／約31.7×42.4×28cm 
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大迫力！
メガ

シリーズ！！

振るとはねが動くよ！

振ると鈴の音がするヨ♪

ビニール製品は商品の性質上、空気モレなどの不良品が発生する場合がございます。不良品を踏まえた上での販売価格
となっておりますので不良交換、返品などはお受けしかねます。予めご了承のうえご利用下さい。膨らませすぎや、コンプ
レッサーなどによる空気の注入は不良品発生の原因となりやすいのでご注意下さい。

注意

KISVN62705
ライオンソード（5種アソート）
ロット／10個
本体サイズ／72×31×9cm

KISVN62915
オーロラセイバー
ロット／6個
本体サイズ／全長約74cm

OISVN81798
バイキングソード
ロット／10個
本体サイズ／全長約48cm

WDLVN05169
ベースボールバットＳ（5種アソート）

ロット／25個
本体サイズ／全長約58cm

WDLVN05168
ベースボールバットM(4種アソート)
ロット／12個
本体サイズ／全長約98cm

KISVN62646
うみのなかまハンマー（5種アソート）
ロット／10個
本体サイズ／39×39cm

WDLVN05318
どうぶつハンマーS（5種アソート）
ロット／25個
本体サイズ／35×20×9ｃｍ

KISVN61944
ちょうちょアームリング
（5種アソート）
ロット／10個
本体サイズ／22×13×15cm

KISVN62078
メガ・たこやき（ゴム付）
ロット／3個　本体サイズ／Φ50cm　爪楊枝／20cm

KISVN62410
りんりんあにまるハンドベル
（パッケージ入）（5種アソート）
ロット／10個
本体サイズ／25×13×8cm

OISVN81887
魔法のスティックほうき
ロット／10個
本体サイズ／68×9×7cm

KISVN62917
マジカルロッドL
ロット／6個
本体サイズ／全長約72cm

KISVN62916
マジカルロッドS
ロット／12個
本体サイズ／全長約43cm

KISVN62778
リボンアームリング
ロット／10個
本体サイズ／18×12×14cm

ビニール玩具メガシリーズ

WDLVN73202
動物たちのカチューシャ
（6種アソート）
ロット／24個
本体サイズ／26×19cm（ウサギ）、21×22cm（その他）
ウサギ、ネズミ、パンダ、ハムスター、カエル、ネコ

！
ビニール玩具をご利用の皆様へ、必ずお読みください。
●ビーチボール及びフロート以外のビニール玩具は、水上での使用を目的として作られた
ものではありません。水上では使用しないでください。
●商品は豊富に取り揃えておりますが、万一品切れの際はご容赦ください。

種類・色のご指定はお控えください。
種類・色柄は予告なく変更になる
場合があります。

注意

KISVN62951
カラフル海賊刀(ひも付)
ロット／6個
本体サイズ／全長約70cm

KISVN62773
ニンジャソード
ロット／12個
本体サイズ／全長約57cm

KISVN62797
じゃんけんあにまるバット
ロット／12個
本体サイズ／40×12cm

KISVN62919
海の仲間ハンマーL
ロット／4個
本体サイズ／全長約90cm

KISVN62950
スラッシュセイバー
ロット／12個
本体サイズ／全長約50cm
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©ABC・東映アニメーション ©2017 テレビ朝日・東映AG・東映 ©バードスタジオ/集英社・フジテレビ・東映アニメーション ©2016 Akagi Nyugyo Co., Ltd. ©Disney

ビニール製品は商品の性質上、空気モレなどの不良品が発生する場合がございます。不良品を踏まえた上での販売価格
となっておりますので不良交換、返品などはお受けしかねます。予めご了承のうえご利用下さい。膨らませすぎや、コンプ
レッサーなどによる空気の注入は不良品発生の原因となりやすいのでご注意下さい。

注意

WDLVN05879
ガリガリ君 バットLサイズ
ロット／12個
本体サイズ／全長約90cm

WDLVN05880
ガリガリ君 バットMサイズ
ロット／12個
本体サイズ／全長約80cm

WDLVN05881
ガリガリ君 ハンマーLサイズ
ロット／6個
本体サイズ／全長約90cm

WDLVN05882
ガリガリ君 ハンマーMサイズ 
ロット／12個
本体サイズ／全長約45cm

WDLVN05883
ガリガリ君 パンチボール
ロット／12個
サイズ／Φ約25ｃｍ

WDLVN05663
ミッキー&フレンズ ハンマーL
（3種アソート）
ロット／6個
Pサイズ／25×23×1.5cm
本体サイズ／約90cm

WDLVN05664
ミッキー&フレンズ ハンマーM
（3種アソート）
ロット／12個
Pサイズ／17×13×1cm
本体サイズ／約40cm

WDLVN05263
ミッキー＆ミニー
ハンドバトン（2種アソート）
ロット／12個
Pサイズ／14×11×1cm
本体サイズ／59.7×26.8×8.6cm 

WDLVN05665
ミッキー＆フレンズ
パンチヨーヨー（4種アソート）
ロット／12個
Pサイズ／17×28.8×4.8cm
本体サイズ／24.3×24.3×24.3cm

WDLVN05662
ミッキー＆フレンズ
ロングスティック（3種アソート）
ロット／12個
Pサイズ／16.9×19.8×5.3cm
本体サイズ／67.3×15.3×7.9cm

WDLVN05428
プリンセスバトン
（3種アソート）
ロット／12個
Pサイズ／14×21×6cm
本体サイズ／21.4×62.8×8.6cm

キャラクタービニール玩具

WDLVN05853
ドラゴンボール超パンチボール 四星球
ロット／12個
サイズ／Φ約25cm

WDLVN05854
ドラゴンボール超スティック
ロット／12個
サイズ／全長約60cm

WDLVN05857
ドラゴンボール超バットS
ロット／12個
サイズ／全長約40cm

WDLVN05855
ドラゴンボール超バットL
ロット／6個
サイズ／全長約90cm

WDLVN05858
ドラゴンボール超ハンマーM
ロット／12個
サイズ／全長約38cm

WDLVN05856
ドラゴンボール超ハンマーL
ロット／6個
サイズ／全長約75cm

MSYVN17214
宇宙戦隊キュウレンジャー
やわらかビッグハンマー
ロット／12個
Pサイズ／26×33.5×1cm
膨らまし後サイズ／長さ約86cm

MSYVN17215
宇宙戦隊キュウレンジャー
やわらかビッグバット　
ロット／12個
Pサイズ／17×25×1.5cm
膨らまし後サイズ／長さ約90cm

MSYVN17212
宇宙戦隊キュウレンジャー
やわらかウェポン
ロット／12個
Pサイズ／15×25×1.5cm
膨らまし後サイズ／全長約65cm

MSYVN17213
宇宙戦隊キュウレンジャー
やわらかハンマー
ロット／12個
Pサイズ／13×25×1.5cm
膨らまし後サイズ／長さ約36cm

MSYVN17205
キラキラプリキュア
アラモード
やわらか
ビッグハートパンチ
ロット／12個
Pサイズ／18×25×1.5cm
膨らまし後サイズ／横幅約62cm

MSYVN17182
キラキラプリキュア
アラモード
やわらか
キャンディパンチ
ロット／12個
Pサイズ／16.5×25×1.5cm
膨らまし後サイズ／長さ約48cm

MSYVN17206
キラキラプリキュアアラモード
やわらかビッグアームマスコット　
ロット／12個
Pサイズ／15×25×1.5cm
膨らまし後サイズ／全長約40cm

MSYVN17183
キラキラプリキュアアラモード
鈴入りやわらかバトン
ロット／12個
Pサイズ／13×25×1.5cm
膨らまし後サイズ／長さ約66cm

！
ビニール玩具をご利用の皆様へ、必ずお読みください。
●ビーチボール及びフロート以外のビニール玩具は、水上での使用を目的として作られた
ものではありません。水上では使用しないでください。
●商品は豊富に取り揃えておりますが、万一品切れの際はご容赦ください。

種類・色のご指定はお控えください。
種類・色柄は予告なく変更になる
場合があります。

注意

WDLVN05253
ミッキー＆フレンズ バットＬ
（3種アソート）
ロット／12個
Pサイズ／18.7×29.8×6.7cm
本体サイズ／19×93.2×19cmWDLVN05852

ドラゴンボール超パンチボール 集合　
ロット／12個
サイズ／Φ約25cm
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●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。

©2017 SANRIO CO., LTD. ©SAN-X CO., LTD. ©TOMY©赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会

ビニール製品は商品の性質上、空気モレなどの不良品が発生する場合がございます。不良品を踏まえた上での販売価格
となっておりますので不良交換、返品などはお受けしかねます。予めご了承のうえご利用下さい。膨らませすぎや、コンプ
レッサーなどによる空気の注入は不良品発生の原因となりやすいのでご注意下さい。

注意

WDLVN05654
ハローキティ フラフープ
（2種アソート）
ロット／12個
Pサイズ／16.2×19.2×7.2cm
本体サイズ／56.3×56.3×3.3cm

WDLVN05655
ハローキティ
パンチヨーヨー（3種アソート）
ロット／12個
Pサイズ／19.9×29.8×3.9cm
本体サイズ／23.3×23.3×23.3cm

WDLVN05653
ハローキティ 
くるくるバトン
（3種アソート）
ロット／12個
Pサイズ／14.5×11×1.5cm
本体サイズ／長さ70cm

WDLVN05839
ぐでたま
ミニパンチボール
ロット／12個
サイズ／Φ約18ｃｍ

WDLVN05842
ぐでたま
スティック
ロット／12個
サイズ／長さ約60ｃｍ

WDLVN05847
すみっコぐらし
スティック
ロット／12個
膨らまし後サイズ／全長約60cm

WDLVN05845
ぐでたま
ダブルボンボンボール
ロット／12個
サイズ／長さ約40ｃｍ

WDLVN05846
すみっコぐらし
アームマスコット
ロット／12個
本体サイズ／約20cm

WDLVN05862
ハミングミント
スティック
ロット／12個
本体サイズ／全長約50cm

WDLVN05841
ぐでたま
アームマスコット
ロット／12個
本体サイズ／約19cm

！
ビニール玩具をご利用の皆様へ、必ずお読みください。
●ビーチボール及びフロート以外のビニール玩具は、水上での使用を目的として作られた
ものではありません。水上では使用しないでください。
●商品は豊富に取り揃えておりますが、万一品切れの際はご容赦ください。

種類・色のご指定はお控えください。
種類・色柄は予告なく変更になる
場合があります。

注意

DICVN70495
ビニール棒 花キティ

ロット／20個
本体サイズ／
14.2×56.8×7.9cm

ITOVN62296
抱き人形 ベアキティ

ロット／3個
本体サイズ／約54cm

WDLVN05863
ハミングミント
たのしいおさんぽ
ロット／6個
本体サイズ／33×45cm 

WDLVN05864
ハミングミント
ハートスティック
ロット／12個
本体サイズ／全長約66cm

WDLVN05874
おそ松さん ボンボンボール（単キャラ）
6種アソート
ロット／12個
本体サイズ／24×30cm

WDLVN05875
おそ松さん ボンボンボール(集合）
2種アソート
ロット／12個
本体サイズ／30×30cm

WDLVN05868
ポムポムプリン
ハンマーM
ロット／24個
本体サイズ／全長約38cm

WDLVN05870
ポムポムプリン
ボンボンボールM
ロット／12個
本体サイズ／全長30cm

WDLVN05869
ポムポムプリン
ボンボンボールL
ロット／6個
本体サイズ／全長約50cm

WDLVN05865
ポムポムプリン
スティック
ロット／12個
本体サイズ／全長約66cm

WDLVN05866
ポムポムプリン
フェイススティック
ロット／12個
本体サイズ／全長約55cm

WDLVN05867
ポムポムプリン
ハンマーL
ロット／12個
本体サイズ／全長約75cm

DICVN70586
ロングスティック棒
プラレールみずほ・さくら
ロット／5個
Pサイズ／22.5×14×2cm
本体サイズ／8×143×8cm

DICVN70611
ロングスティック棒
プラレールスペーシア
ロット／5個
Pサイズ／22.5×14×2cm
本体サイズ／8×143×8cm

DICVN70612
ロングスティック棒
プラレールトミカ
ロット／5個
Pサイズ／22.5×14×2cm
本体サイズ／8×143×8cm

DICVN70700
ロングスティック棒 
プラレールE7系
ロット／5個
Pサイズ／22.5×14×2cm
本体サイズ／8×143×8cm 
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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。

キッシーズオリジナル おさんぽコロコロシリーズ　お散歩シリーズ　ビニール玩具　メガシリーズ　キャラクタービニール玩具ビニール玩具

©2017 テレビ朝日・東映AG・東映 ©2016 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映 ©ABC・東映アニメーション ©尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション ©やなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ

DICVN70617
アームダッコ
ドキンちゃん
ロット／12個
本体サイズ／15×12×17cm

DICVN70615
アームダッコ
アンパンマン
ロット／12個
本体サイズ／15×12×17cm

DICVN70616
アームダッコ
バイキンマン
ロット／12個
本体サイズ／15×12×17cm

DICVN70802
アームダッコ
宇宙戦隊キュウレンジャー
シシレッド
ロット／12個
本体サイズ／約18×14cm

DICVN70599
アームダッコ
チョッパー
ロット／12個
本体サイズ／15×14×18cm

水風船

KISMP62765
ウォーターボムゲーム　スプラッチ
ロット／3個
Pサイズ／39×23×6cm
ラケット2個、ウォーターボム25個、注水アダプタ1個、プラボール1個付

KISMP62766
ウォーターボム　注水アダプタ付
ロット／6個
Pサイズ／18×8.5cm
ウォーターボム25個、注水アダプタ1個付

MSYMP17209
ウォーターボム イージー
ロット／8個
Pサイズ／12×23.5×3.5cm
ウォーターボム100個、クルッと棒1本

PIN02192
ウォーターバルーンズ
ウォーターボムズ（100個入）
ロット／3パック
Pサイズ／20×13.5cm

PIN89046
4" ウォーターバルーンズ 
チェリーボムズ（36個入）
ロット／3パック
Pサイズ／18.5×12.5cm

PIN01383
4" ウォーターバルーンズ 
ウォーターグレネイズ（100個入）
ロット／3パック
Pサイズ／25.5×14cm

SZKMP20309
水玉ふうせん
ジャンジャンバルブ付
ロット／6個
Pサイズ／19.5×12.8cm
水玉風船50個、じゃんじゃんバルブ1個付

MSYMP16028
ウォーターボム ペットボトルポンプ付
ロット／12個
Pサイズ／30×17cm
ウォーターボム40個、ペットボトル用ポンプ1個付

ビニール製品は商品の性質上、空気モレなどの不良品が発生する場合がございます。不良品を踏まえた上での販売価格
となっておりますので不良交換、返品などはお受けしかねます。予めご了承のうえご利用下さい。膨らませすぎや、コンプ
レッサーなどによる空気の注入は不良品発生の原因となりやすいのでご注意下さい。

注意

！
ビニール玩具をご利用の皆様へ、必ずお読みください。
●ビーチボール及びフロート以外のビニール玩具は、水上での使用を目的として作られた
ものではありません。水上では使用しないでください。
●商品は豊富に取り揃えておりますが、万一品切れの際はご容赦ください。

種類・色のご指定はお控えください。
種類・色柄は予告なく変更になる
場合があります。

注意

DICVN79502
立ち人形 アンパンマン
ロット／3個
本体サイズ／37.4×47.5×15cm

DICVN70549
ビニール棒 アンパンマン
ロット／20個
本体サイズ／16.2×54.9×8.1cm

AGTVN31159
アンパンマンKOパンチ（小）
ロット／4個
本体サイズ／26.5×21×10.5cm

DICVN79501
飛び人形 アンパンマン
ロット／3個
本体サイズ／25.5×33.8×20cm

DICVN70000
マスコット人形 アンパンマン
ロット／10個
本体サイズ／12.4×17.7×5.4cm

AGTVN29527
抱き人形アンパンマン
ロット／12個
本体サイズ／17.8×25.3×15.6cm

専用ラケットで
ウォーターボムを
キャッチしよう！

チェリーの香りがする
ウォーターボム！

手りゅう弾型の
ウォーターボム！

作り方簡単！　

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

DICVN70774
アームダッコ
仮面ライダーエグゼイド
仮面ライダーエグゼイド
ロット／12個
本体サイズ／約18×約14cm

DICVN70790
アームダッコ
キラキラプリキュアアラモード
キュアホイップ
ロット／12個
本体サイズ／約18×14cm

DICVN70793
アームブレスレット
キラキラプリキュアアラモード
ロット／12個
本体サイズ／Φ約10ｃｍ
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●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。

OISMP11737
タンクチャージ
ウォーターガン（3種アソート）
ロット／25個
商品サイズ／12×8×3.5cm

TNRMP10158
スプラッシュウォーターガン
ロット／12個
商品サイズ／21×14×4cm　4色アソート

IMIMP64194
クリアウォーターガン
ロット／25個
商品サイズ／14×8.5×3cm

ONDMP01395
水撃ショット ギャラクシーハンター
ロット／3個
商品サイズ／30×62×7cm

MRKMP12469
アクアボンバーサンダーボルト
ロット／1個
商品サイズ／75×31×12cm

MRKMP14343
アクアバズーカ ストライクフランカー
ロット／1個
本体サイズ／60×28×12cm

ONEMP01376
ウォーターガン トリプルタンクキャノン
ロット／1個
本体サイズ／75×31.5×10cm

IKDMP01236
ウォーターガン
タンクスプラッシャー
ロット／3個
商品サイズ／鉄砲サイズ：17×34×5cm
タンクサイズ：28×16×7cm
ホース長さ：75cm

水鉄砲

ONEMP01170
ウォーターガン ワイバーン
ロット／6個
商品サイズ／21.3×40×6cm

ONEMP01296
水ピス スタープラチナ
ロット／6個
サイズ／26×56×5cm

ONDMP01647
ウォーター・Ｄ・グリーン
ロット／3個
本体サイズ／60×28×7cm

ONDMP01382
水ピス 水撃ショットツインボンバー
ロット／1個
サイズ／29×73×9cm

ONDMP01453
水撃ショット シュート
ロット／12個
商品サイズ／19.5×29×4cm

MRKMP14337
アクアショット スバル
ロット／24個
本体サイズ／17×10×3cm

WMYMP13471
ウォーターガン ブラックパール
ロット／6個
本体サイズ／33×18×6.5cm

WMYMP13475
44マグナム
ロット／12個
本体サイズ／28×11×3cm
2色アソート

ONDMP01454
水撃ショット ダッシュ
ロット／12個
商品サイズ／19.5×37×5cm

MRKMP14111
ポンプアクションウォーターガン
ブラックバレット
ロット／6個
本体サイズ／53×20×5cm

WMYMP13472
ウォーターガン ブレイブビースト
ロット／6個
本体サイズ／38×21×7.5cm

MRKMP14340
ポンプアクションウォーターガン セイバー
ロット／12個
本体サイズ／23×12.5×4.5cm
2色アソート

TNRMP04027
Rタイプ水てっぽう
ロット／25個
サイズ／10.5×7.5×2.8cm

IKDMP01361
水ピストル インフィニティ
ロット／12個
商品サイズ／17cm

SZKMP63053
スプラッシュライト青
ロット／1個
本体サイズ／17×13×6cm　Pサイズ／22×20×7cm

SZKMP63054
スプラッシュライト赤
ロット／1個
本体サイズ／17×13×6cm　Pサイズ／22×20×7cm

SZKMP51001
リデューム
ロット／1個
Pサイズ／7.5×10×2cm

使い方
1：水鉄砲の蓋を開けて
　 上部の2つの穴に
　 水を入れます。
２：リデュームを蓋の溝に
　 セットし、ケースの上
　 から押し込みます。
３：リデュームケースを
　 取り外し、蓋を閉め
　 5分程待ちます。
4：溶けたリデュームが
　 水全体に浸透するように
　 水鉄砲を振り混ぜます。
5：試し打ちをして先端が
　 光ってくれば準備完了です。

2回分
使用期間：開封前約2年
使用中約3時間
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●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。
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フロート

IGRVN75046
ミニシャチフロート（ブラック）
ロット／1個　Pサイズ／27×39.5cm
サイズ／130×83cm

IGRVN75045
ミニシャチフロート（ブルー）
ロット／1個　Pサイズ／27×39.5cm
サイズ／130×83cm

IGRVN45024
ミニジンベエザメフロート
ロット／1個　Pサイズ／27×39.5cm
サイズ／130×92cm

IGRVN45023
ジンベエザメフロート
ロット／1個　Pサイズ／29×42cm
サイズ／164×104cm

AGTVN31240
アンパンマン 顔ボール 25cm
ロット／1個
Pサイズ／16×18.5×2.5cm　
サイズ／Φ25cm

！ ビニール玩具をご利用の
皆様へ必ずお読みください。

●ビーチボール及びフロート以外のビニール玩具は、水上での使用を目的として作られたものではありません。水上では使用しないでください。
●都合により、事前に予告なくデザイン等を変更する場合がございます。●商品は豊富に取り揃えておりますが、万一品切れの際はご容赦ください。

ビニール製品は商品の性質上、空気モレなどの不良品が発生する場合がございます。不良品を踏まえた上での販売価格
となっておりますので不良交換、返品などはお受けしかねます。予めご了承のうえご利用下さい。膨らませすぎや、コンプ
レッサーなどによる空気の注入は不良品発生の原因となりやすいのでご注意下さい。

注意

うきわのサイズと
年齢、胸囲の早見表
胸囲と年齢を目安にして、
うきわのサイズを
合わせてください。
※表のサイズ、年齢は大体の目安です。
　体型やうきわへの空気の入れ方で
　異なる場合があります。

130
120

100
90

8075706560555045

49胸囲（cm） 54 56 58 62 66 70 74 78 80 85以上

3年齢（歳） 6 9 12 15以上

胸　囲
49cm
くらい

胸　囲
54cm
くらい

胸　囲
56cm
くらい

胸　囲
58cm
くらい

胸　囲
62cm
くらい

胸　囲
66cm
くらい

胸　囲
70cm
くらい

胸　囲
74cm
くらい

胸　囲
78cm
くらい

胸　囲
80cm
くらい

胸　囲
85cm
以上

胸　囲
85cm
以上

ブロア・ポンプは136ページに掲載しております。
ビーチグッズには「2WAYポンプ」「スーパーポンプ」「フットポンプ」がオススメです。

IGRVN73032
ピュアカラー ウキワ（ブルーベリー）

ロット／1個　Pサイズ／27×39.5cm
サイズ／Φ90cm　使用胸囲／78cm
内周サイズ／110～115cm
※ロープ付き

2気室
IGRVN73033
ピュアカラー ウキワ（ストロベリー）

ロット／1個　Pサイズ／27×39.5cm
サイズ／Φ90cm　使用胸囲／78cm
内周サイズ／110～115cm
※ロープ付き

2気室

2気室

IGRVN75054
シャチフロート（ブラック）
ロット／1個　Pサイズ／29×39.5cm
サイズ／180×115cm

2気室
IGRVN75043
マンタフロート
ロット／1個　Pサイズ／27×39.5cm
サイズ／120×120cm

IGRVN75051
ヘラクレスオオカブトフロート
ロット／1個　Pサイズ／23×35cm
サイズ／105×68cm

2気室 2気室 2気室

リボン付リボン付 海賊剣付海賊剣付 木の棒付木の棒付

AGTVN31235
アンパンマン うきわ50cm
ロット／1個　Pサイズ／23×19×3.5cm
サイズ／Φ50cm　使用胸囲／56cm
内周サイズ／70～75cm
※ロープ付き

TTAVN50629
ミニオンズ うきわ70cm 
ロット／1個　Pサイズ／21.5×26.5cm
サイズ／Φ70cm　使用胸囲／66cm
内周サイズ／95～100cm
※ロープ付き

TTAVN50576
スーパーマリオ うきわ60cm
ロット／1個　Pサイズ／21.5×26.5cm
サイズ／Φ60cm　使用胸囲／58cm
内周サイズ／85～90cm
※ロープ付き

IGRVN70107
宇宙戦隊キュウレンジャー
うきわ55cm
ロット／1個　Pサイズ／18×23cm
サイズ／Φ55cm　使用胸囲／55cm
内周サイズ／80～85cm
※ロープ付き

IGRVN70104
キラキラ プリキュアアラモード
うきわ55cm
ロット／1個　Pサイズ／18×23cm
サイズ／Φ55cm　使用胸囲／55cm
内周サイズ／80～85cm
※ロープ付き

TTAVN50619
ポケットモンスター サン＆ムーン
うきわ55cm
ロット／1個　Pサイズ／21.5×26.5cm
サイズ／Φ55cm　使用胸囲／55cm
内周サイズ／80～85cm
※ロープ付き

2気室
IGAVN63041
アラモアナ うきわ（ブルー）
ロット／1個　Pサイズ／27×39.5cm
サイズ／Φ100cm　使用胸囲／80cm
内周サイズ／130～135cm
※ロープ付き

うきわ

ビーチボール

IGRVN70100 
ドラえもん ビーチボール
ロット／1個
Pサイズ／15×21cm　サイズ／Φ40cm

TTAVN50583
スターウォーズ
R2D2ボール 40cm
ロット／1個　Pサイズ／15×21cm　
サイズ／Φ40cm

TTAVN50622
ポケットモンスター サン＆ムーン
モンスターボール 40cm
ロット／1個　Pサイズ／15×21cm　
サイズ／Φ40cm

IGRVN70103 
キラキラ プリキュアアラモード
ビーチボール

ロット／1個　Pサイズ／15×21cm　
サイズ／Φ40cm

TTAVN50563
プリンセスソフィア うきわ60cm
ロット／1個　Pサイズ／21×26.5cm
サイズ／Φ60cm　使用胸囲／58cm
内周サイズﾞ／85～90cm
※ロープ付き

HOKVN60425
リボンウキワ
ロット／1個　Pサイズ／18×23cm
サイズ／Φ50cm　使用胸囲／54cm
リボンサイズ／約24cm
※ロープ付き

HOKVN60432
海賊ウキワ
ロット／1個　Pサイズ／18×23cm
サイズ／Φ60cm　使用胸囲／58cm
剣サイズ／約43cm
※ロープ付き

HOKVN60549
スイカ割りウキワ
ロット／1個　Pサイズ／24×32cm
サイズ／Φ80cm　使用胸囲／74cm 
木の棒サイズ／約41cm
※ロープ付き

2気室
IGRVN63042
アラモアナ うきわ(ピンク)
ロット／1個　Pサイズ／27×39.5cm
サイズ／Φ100cm　使用胸囲／80cm
内周サイズ／130～135cm
※ロープ付き

2気室 2気室
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水風船　水鉄砲　ビーチグッズ　花火サマーグッズ 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。

バラエティセット

ホロスペックメガネ

手持花火セット

WMYHB04471
けむり少なめ パチパチ花火No.100
ロット／20個
Pサイズ／32.5×12.5×0.5cm

WMYHB04020
花火は最高!!No.200
ロット／20個　Pサイズ／34×19×0.1cm

WMYHB04432
ミラクル合金ZZNo.800
ロット／10個　Pサイズ／42.5×29.5×0.1cm

WMYHB04446
ハナビジョン
ロット／1個　Pサイズ／32×44×1cm

WMYHB04019
花火は最高!!No.100
ロット／20個
Pサイズ／32.5×12.5×0.5cm

WMYHB04472
けむり少なめ パチパチ花火No.200
ロット／20個
Pサイズ／34×19×0.1cm

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。

WMYHB04393
超めちゃ徳セット5000
ロット／1個　Pサイズ／Φ19.5×45cm

WMYHB04392
超めちゃ徳セット3000
ロット／1個　Pサイズ／Φ15.5×36cm

SPGHB01000
ホロスペックメガネ　ハート
ロット／10個
サイズ／41×3.5cm

SPGHB00000
ホロスペックメガネ　スマイル
ロット／10個
サイズ／41×3.5cm

SPGHB02000
ホロスペックメガネ　雪の結晶
ロット／10個
サイズ／41×3.5cm

のぞいて光を見ると
ハートマークが浮かび上がる
不思議なメガネです。

のぞいて光を見ると
ハートマークが浮かび上がる
不思議なメガネです。

のぞいて光を見ると
スマイルマークが浮かび上がる
不思議なメガネです。

のぞいて光を見ると
スマイルマークが浮かび上がる
不思議なメガネです。

のぞいて光を見ると
雪の結晶マークが
浮かび上がる
不思議なメガネです。

のぞいて光を見ると
雪の結晶マークが
浮かび上がる
不思議なメガネです。

WMYHB04492
花火屋の本気 長い時間遊べる花火
ロット／10個　Pサイズ／40×27×1cm

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。

MRKHB03539
ハナビーム#400
ロット／5個　Pサイズ／23×42.5×5cm
ローソク付

MRKHB03540
ハナビーム#600
ロット／5個　Pサイズ／29.5×42.5×5cm
ローソク付

MRKHB03543
煙が少なめSMOKEバスターズ
ロット／5個　Pサイズ／47×30×10cm

WMYHB04467
手持ち花火が100本以上
ロット／1個　Pサイズ／23×33×12cm
紙バケツ・ローソク付

MRKHB03545
超たのしめる1300秒
ロット／5個　Pサイズ／30×47×10cm
ローソク付

WMYHB04477
テモプラ
ロット／1個　Pサイズ／29.5×49×7cm

WMYHB04514
ゴージャステモプラ
ロット／1個　Pサイズ／44×32×8.5cm

MRKHB03558
キングセレクション
ロット／1個　Pサイズ／43×65×7cm

ONDHB05137
打上80% 4000
ロット／1個　Pサイズ／Φ16.5×38.5cm

ONDHB05134
みんなで花火 M-100
ロット／1個　Pサイズ／Φ22×53cm
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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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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



●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

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 景品玩具

65 66
©藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK ©2017 SANRIO CO., LTD.

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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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
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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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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

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
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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
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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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宇宙戦隊キュウレンジャー 仮面ライダーエグゼイド

妖怪ウォッチ

ロット／3個
サイズ／24×10.3×4.4cm

MRKCH14379
宇宙戦隊キュウレンジャー
サウンド戦士シシレッド

ロット／1個
サイズ／26×17×5cm

MRKCH14401
宇宙戦隊キュウレンジャー
ミニなりきり武器レッド

ロット／12個
Pサイズ／11×16×3cm

WMYCH13563
宇宙戦隊キュウレンジャー 水てっぽう

ロット／12個
Pサイズ／10.5×14.5×3cm

WMYCH13562
宇宙戦隊キュウレンジャー スピンコマ

ロット／6個
サイズ／25×23.5×7.5cm

SSBCH30074
宇宙戦隊キュウレンジャー おえかきバッグセット

ロット／10冊
サイズ／18.2×25.7×0.4cm

SSBCH30056
宇宙戦隊キュウレンジャー
B5ぬりえ

ロット／10冊
サイズ／17.5×25.2×0.4cm

SSBCH30058
宇宙戦隊キュウレンジャー
B5らくがきちょう

ロット／12個
Pサイズ／13×25×1.5cm　膨らまし後サイズ／約36cm

MSYVN17213
宇宙戦隊キュウレンジャー やわらかハンマー

ロット／12個
商品サイズ／15.8×4.8×15.8cm

ENSCH38882
宇宙戦隊キュウレンジャー ソフトグライダー

ロット／12個
Pサイズ／15×25×1.5cm　膨らまし後サイズ／約65cm

MSYVN17212
宇宙戦隊キュウレンジャー
やわらかウェポン

ロット／12個
Pサイズ／17×25×1.5cm　膨らまし後サイズ／約90cm

MSYVN17215
宇宙戦隊キュウレンジャー
やわらかビッグバット

ロット／12個
Pサイズ／26×33.5×1cm　膨らまし後サイズ／約86cm

MSYVN17214
宇宙戦隊キュウレンジャー
やわらかビッグハンマー

ロット／12個
サイズ／約18×14cm

DICVN70802
アームダッコ
宇宙戦隊キュウレンジャーシシレッド

ロット／10冊
商品サイズ／25.2×17.9cm

SWNCH08722
仮面ライダーエグゼイド
B5じゆうちょう

ロット／10冊
商品サイズ／25.7×18.2cm

SWNCH50476
仮面ライダーエグゼイド
B5ぬりえ

ロット／12個
商品サイズ／5.5×12.5×0.5cm

MSYHK16152
仮面ライダーエグゼイド
クリップカンバッチ

ロット／12個
本体サイズ／約18cm×約14cm

DICVN70774
アームダッコ 仮面ライダーエグゼイド
仮面ライダーエグゼイド　

ロット／20個
サイズ／1.7×51×4.5cm

DICCH80617
キャラクター風車
仮面ライダーエグゼイド

ロット／6個
Pサイズ／11×7.4×7.2cm

MRKCH14290
仮面ライダーエグゼイド
貯金箱

ロット／3個
サイズ／10.3×24×4.4cm

MRKCH14272
サウンド戦士
仮面ライダーエグゼイド

SWNCH20503
仮面ライダーエグゼイド
B5らくがきちょう
ロット／10個
サイズ／17×25×0.5cm

HAPCH32070 
仮面ライダーエグゼイド
ミニガシャコンブレイカー
ロット／3個
サイズ／16.5×25×0.5cm

ビニール製品は商品の性質上、空気モレなどの不良品が発生する場合がございます。不良品を踏まえた上での販売価格となっておりますので不良交換、返品などは
お受けしかねます。予めご了承のうえご利用下さい。膨らませすぎや、コンプレッサーなどによる空気の注入は不良品発生の原因となりやすいのでご注意下さい。注意 ！

ビニール玩具をご利用の皆様へ、必ずお読みください。
●ビーチボール及びフロート以外のビニール玩具は、水上での使用を目的として作られたものではありません。水上では使用しないでください。
●商品は豊富に取り揃えておりますが、万一品切れの際はご容赦ください。

種類・色のご指定はお控えください。
種類・色柄は予告なく変更になる
場合があります。

注意

SWNBG04844
妖怪ウォッチ
B5じゆうちょう
ロット／10冊
商品サイズ／25.2×17.8×0.4cm

MSYCH14296
妖怪ウォッチ 
スケジュール手帳
ロット／3個
本体サイズ／約17×10×2cm

MSYCH14290
妖怪ウォッチ
ぬりえショルダー
ロット／3個
Pサイズ／23×22.5×6cm

SWNBG08705
妖怪ウォッチ
B5じゆうちょうA

ロット／10冊
本体サイズ／17.9×25.2×0.3cm

ENSCH35326
妖怪ウォッチ
ビッグステッカーコレクション5

ロット／20個
サイズ／18.5×9.4×0.3cm

本文白無地
30枚60ページ
キャラクター
シール付き

本文白無地
30枚60ページ
キャラクター
シール付き
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宇宙戦隊キュウレンジャー　仮面ライダーエグゼイド　妖怪ウォッチ　キラキラプリキュアアラモード　ディズニー　ドラゴンボール超
スーパーマリオ　ポケットモンスターサン＆ムーン　ドラえもん　ハローキティ　ミッフィー　ロディ　マイリトルポニー　アンパンマン　
シールコレクション当て　キャラクター笛パイプ
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シールコレクション当て　キャラクター笛パイプ
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SSBBG06247
ちいさなプリンセスソフィア
B5じゆうちょう
ロット／10冊
本体サイズ／25.2×17.8×0.4cm

SSBCH06277
アナと雪の女王 
B5じゆうちょう B柄 
ロット／10冊
商品サイズ／25.2×17.8×0.4cm

ENSCH34300
ちいさなプリンセスソフィア
ブレスレットコレクション
ロット／8個
Ｐサイズ／9×12×1.2cm

MSYCH15090
ちいさなプリンセスソフィア
もりあがりシール
ロット／12個
商品サイズ／5×15×0.3cm

MSYCH15091
ちいさなプリンセスソフィア
クリップカンバッチ
ロット／12個
商品サイズ／5.5×15×0.5cm

キラキラプリキュアアラモード ディズニー

ロット／10冊
サイズ／18.3×25.7×0.4cm

SSBCH06971
キラキラプリキュアアラモード B5ぬりえ

ロット／10冊
サイズ／17.5×25.2×0.4cm

SSBCH06980
キラキラプリキュアアラモード 
B5らくがきちょう

SSBCH00301
キラキラプリキュアアラモード
A6ちっちゃぬりえ
ロット／10冊
サイズ／10×14.8×0.5cm

SSBCH30020
キラキラプリキュアアラモード
おえかきバッグセット
ロット／6個
サイズ／25×23.5×7.5cm

ロット／6個
Pサイズ／6×15×45cm

ENSCH38454
キラキラプリキュアアラモード
キラキラウォッチ

ロット／12個　Pサイズ／13×25×1.5cm
膨らまし後サイズ／約66cm

MSYVN17183
キラキラプリキュアアラモード 
鈴入りやわらかバトン

ロット／12個　Pサイズ／15×25×1.5cm
膨らまし後サイズ／約40cm

MSYVN17206
キラキラプリキュアアラモード 
やわらかビッグアームマスコット

ロット／12個　Pサイズ／16.5×25×1.5cm
膨らまし後サイズ／約48cm

MSYVN17182
キラキラプリキュアアラモード 
やわらかキャンディパンチ

ロット／12個　Pサイズ／18×25×1.5cm
膨らまし後サイズ／約62cm

MSYVN17205
キラキラプリキュアアラモード 
やわらかビッグハートパンチ

ロット／12個
サイズ／5.5×12.5×0.5cm

MSYCH17184
キラキラプリキュアアラモード
クリップカンバッチ

ロット／12個
サイズ／7.8×10.5×0.3cm

MSYCH17185
キラキラプリキュアアラモード
ネイルシール

ロット／12個
サイズ／6.2×7.2×2.5cm

MSYCH17188
キラキラプリキュアアラモード
リボンヘアゴム

ロット／12個
サイズ／8×6.5×1.2cm

MSYCH17187
キラキラプリキュアアラモード 
おしゃれバレッタ

ロット／12個
Pサイズ／11×16×3cm

WMYCH13565
キラキラプリキュアアラモード 水てっぽう

ロット／12個
Pサイズ／11.5×13×1.5cm

WMYCH13564
キラキラプリキュアアラモード メロディ笛

ロット／10個
商品サイズ／18.5×11×0.5cm

MRKCH14404
キラキラプリキュアアラモード ふうせんセット

WDLVN05253
ミッキー＆フレンズ 
バットＬ（3種アソート）
ロット／12個
Pサイズ／18.7×29.8×6.7cm
本体サイズ／19×93.2×19cm

WDLVN05663
ミッキー&フレンズ 
ハンマーL（3種アソート）
ロット／6個
Pサイズ／25×23×1.5cm
本体サイズ／約90cm

WDLVN05664
ミッキー&フレンズ ハンマーM
（3種アソート）
ロット／12個
Pサイズ／17×13×1cm
本体サイズ／約40cm

WDLVN05263
ミッキー＆ミニー ハンドバトン
（2種アソート）
ロット／12個
Pサイズ／14×11×1cm
本体サイズ／59.7×26.8×8.6cm 

WDLVN05665
ミッキー＆フレンズ パンチヨーヨー
（4種アソート）
ロット／12個
Pサイズ／17×28.8×4.8cm
本体サイズ／24.3×24.3×24.3cm

WDLVN05662
ミッキー＆フレンズ ロングスティック
（3種アソート）
ロット／12個
Pサイズ／16.9×19.8×5.3cm
本体サイズ／67.3×15.3×7.9cm

WDLVN05428
プリンセス バトン（3種アソート）
ロット／12個
Pサイズ／14×21×6cm
本体サイズ／21.4×62.8×8.6cm

ビニール製品は商品の性質上、空気モレなどの不良品が発生する場合がございます。不良品を踏まえた上での販売価格となっておりますので不良交換、返品などは
お受けしかねます。予めご了承のうえご利用下さい。膨らませすぎや、コンプレッサーなどによる空気の注入は不良品発生の原因となりやすいのでご注意下さい。注意 ！

ビニール玩具をご利用の皆様へ、必ずお読みください。
●ビーチボール及びフロート以外のビニール玩具は、水上での使用を目的として作られたものではありません。水上では使用しないでください。
●商品は豊富に取り揃えておりますが、万一品切れの際はご容赦ください。

種類・色のご指定はお控えください。
種類・色柄は予告なく変更になる
場合があります。

注意
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MROCH00379
スーパーマリオ 
リモートコントロールカー
マリオカート7（マリオ）

ロット／1個
Pサイズ／18×20×9.8cm

WMYCH12259
ドラえもん ドライダー2
ロット／12個
商品サイズ（組立後）／16×18×4.5cm

電池別売
単三×2

電池別売
単三×2

MROCH00380
スーパーマリオ
リモートコントロールカー
マリオカート7(ルイージ)

ロット／1個
Pサイズ／18×20×9.8cm

MSYCH15112
ドラゴンボール超 ピタンコキャッチボール
ロット／12個
Pサイズ／22×25×6cm

MSYCH15104
ドラゴンボール超 クリップカンバッチ（3種アソート）

ロット／12個
Pサイズ／5.5×12.5×0.5cm

ENSCH35107
ドラゴンボール超 ソフトグライダー
ロット／12個
商品サイズ／20×8×0.1cm

ドラゴンボール超

スーパーマリオ ドラえもん

MSLKG00218
ドラえもん NEWプチバルーン
ロット／12個
Pサイズ／11.5×19.5×1.5cm

EPCCH03802
ドラえもん はじめての将棋＆九路囲碁 ゲーム20
ロット／1個
Pサイズ／5×33×37cm

EPCCH08414
どこでもドラえもん　日本旅行ゲーム5
ロット／1個
Pサイズ／30×51×7cm

パールカラーバルーン・
パーティーバルーン・
スカイバルーンの
3種アソート

パールカラーバルーン・
パーティーバルーン・
スカイバルーンの
3種アソート

ポケットモンスターサン&ムーン 

ロット／1個
Pサイズ／30×51.5×6.5cm

EPCCH06381
スーパーマリオ
コインアドベンチャーゲーム2　

ロット／1個
Pサイズ／53.7×34×7.1cm

EPCZG07141
スーパーマリオ
ストライクエアホッケーATTACK　

ロット／1個
Pサイズ／26×30×6.5cm

EPCZG07240
スーパーマリオ
ぶっ飛び！タワーゲーム

ロット／12個
サイズ／15.8×4.8×15.8cm

ENSCH38160
ポケットモンスターサン&ムーン 
ソフトグライダー

ロット／18個
サイズ／28×4.0×2.8cm

ENSCH38161
ポケットモンスターサン&ムーン 
スタンプ列伝

ロット／6個
サイズ／3.5×23×1.1cm

ENSCH38162
ポケットモンスターサン&ムーン 
デジタルウォッチ 

ロット／18個
サイズ／6.8×13.6×0.8cm

ENSCH37837
ポケットモンスターサン&ムーン 
やわらかマグネット 

ENSCH38172
ポケットモンスターサン&ムーン
ミニメタル
ロット／18個
サイズ／7.4×12.1×0.3cm

MSYCH16159
ポケットモンスターサン&ムーン 
クリップカンバッチ
ロット／12個
サイズ／5.5×12.5×0.5cm

ONECH01322
ドラえもん タケコプターセット
ロット／6個
サイズ／13.5×24.5×6.5cm

WMYCH13391
ドラえもん メロディ笛
ロット／12個
サイズ／11.5×13×1cm

MSYCH16163
ポケットモンスターサン&ムーン 
エアーシュート
ロット／6個
Pサイズ／12×24.5×0.5cm

MSYCH16164
ポケットモンスターサン&ムーン 
ソフトサッカーボール
ロット／3個
サイズ／10×10×10cm

WDLVN05853
ドラゴンボール超
パンチボール 四星球
ロット／12個
サイズ／Φ約25cm

WDLVN05854
ドラゴンボール超スティック
ロット／12個
サイズ／全長約60cm

WDLVN05857
ドラゴンボール超バットS
ロット／12個
サイズ／全長約40cm

WDLVN05855
ドラゴンボール超バットL
ロット／6個
サイズ／全長約90cm

WDLVN05858
ドラゴンボール超ハンマーM
ロット／12個
サイズ／全長約38cm

WDLVN05856
ドラゴンボール超ハンマーL
ロット／6個
サイズ／全長約75cm

WDLVN05852
ドラゴンボール超
パンチボール 集合　
ロット／12個
サイズ／Φ約25cm

ビニール製品は商品の性質上、空気モレなどの不良品が発生する場合がございます。不良品を踏まえた上での販売価格となっておりますので不良交換、返品などは
お受けしかねます。予めご了承のうえご利用下さい。膨らませすぎや、コンプレッサーなどによる空気の注入は不良品発生の原因となりやすいのでご注意下さい。注意 ！

ビニール玩具をご利用の皆様へ、必ずお読みください。
●ビーチボール及びフロート以外のビニール玩具は、水上での使用を目的として作られたものではありません。水上では使用しないでください。
●商品は豊富に取り揃えておりますが、万一品切れの際はご容赦ください。

種類・色のご指定はお控えください。
種類・色柄は予告なく変更になる
場合があります。

注意
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MROCH00341
ハローキティ やわらかソフトつみき
ロット／1個
Pサイズ／19.5×25×5.5cm

ハローキティ ロディ

マイリトルポニー

ミッフィー

ONECH01214
ハローキティ おしゃれメガネ
ロット／12個
Pサイズ／16.5×19×2cm

ONECH01253
ハローキティ ピンポンあそび
ロット／12個
Pサイズ／15×30×5cm

JMYKR72007
Rody 本体イエロー
ロット／1個
サイズ／55×23×55cm
材質／塩化ビニール（非フタル酸を使用）
耐荷重／200ｋｇ
対象年齢3歳以上

JMYKR72010
Rody 本体ピンク
ロット／1個
サイズ／55×23×55cm
材質／塩化ビニール（非フタル酸を使用）
耐荷重／200ｋｇ
対象年齢／3歳以上

JMYKR36610
ロディ さいころパズル
ロット／1個
サイズ／21×21×21cm
材質／ABS樹脂・ATBCPVC
対象年齢／1.5歳より

JMYKR35510
スイングロディ 
ベビーピンク
ロット／1個
サイズ／約25×15cm
材質／ABS樹脂・綿・ポリエステル
対象年齢／6ヶ月以上 

JMYKR35520
スイングロディ 
べビーイエロー
ロット／1個
サイズ／約25×15cm
材質／ABS樹脂・綿・ポリエステル
対象年齢／6ヶ月以上 

WDLVN05654
ハローキティ フラフープ
（2種アソート）
ロット／12個
Pサイズ／16.2×19.2×7.2cm
本体サイズ／56.3×56.3×3.3cm

WDLVN05655
ハローキティ パンチヨーヨー（3種アソート）
ロット／12個
Pサイズ／19.9×29.8×3.9cm
本体サイズ／23.3×23.3×23.3cm

WDLVN05653
ハローキティ くるくるバトン
（3種アソート）
ロット／12個
Pサイズ／14.5×11×1.5cm
本体サイズ／長さ70cm

ビニール製品は商品の性質上、空気モレなどの不良品が発生する場合がございます。不良品を踏まえた上での販売価格となっておりますので不良交換、返品などは
お受けしかねます。予めご了承のうえご利用下さい。膨らませすぎや、コンプレッサーなどによる空気の注入は不良品発生の原因となりやすいのでご注意下さい。注意 ！

ビニール玩具をご利用の皆様へ、必ずお読みください。
●ビーチボール及びフロート以外のビニール玩具は、水上での使用を目的として作られたものではありません。水上では使用しないでください。
●商品は豊富に取り揃えておりますが、万一品切れの際はご容赦ください。

種類・色のご指定はお控えください。
種類・色柄は予告なく変更になる
場合があります。

注意

DICVN70495
ビニール棒 花キティ

ロット／20個
本体サイズ／14.2×56.8×7.9cm

KISVN62854
ヨーヨーコレクション
ミッフィー

ロット／10個
本体サイズ／約12×17cm

ONECH01325
ハローキティ きせかえデジウォッチ2
ロット／6個
サイズ／10×25×3cm

ONECH01230
ハローキティ きせかえゆびわセット
ロット／12個
サイズ／14.5×12.5×3cm

ONECH01250
ハローキティ キュートなみずぶえ
ロット／10個
サイズ／11.5×14×4cm

FDT41100
マイリトルポニー ラリティKC
ロット／1個
サイズ／12×4×8cm

FDT41104
マイリトルポニー トワイライトスパークルKC
ロット／1個
サイズ／12×4×8cm

FDT41102
マイリトルポニー フラッターシャイKC
ロット／1個
サイズ／12×4×8cm

FDT41101
マイリトルポニー アップルジャックKC
ロット／1個
サイズ／12×4×8cm

FDT41103
マイリトルポニー ピンキーパイKC
ロット／1個
サイズ／12×4×8cm

FDT41105
マイリトルポニー レインボーダッシュKC
ロット／1個
サイズ／12×4×8cm

FDT41008
マイリトルポニー ラリティM
ロット／1個
サイズ／15×7×11cm

FDT41004
マイリトルポニー トワイライトスパークルM
ロット／1個
サイズ／15×7×11cm

FDT41019
マイリトルポニー フラッターシャイM
ロット／1個
サイズ／15×7×11cm

FDT41013
マイリトルポニー アップルジャックM
ロット／1個
サイズ／15×7×11cm

FDT41000
マイリトルポニー ピンキーパイM
ロット／1個
サイズ／15×7×11cm

FDT41005
マイリトルポニー レインボーダッシュM
ロット／1個
サイズ／15×7×11cm
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SSBCH05077
アンパンマン おえかきバッグセット
ロット／6個
商品サイズ／23×25.3×7.5cm

AGTCH31142
アンパンマン うちの子天才マラカス
ロット／6個
Pサイズ／15×23×6cm　商品サイズ／6×15.5×5.5cm

JYPCH17825
アンパンマン 
NEWミニミニらくがきボード
ロット／12個
商品サイズ／15×14.5×4cm

AGTCH30716
アンパンマン おふろバケツセット
ロット／3個
Pサイズ／27×30×17cm
セット内容／ビニールバッグ×1、バケツ×1、 
　　　　　 手おけ×1、水ピス×1、シャンプーボトル×1

JYPCH17982
アンパンマン 
アンパンマンごうやわらかパズル
ロット／1個
商品サイズ／21×12.5×20cm

SSBCH00312
アンパンマン 
Ｂ7シール付メモ
ロット／10冊
商品サイズ／12.4×8.6×0.4cm

SSBCH04043
アンパンマン 
ちっちゃぬりえ
ロット／10冊
商品サイズ／14.8×10×0.5cm

JYPCH17994
アンパンマン くにゃっとやわらかボール
ロット／12個
アソート内訳／アンパンマン6個、バイキンマン2個、
　　　　　　 ドキンちゃん2個、コキンちゃん2個
商品サイズ／6×6×6cm

SSBCH05670
それいけ！アンパンマン
みんなでおろう こうさくおりがみ
ロット／6個
本体サイズ／20×18×4cm

AGTCH30820
アンパンマン ピーピーバット
ロット／6個　Pサイズ／52×19×10cm
商品サイズ／Φ10×41cm

JYPCH17595
アンパンマン NEWピッピアンパンマン
ロット／12個
商品サイズ／10.8×7.3×3.6cm

SSBCH04404
アンパンマン 知育パズルひらがな
ロット／1個
商品サイズ／25.1×37.4×0.5cm

くにゃっとし
た

感触がたの
しい！

アンパンマ
ンと

バイキンマ
ンの

2個セット

おかたづけ
も

簡単！
おかたづけ

も

簡単！
かいても
消せるよ！
かいても
消せるよ！

アンパンマン

DICVN70615
アームダッコ アンパンマン
ロット／12個
本体サイズ／15×12×17cm

DICVN70616
アームダッコ バイキンマン
ロット／12個
本体サイズ／15×12×17cm

DICVN70617
アームダッコ ドキンちゃん
ロット／12個
本体サイズ／15×12×17cm

DICVN79502
立ち人形 アンパンマン
ロット／3個
本体サイズ／37.4×47.5×15cm

DICVN70549
ビニール棒 アンパンマン
ロット／20個
本体サイズ／16.2×54.9×8.1cm

AGTVN31159
アンパンマン KOパンチ（小）
ロット／4個
本体サイズ／26.5×21×10.5cm

DICVN79501
飛び人形 アンパンマン
ロット／3個
本体サイズ／25.5×33.8×20cm

DICVN70000
マスコット人形 アンパンマン
ロット／10個
本体サイズ／12.4×17.7×5.4cm

AGTVN29527
抱き人形 アンパンマン
ロット／12個
本体サイズ／17.8×25.3×15.6cm

JYPCH18011
アンパンマン
つなげてあそぼう！なかよしサブマリン
ロット／12個
Pサイズ／16×16×6cm

AGTCH31029
アンパンマン
天才脳つみかさねカップ
ロット／4個
Pサイズ／13×15×13cm

AGTCH29783
アンパンマン いっしょにのろうよ！
ロット／1個
Pサイズ／33×25×9cm
本体サイズ／38×52×90cm（膨らまし後）

AGTCH31162
アンパンマン
ふわっと大きなKOパンチ
ロット／1個
Pサイズ／18.5×23×7cm
本体サイズ／70×43×38.5cm（膨らまし後）

JYPCH17533
アンパンマン
おふろでかさねてシャワーカップ
ロット／6個
Pサイズ／13.5×13×11.5cm

AGTCH31145
アンパンマン
うちの子天才 カタカタカスタ
ロット／6個
Pサイズ／11×19.5×4.5cm

ビニール製品は商品の性質上、空気モレなどの不良品が発生する場合がございます。不良品を踏まえた上での販売価格となっておりますので不良交換、返品などは
お受けしかねます。予めご了承のうえご利用下さい。膨らませすぎや、コンプレッサーなどによる空気の注入は不良品発生の原因となりやすいのでご注意下さい。注意 ！

ビニール玩具をご利用の皆様へ、必ずお読みください。
●ビーチボール及びフロート以外のビニール玩具は、水上での使用を目的として作られたものではありません。水上では使用しないでください。
●商品は豊富に取り揃えておりますが、万一品切れの際はご容赦ください。

種類・色のご指定はお控えください。
種類・色柄は予告なく変更になる
場合があります。

注意

約
70cm

約90cm
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キャラクター笛パイプ 〈使用例〉

ハッカや砂糖は付属しておりません。またその取り扱いもございません。注意

ファンシー文具

香りつき：
アップル、バニラ、ピーチ、ソーダ

香りつき：
アップル、バニラ、ピーチ、ソーダ

OISBG41447
どうぶつけしごむ付えんぴつ
ロット／24箱
サイズ／全長19ｃｍ

本体8種アソート本体8種アソート

ヘッダー付袋入りヘッダー付袋入り

1パックに5
個

消しゴムが
入っていま

す！

4柄

5種

3柄
アソート 

3柄アソート
 

3柄
アソート 

2柄アソート

LMNBG15890
おかしみたいな細軸えんぴつ（2Ｂ）4Ｐ
ロット／10個
Pサイズ／22.5×3.3×0.6cm
鉛筆サイズ／Φ0.6×17.6cm

IBEBG00219
おみくじ鉛筆（6本入）
ロット／30個
箱サイズ／10×2×1cm
鉛筆サイズ／Φ0.4×8.7cｍ

KYSBG10500
スケッチブック30枚
ロット／10冊
Pサイズ／24.8×35×0.5cｍ

KYSBG10501
らくがきちょう70枚
ロット／10冊
Pサイズ／24.8×17.5×0.7cｍ

IBEBG00854
金の合格鉛筆（3本入）
ロット／10袋
Pサイズ／23×3.5×0.8cｍ
鉛筆サイズ／Φ0.7×17.8cｍ

ヘッダー付袋入りヘッダー付袋入り

IBEBG00464
鉛筆 ハンディジャンケン（3本入）
ロット／10袋
Pサイズ／23×5.5×0.8cｍ
鉛筆サイズ／Φ0.7×18.5cｍ

LMNBG15307
おかし消しゴムセット
ロット／10袋　Pサイズ／14×8cｍ

LMNBG50060
ねり消しゴム（香りつき）
ロット／40個　1個サイズ／3×3×1.5cm

※食べられません

※食べられません

※食べられません

LMNBG15910
ジップパック消しゴムフルーティ
ロット／10個
サイズ／13×90×3cm

LMNBG16045
ジップパッククレヨン海のなかま
ロット／10個
サイズ／13×9×0.7cm

TNRBG10115
クリアファイルとノートのセット
ロット／12個
サイズ／20×32×1.1cm 

TNRBG10146
ドキュメントファイルのセット 
ロット／12個
サイズ／20.8×20×1cm 

TNRBG05217
よくばり！文具セット
ロット／25個
本体サイズ：24×9.3×1.1cm

TNRBG10148
ペンケースのセット
ロット／12個
サイズ／12.8×26×2.1cm

OISBG11914
アニマルフレンズらくがきちょう
ロット／25個　本体サイズ：8×10.5×0.5cm

DICHK30322
ワンピース チョッパー
サイズ／11cm

DICHK30327
ピカチュウ
サイズ／11cm

DICHK30299
ドラえもん
サイズ／11.5cm

DICHK39704
バイキンマン
サイズ／12.5cm

DICHK30293
リラックマ
サイズ／12cm

DICHK30277
シュガーバニーズ くろうさ
サイズ／11cm

DICHK39705
トーマス
サイズ／11cm

DICHK39658
アンパンマン
サイズ／12cm

ロット

10個

ENSKJ34989
ディズニーツムツム
シールコレクション当て2（20付）
ロット／3束
商品サイズ／13×9.5cm
シール／5.2×5.2cm

ENSKJ35298
ドラゴンボール超
シール烈伝当て（20付)
ロット／3束
商品サイズ／13×9.5cm
シール／5.2×5.2cm

ENSCH38881
宇宙戦隊キュウレンジャー
シールコレクション当て（20付)
ロット／3束
商品サイズ／9.5×14ｃｍ
シール／5.5×5.5ｃｍ

シールコレクション当て

DICHK30334
妖怪ウォッチ ジバニャン
サイズ／13cm

DICHK30345
宇宙戦隊キュウレンジャー シシレッド
サイズ／13cm

DICHK30344
キラキラプリキュアアラモード キュアホイップ
サイズ／14cm

ENSCH37840
仮面ライダーエグゼイド
シールコレクション当て（20付）
ロット／3束
商品サイズ／9.5×14ｃｍ
シール／5.5×5.5ｃｍ

ENSCH37077
リラックマ
のんびりシールコレクション当て（20付）
ロット／3束
商品サイズ／9.5×14ｃｍ
シール／5.5×5.5ｃｍ

ENSCH37865
サンリオキャラクターズ
シールコレクション当て（20付）
ロット／3束
商品サイズ／9.5×14ｃｍ
シール／5.5×5.5ｃｍ

ENSCH37079
すみっコぐらし すみっコ
シールコレクション当て（20付）
ロット／3束
商品サイズ／9.5×14ｃｍ
シール／5.5×5.5ｃｍ

ENSCH37617
ディズニープリンセス
シールコレクション当て（20付）
ロット／3束
商品サイズ／9.5×14ｃｍ
シール／5.5×5.5ｃｍ

DICHK30342
仮面ライダーエグゼイド 仮面ライダーエグゼイド
サイズ／14cm

ENSCH38459
キラキラプリキュアアラモード 
プリキラシールコレクション当て（20付）
ロット／3束
商品サイズ／13×9.5cm
シール／5.5×5.5ｃｍ
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アポロ マーブル

ぼんぼんりぼん

ポケットモンスターサン&ムーン

妖怪ウォッチ

ジャポニカ学習帳

丸 軸丸 軸

1柄1柄

六角軸六角軸

紙スリーブ紙スリーブ

両面開き・
鉛筆削り・
しおり付き

両面開き・
鉛筆削り・
しおり付き

両面開き・
鉛筆削り・しおり付き
両面開き・

鉛筆削り・しおり付き

両面開き・
鉛筆削り・しおり付き
両面開き・

鉛筆削り・しおり付き

六角軸・12本入り・
窓あき紙個箱

六角軸・12本入り・
窓あき紙個箱

六角軸・12本入り・
窓あき紙個箱

六角軸・12本入り・
窓あき紙個箱

六角軸・12本入り・
窓あき紙個箱

六角軸・12本入り・
窓あき紙個箱

六角軸・12本入り・
窓あき紙個箱

六角軸・12本入り・
窓あき紙個箱

六角軸・12本入り・
窓あき紙個箱

六角軸・12本入り・
窓あき紙個箱

U字カット入り
ダイカット紙
スリーブ・

やわらかタイプ

U字カット入り
ダイカット紙
スリーブ・

やわらかタイプ

U字カット入り
ダイカット紙スリーブ・
やわらかタイプ

U字カット入り
ダイカット紙スリーブ・
やわらかタイプ

12色・缶ケース入り・
軸にキャラクター印刷
12色・缶ケース入り・
軸にキャラクター印刷

12色・缶ケース入り・
軸にキャラクター印刷
12色・缶ケース入り・
軸にキャラクター印刷

12色・缶ケース入り・
軸にキャラクター印刷
12色・缶ケース入り・
軸にキャラクター印刷

六角軸六角軸

ミッフィー

32枚（ぬりえ付）32枚（ぬりえ付）

KTWCH40082
ミッフィー らくがき帳
ロット／10個　サイズ／19×19×0.5cm

20枚入り
10色
20枚入り
10色

KTWCH05586
ミッフィー おりがみ 175角
ロット／20個　サイズ／17.5×17.5×0.3cm

6色6色

KTWCH05607
ミッフィー くれよん
ロット／5個　本体サイズ／7.5×10.7×1.8cm

SKMBG22710
鉛筆（HB）　アポロ
ロット／10本
サイズ／Φ0.75×17.8cｍ

SKMBG27854
鉛筆（B）　アポロ
ロット／10本
サイズ／Φ0.75×17.8cｍ

SKMBG27874
鉛筆（2B）　アポロ
ロット／10本
サイズ／Φ0.75×17.8cｍ

六角軸六角軸

六角軸六角軸

SKMBG27875
鉛筆（2B）　マーブル
ロット／10本
サイズ／Φ0.75×17.8cｍ

80枚80枚

SKMBG42101
ミニメモ　アポロ
ロット／10冊　サイズ／8×6cｍ

80枚80枚

SKMBG42129
ミニメモ　マーブル
ロット／10冊　サイズ／8×6cｍ

サクラクレパス

鉛筆削り・消しゴム付鉛筆削り・消しゴム付

SKCBG15573
クーピーペンシル12色（缶入り）
ロット／1個
サイズ／17.9×14.7×1.5cｍ

SKCBG14284
クレパス太巻12色
ロット／1個
サイズ／9×15.2×1.9cｍ

SKCBG16717
水でおとせるクレヨン12色
ロット／1個
サイズ／19.7×13.7×2.7cｍ

キャラクター文具

ディズニープリンセス

SWNBG76960
妖怪ウォッチ
筆入れ 2017
ロット／1個
個装サイズ／13.5×28.5×3.5cm
本体サイズ／9.5×24.5×3.5cm

SWNBG15802
妖怪ウォッチ
かきかたえんぴつ 
2B 2017
ロット／1個
本体サイズ／4.5×20×1.7cm

SWNBG24016
妖怪ウォッチ 色えんぴつ
12色 2017
ロット／1個
個装サイズ／11.5×22×1.1cm
本体サイズ／18.5×10.2×1.1cm

SWNBG17003
妖怪ウォッチ 学習帳にあう
消しゴム 2017
ロット／1個
本体サイズ／2.7×6×1.1cm

SWNBG76959
ポケットモンスター
筆入れ  2017
ロット／1個
個装サイズ／13.5×28.5×3.5ｃｍ
本体サイズ／9.5×24.5×3.5cm

SWNBG15819
ポケットモンスター 
かきかたえんぴつ B 2017
ロット／1個
本体サイズ／4.5×20×1.7cm

SWNBG15820
ポケットモンスター 
かきかたえんぴつ 2B 2017
ロット／1個
本体サイズ／4.5×20×1.7cm

SWNBG24019
ポケットモンスター 
色えんぴつ12色 2017
ロット／1個
個装サイズ／11.5×22×1.1ｃｍ
本体サイズ／18.5×10.2×1.1cm

SWNBG17013
ポケットモンスター 
学習帳にあう消しゴム 2017
ロット／1個
本体サイズ／2.7×6×1.1cm

SWNBG76963
ぼんぼんりぼん 筆入れ  2017
ロット／1個
個装サイズ／13.5×28.5×3.5ｃｍ
本体サイズ／9.5×24.5×3.5cm

SWNBG15809
ぼんぼんりぼん 
かきかたえんぴつ B 2017
ロット／1個
本体サイズ／4.5×20×1.7cm

SWNBG15810
ぼんぼんりぼん 
かきかたえんぴつ 2B 2017
ロット／1個
本体サイズ／4.5×20×1.7cm

SWNBG24017
ぼんぼんりぼん 
色えんぴつ12色 2017
ロット／1個
個装サイズ／11.5×22×1.1ｃｍ
本体サイズ／18.5×10.2×1.1cm

SWNBG17007
ぼんぼんりぼん 
学習帳にあう消しゴム 2017
ロット／1個
本体サイズ／2.7×6×1.1cm

SSBBG49992
ディズニープリンセス
両面マチック筆入DX 2017
ロット／1個　
個装サイズ／13.2×28×3.8ｃｍ
本体サイズ／9.5×24.3×3.5cm

SSBBG50008
ディズニープリンセス 
鉛筆BダースDX 2017
ロット／1個
個装サイズ／4.6×20×1.5ｃｍ
本体サイズ／Φ0.75×17.5cm

SSBBG50052
ディズニープリンセス 
まとまるくん消しゴム 2017
ロット／1個
個装サイズ／9.2×3×13.5cm
本体サイズ／2.5×4.5×1.4cm

白無地・本文枚数：30枚白無地・本文枚数：30枚

SWNBG01710
ジャポニカ学習帳
自由帳 JL-71
ロット／10冊
本体サイズ／17.9×25.2cm

10mm方眼罫
(5mmリーダー罫入り)
科目シール付・
本文枚数：30枚

10mm方眼罫
(5mmリーダー罫入り)
科目シール付・
本文枚数：30枚

SWNBG01800
ジャポニカ学習帳
5mm方眼罫 JL-80
ロット／10冊
本体サイズ／17.9×25.2cm

白無地・本文枚数：30枚白無地・本文枚数：30枚

SWNBG01720
ジャポニカ学習帳
じゆうちょう JL-72
ロット／10冊
本体サイズ／17.9×25.2cm

それいけ！アンパンマン

SSBBG06966
おえかきくれよんそれいけ！アンパンマン
ロット／1個　個装サイズ／13.5×28.5×3.5cm
Pサイズ／16×27.5×2cm

SSBBG06962
はじめてのいろえんぴつ
それいけ！アンパンマン
ロット／1個　Pサイズ／12×22.5×1.2cm

SSBBG06968
やってみよう！はじめてのはさみ
それいけ！アンパンマン
ロット／1個　Pサイズ／9.5×17.8×1.8cm

16色16色

12色12色 日本製日本製

六角軸六角軸

SSBBG50013
ディズニープリンセス 
鉛筆2BダースDX 2017
ロット／1個
個装サイズ／4.6×20×1.5cm
本体サイズ／Φ0.75×17.5cm

U字カット入り
ダイカット紙
スリーブ・

やわらかタイプ

U字カット入り
ダイカット紙
スリーブ・

やわらかタイプ
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ファンシー文具　キャラクター文具　おもしろ消しゴム文具 ファンシー文具　キャラクター文具　おもしろ消しゴム 文具

●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。

おもしろ消しゴム
ロット

60個本体サイズ3～5ｃｍ

ロット

60個本体サイズ3～5ｃｍ

おもしろ消しゴムが
ランダムに100個
入っています。

おもしろ消しゴムが
ランダムに
300個
入っています。

おもしろ消しゴムは店舗向け集客・販促ツールとして最適です！

48パイカプセルに詰めて
ガチャコロ倶楽部の中身としても
お使いいただけます。

BOX付きで
つかみ取り
にも最適！

BOX付きで
つかみ取りにも

最適！

IWKBG97102
Ｎｏ.1ケーキ消しゴム

IWKBG20102
スイーツ消しゴム

IWKBG20023
和菓子消しゴム

IWKBG96106
アイス消しゴム

IWKBG94112
ドリンク消しゴム

IWKBG20016
スナック消しゴム

IWKBG20050
中華消しゴム

IWKBG20112
招き猫消しゴム

IWKBG20076
建設車消しゴム

IWKBG96114
プレイ消しゴム

IWKBG96112
サッカーボール消しゴム

IWKBG20072
飛行機と船消しゴム

IWKBG20092
どうぶつえん消しゴム

IWKBG20057
学校の消しゴム

IWKBG20073
ハミガキ消しゴム

IWKBG95106
バーガーセット消しゴム

IWKBG95102
お寿司消しゴム

IWKBG95108
食堂消しゴム

IWKBG20117
昆虫消しゴム

IWKBG20116
サファリ消しゴム

IWKBG20084
電車とバスの消しゴム

IWKBG96113
マリン消しゴム

IWKBG20114
森の動物消しゴム

IWKBG20038
消防消しゴム

IWKBG20055
お守り消しゴム

IWKBG94119
くだもの消しゴム

IWKBG13018
ブロック消しゴムどうぶつ

IWKBG13020
ブロック消しゴムのりもの

IWKBG13006
シーアニマル消しゴム

IWKBG15009
恐竜消しゴム

IWKBG15010
屋台消しゴム

空
の
カ
プ
セ
ル
、

ガ
チ
ャ
コ
ロ
倶
楽
部

本
体
は

P74へ

IWKBG20071
けしゴムＢＯＸいろいろ100
ロット／1箱　ＢＯＸサイズ／10×20×20cｍ
※中身の指定はできません。

IWKBG20000
けしゴムＢＯＸ300
ロット／1箱　ＢＯＸサイズ／23×22×22cｍ
※中身の指定はできません。

IWKBG16003
ティータイム消しゴム

IWKBG20015
ハムスターとはりねずみ消しゴム

IWKBG20031
動物くん消しゴム

IWKBG20126
タマゴ消しゴム

IWKBG20111
こけし消しゴム

IWKBG03101
やさい消しゴム

IWKBG94120
キッチン消しゴム
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ダンボール工作　ペーパークラフト　おりがみ　工作キット工作キット ダンボール工作　ペーパークラフト　おりがみ　工作キット 工作キット

ペーパークラフト

おりがみ

ダンボール工作

ハサミものりもいらない、お子様向けの簡単にできるペーパークラフトです

カンタン！
よくとぶ！

10種の
海の生き物

がつくれま
す！

水に
浮かびます

！

・8柄14枚入り
セット内容

・ビッグサイズふね×1
・ふね×2
・ボート×2
・ラッコ×2
・かめ×2
・無地×6

セット内容

KYSPP12417
のりとハサミがいらない
ペーパークラフト クマノミ
ロット／10個　Pサイズ／30×22cm
組み立て後サイズ／9×13×5.5cm

KYSPP12415
のりとハサミがいらない
ペーパークラフト キリンさん
ロット／10個　Pサイズ／30×22cm
組み立て後サイズ／22.5×11.5×3cm

KYSPP62959
アニマルペンスタ キリン
ロット／10個　Pサイズ／21×30cm
組み立て後サイズ／5×15×5cm

KYSPP62962
アニマルペンスタ ペンギン
ロット／10個　Pサイズ／21×30cm
組み立て後サイズ／5×15×5cm

KYSPP62963
アニマルペンスタ カンガルー
ロット／10個　Pサイズ／21×30cm
組み立て後サイズ／5×15×5cm

KYSPP62960
アニマルペンスタ コアラ
ロット／10個　Pサイズ／21×30cm
組み立て後サイズ／5×15×5cm

KYSPP62961
アニマルペンスタ パンダ
ロット／10個　Pサイズ／21×30cm
組み立て後サイズ／5×15×5cm

KYSPP12420
のりとハサミがいらない
ペーパークラフト 皇帝ペンギン
ロット／10個　Pサイズ／30×22cm
組み立て後サイズ／11.5×11×8cm

KYSPP12411
のりとハサミがいらない
ペーパークラフト イルカ
ロット／10個　Pサイズ／30×22cm
組み立て後サイズ／16.5×13×7.5cm

KYSKK12164
おりがみ
ロット／50束
折り紙サイズ／15×15cm

型からはずして差しこむだけ！

ハサミものりもいらない、
お子様向けの簡単にできる
ダンボールクラフト。
組立後は貯金箱になります。
付属のシールを貼って
完成です！

KYSDK62432
ダンク～！イヌ
ロット／10個
完成サイズ／5.4×8.6×10.2cm

KYSDK11507
ダンボール工作　トリケラトプス
ロット／10個
Pサイズ／30×22cm

KYSDK11511
ダンボール工作　カブトムシ
ロット／10個
Pサイズ／30×22cm

KYSDK11512
ダンボール工作　クワガタ
ロット／10個
Pサイズ／30×22cm

KYSDK11515
ダンボール工作　ハムスター
ロット／10個
Pサイズ／30×22cm

KYSDK11505
ダンボール工作　ティラノサウルス
ロット／10個
Pサイズ／30×22cm

KYSDK62433
ダンク～！ネコ
ロット／10個
完成サイズ／5.4×8.6×10.2cm

SWGKK03785
水につよいおりがみ うかび～の
ロット／10束
折り紙サイズ／15×15cm、29×29cm

SWGKK03770
ひこうきおりがみ
めちゃとび
ロット／10束
折り紙サイズ／15×15cm、29×29cm

ATKKK02550
おりがみ工作ブック3
すいぞくかんへいこう！
ロット／5束
Pサイズ／21×15×0.2cm

KYSDK62964
ダンク～！イルカ
ロット／10個　Pサイズ／16×21cm
組み立て後サイズ／8.5×4.8×14.8cm

KYSDK62965
ダンク～！ティラノサウルス
ロット／10個　Pサイズ／16×21cm
組み立て後サイズ／8.8×4.8×14.3cm

組み立て後
は

ペン立てと
して

使えるよ！
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ダンボール工作　ペーパークラフト　おりがみ　工作キット工作キット

●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。

紙風船　グライダー　和玩具 なつかし玩具

工作キット 紙風船

グライダー

インクジェット
プリンター対応

・うちわ骨　・タック紙×2枚
■  別途必要なもの
 絵を描く為の筆記具

セット内容

・マグネット付パンチングバルーン10枚
・ストロー×10本　・クレヨン(10色)×1箱 

セット内容

・スーパーボールが
 作れる粉3色3袋　
・ボールの型1個 
・アソート2種

セット内容

ふりふりシェイクで
ふうせんスライムを
作ろう！！

水に浸して固めて、
スーパーボールを
作ろう！
とっても簡単♪
楽しく実験♪

組み立て
簡単!!

発電・蓄電・
エネルギー変換の
実験ができる！

・手回し発電機×1
・モーター×1
・豆電球×1
・発光ダイオード×1
・シャシー(コンデンサー蓄電基板付)×1
・ボディー×1
・モーターホルダー×1
・車軸×2
・タイヤ×3
・ギヤタイヤ×1

セット内容

・透明板(切り取り加工済み)(14×14cm)×1
・ふた×1　・キャップ×1　・ポール(Φ0.7×20cm)×1

セット内容

組立済手回し発電機つ
き！

KISEV23115
Kishi's eセット 
おえかきバルーン（マグネット入）
ロット／1セット
風船サイズ／約20cm

TKWKK70549
自分でつくるスーパーボール
ロット／12個　Pサイズ／12.5×17.5×3cm

ATKKK02670
ミニクリアかざぐるま
ロット／5個　完成サイズ／約Φ20cm

ATKKK07900
6色小麦粉ねんど
ロット／5個
サイズ／Φ6.3×6.4cm

ATKKK93573
電気の利用　EVレーサー
ロット／5個
Pサイズ／12.5×10×5.7cm
無負荷時電圧／約3.0V 
短絡時電流／約0.7A(ハンドル回転速度 毎秒3回)

ATKKK07886
お絵かき万華鏡
ロット／5個
本体サイズ／Φ5.4×18.4cm

IKDKK05637
パタパタ飛行機
ロット／12個
サイズ／全長35cm、幅45cm

ATKKK38099
うちわ作り（タック付）
ロット／5個　サイズ／23.8×34cm

TMDKK20208
バルーンスライムアソートセット
ロット／18個
サイズ／2×10.5×4.5cm

ABEKF54382
紙風船5号
ロット／50枚
折りたたみサイズ／１7×7×0.3ｃｍ
膨らまし時サイズ／Φ約１１ｃｍ

ABEKF54381
紙風船6号
ロット／50枚
折りたたみサイズ／2１×8×0.3ｃｍ
膨らまし時サイズ／Φ約１2ｃｍ

YAIKF61430
紙風船 パンダボディ１号（袋入）
ロット／12枚
Pサイズ／0.5×8.5×22ｃｍ
折りたたみサイズ／１7×6.5ｃｍ
膨らまし時サイズ／Φ約１１ｃｍ

YAIKF61431
紙風船 パンダ顔（袋入）
ロット／12枚
Pサイズ／0.5×１１×24.5ｃｍ
折りたたみサイズ／22×8ｃｍ
膨らまし時サイズ／Φ約１2ｃｍ

YAIKF61432
紙風船 ペンギン１号（袋入）
ロット／12枚
Pサイズ／0.5×8.5×22ｃｍ
折りたたみサイズ／１7×6.5ｃｍ
膨らまし時サイズ／Φ約１1ｃｍ

YAIKF61437
紙風船 スイカ3号（袋入）
ロット／12枚
Pサイズ／0.5×１１×25.5ｃｍ
折りたたみサイズ／23×9ｃｍ
膨らまし時サイズ／Φ約15ｃｍ

YAIKF61447
紙風船 ねこ（6柄アソート）（袋入）
ロット／12枚　Pサイズ／0.5×8.5×23ｃｍ
折りたたみサイズ／2１×8ｃｍ　膨らまし時サイズ／Φ約12ｃｍ

YAIKF61443
紙風船 金魚１号（袋入）
ロット／12枚　Pサイズ／0.5×8.5×22ｃｍ
折りたたみサイズ／１7×6.5ｃｍ　膨らまし時サイズ／Φ約11ｃｍ

TBMWG00501
プロペラグライダー
ロット／30個　Pサイズ／1×8.8×24.5cm

TBMWG00504
アクロバットグライダー
ロット／30個
本体サイズ／全長21～21.5cm　翼長／22.3cm

TBMWG00502
ゴムとばしグライダー
ロット／30個　Pサイズ／1×8.5×24.5cm

TBMWG01201
ライトプレーン
ロット／12個　Pサイズ／2.5×9×46cm

YAIKF61442
紙風船 イルカ3号（袋入）
ロット／12枚　Pサイズ／0.5×１１×24.5ｃｍ
折りたたみサイズ／23×9ｃｍ　膨らまし時サイズ／Φ約15ｃｍ

YAIKF
61440
紙風船 
立体いぬ（袋入）
ロット／12枚
Pサイズ／0.5×8.5×22ｃｍ
折りたたみサイズ／１7×6.5ｃｍ
膨らまし時サイズ／Φ約18ｃｍ

YAIKF
61441
紙風船 
立体うさぎ（袋入）
ロット／12枚
Pサイズ／0.5×8.5×22ｃｍ
折りたたみサイズ／１7×6.5ｃｍ
膨らまし時サイズ／Φ約18ｃｍ

YAIKF61429
紙風船 とら１号（袋入）
ロット／12枚
Pサイズ／0.5×8.5×22ｃｍ
折りたたみサイズ／１7×6.5ｃｍ
膨らまし時サイズ／Φ約１１ｃｍ

YAIKF61425
紙風船 さる１号（袋入）
ロット／12枚
Pサイズ／0.5×8.5×22ｃｍ
折りたたみサイズ／１7×6.5ｃｍ
膨らまし時サイズ／Φ約１１ｃｍ

YAIKF62016
紙風船 コアラ１号（袋入）
ロット／12枚
Pサイズ／0.5×8.5×22ｃｍ
折りたたみサイズ／１7×6.5ｃｍ
膨らまし時サイズ／Φ約１１ｃｍ

YAIKF62080
紙風船 アザラシ（袋入）
ロット／12枚
Pサイズ／0.5×8.5×22ｃｍ
折りたたみサイズ／１8×0.7ｃｍ
膨らまし時サイズ／Φ約１１ｃｍ

ABEKF54380
紙風船8号
ロット／50枚
折りたたみサイズ／24×9×0.3ｃｍ
膨らまし時サイズ／Φ約１4ｃｍ

YAIKF62015
紙風船 てんとう虫1号（袋入）
ロット／12枚　Pサイズ／0.5×8.5×22ｃｍ
折りたたみサイズ／18×0.7ｃｍ
膨らまし時サイズ／Φ約11ｃｍ

TBMWG01106
脚付グライダー
ロット／24個　本体サイズ／全長27.5～28.5cm　翼長／32cm

ATKKK77386
ねんどの王様
ロット／5個　Pサイズ／22×14×1.5cm

手につかない
超軽量ねんど！
とてもよく伸び、
絵具などで
彩色も出来ます！
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紙風船　グライダー　和玩具なつかし玩具 紙風船　グライダー　和玩具 なつかし玩具

●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。

紙風船
6号×1枚
5号×1枚
小　0.2×5.3×13cm

水を空気孔の上まで
入れて吹くと楽しい
音がでるよ！
水を空気孔の上まで
入れて吹くと楽しい
音がでるよ！

笛の笛穴、横穴を
指でおさえたり
はなしたりして吹けば

、

いい音が出ます。

笛の笛穴、横穴を
指でおさえたり
はなしたりして吹けば

、

いい音が出ます。

振
り
回
す
と

鳴
き
声
が

す
る
よ
！

振
り
回
す
と

鳴
き
声
が

す
る
よ
！

回すと

逆立ちし
ちゃう

不思議
なコマ

回すと

逆立ちし
ちゃう

不思議
なコマ

日本けん玉協会
認定
日本けん玉協会
認定

ひも付きひも付き

YMGWG00077
山ちゃん毛笛（色アソート）
ロット／100本　商品サイズ／0.7×0.7×29.5cm
※色指定はできません

YHKWG61368
小巻取り（色アソート）
ロット／144本　商品サイズ／2.3×2.5×12cm
※色指定はできません

YHKWG61367
一本巻取り（色アソート）
ロット／72本　商品サイズ／2.5×5×24.5cm
※色指定はできません

ABEWG00001
三方巻取り（色アソート）
ロット／12本
商品サイズ／4×10.5×24.5cm
※色指定はできません

YHKWG61369
ウサギ巻取り（色アソート）
ロット／36本
商品サイズ／2.5×10.8×20cm
※色指定はできません

TKEWG01305
ケロケロカエル
ロット／5個　Pサイズ／3.2×8×19cm
商品サイズ／〔カエル本体〕3×2.3×3.4cm
　　　　　  〔棒〕15.5×Φ1cm

TKEWG01306
みんみんぜみ
ロット／5個　Pサイズ／2.7×8×17cm
商品サイズ／〔セミ本体〕2.5×2.4×5.1cm
　　　　　  〔棒〕15.5×Φ1cm

TKEWG01226
ふくろう笛
ロット／5個　Pサイズ／3.5×8.5×16cm
商品サイズ／3.5×3.5×8.2cm

TKEWG01366
風ぐるまセット
ロット／5個　Pサイズ／2.5×15×25.5cm
商品サイズ／〔風車〕2.5×8.2×18.5cm
　　　　　  〔竹とんぼ〕0.5×13.6×17.5cm

TKEWG01520
縁日セット
ロット／5セット　Pサイズ／2.5×12×28cm
商品サイズ／〔毛笛〕0.8×2.8×22cm
　　　　　  〔巻取り〕1.2×2.3×14cm

TKEWG01534
しゃぼん玉セット
ロット／6個　Pサイズ／3×16.5×27.5cm
商品サイズ／〔しゃぼん玉液〕2.8×2.8×7cm
　　　　　  〔ストロー〕10.3×Φ1.2cm

TMWWG30105
TK-マイスター けん玉（色アソート）
ロット／3個
サイズ／Ф6×18×7cm

OKKWG01445
木のおもちゃヨーヨー（色アソート）
ロット／5個　Pサイズ／3.5×10×13.5cm
商品サイズ／3.5×5.5×5.5cm
※色指定はできません

TMWWG11030
プリントこま大（色アソート）
ロット／6個　Pサイズ／5×10×16cm
商品サイズ／〔コマ〕5×Φ6.1cm、〔ひも〕135×Φ0.4cm
※色指定はできません

TKEWG01437
逆立ちコマ3Ｐ
ロット／5個　Pサイズ／3×10×12.5cm
商品サイズ／3.5×Φ3cm

OKKWG01428
力士コマ
ロット／3個　Pサイズ／2.3×12×20cm
商品サイズ／〔台〕1×6.8×6.8cm、〔コマ〕4×Φ2cm

TKEWG01108
竹トンボセット
ロット／10個　Pサイズ／0.5×8×21cm
商品サイズ／0.5×13.6×17.5cm

KYBWG60137
太鼓すもう　大
ロット／3個、Pサイズ／2.8×15.5×25cm
商品サイズ／〔台〕2.8×12×12cm、〔駒〕2×2×3.5cm

TKEWG01455
だるま落とし7寸
ロット／3個
商品サイズ／22×Ф5cm

KISWG62465
ベーゴマ　2Pアソート
ロット／3個　Pサイズ／12×8×1cm
商品サイズ／2.5～4cm

OKKWG01444
投げコマ2寸（色アソート）
ロット／5個
商品サイズ／〔コマ〕5.5×Ф6cm、〔ひも〕112×Ф0.4cm
※色指定はできません

TMWWG11031
カラー木コマ大（色アソート）
ロット／6個　商品サイズ／5.5×Ф6cm
※色指定はできません

TKEWG01210
水笛のんき
ロット／5個
Pサイズ／3.5×15.5×17cm
商品サイズ／3.5×6×12cm

TKEWG01209
うぐいす笛
ロット／5個
商品サイズ／5.3×13cm

TKSWG60719
パイプ風車（色アソート）
ロット／60個
商品サイズ／6.5×11×31.5cm
※色指定はできません

TKSWG61370
組み上がり風車 16ｃｍ（色アソート）
ロット／50個
商品サイズ／45×16×6cm
※色指定はできません

TKSWG60720
ダブル風車（色アソート）
ロット／50個
商品サイズ／6.5×19×29cm
※色指定はできません

YHKWG06600
吹き戻し 和風三本入り
ロット／1袋
商品サイズ／〔柄〕12cm、〔紙〕55cm
　　　　　  〔吹き後全長〕67cm

FSAWG33231
木製着物こけし 赤
ロット／1個　Pサイズ／7.5×15.5×7.5cm
本体サイズ／6×14×5.5cm

TMWWG62524
けん玉替え糸セット
ロット／1個
商品サイズ／8.5×5.5×0.5cm

OKKWG60447
木地玩具 投げこま 3寸
ロット／1個
商品サイズ／Ф8×9cm

TKEWG01433
ひねりコマ ３P
ロット／1個
商品サイズ／Ф4×4.3cm

和玩具

ONDWG01872
オフィシャルけん玉 名人 極
ロット／3個
商品サイズ／Ф6×18×7cm

BELWG01760
木製ケン玉
ロット／30個
商品サイズ／Ф3.5×14×6cm
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TKEWG01150
ゴム銃（色アソート）
ロット／5個　Pサイズ／3×11×26cm
商品サイズ／3×7×24cm　※色指定はできません

TKEWG01151
弓矢セット
ロット／5個　Pサイズ／3.5×12×40.5cm
商品サイズ／〔弓〕1×5×31.2cm、〔矢〕3.5×3.5×28.2cm

TKEWG01166
水鉄砲(ネット入)
ロット／5個
Pサイズ／4.3×7×37.5cm
商品サイズ／4.3×7×29cm

TKEWG01601
知育パズル 日本地図
ロット／1個
Pサイズ／0.6×24×36cm
商品サイズ／0.6×22.5×30cm

MTNWG50227
ビー玉（色アソート）
ロット／12ネット　Pサイズ／1.5×5×17.5cm
商品サイズ／Ф1.5cm
※色指定はできません

MTNWG62940
ダイヤハジキ MIX（500個入）
ロット／1箱　商品サイズ／Ф2cm

ITUWG04023
手芸セット
ロット／12個
Pサイズ／2.5×11.5×18cm

ITUWG00008
クリスタルあやとりひも
ロット／24個
Pサイズ／1×10×17.8cm

OKKWG13301
お手玉5Ｐ（色アソート）
ロット／6個　Pサイズ／4.5×7×7cm
商品サイズ／3.2×Φ3.7cm
※色指定はできません

MTNWG50226
おはじき（色アソート）
ロット／12ネット　Pサイズ／2×4.5×15.5cm
商品サイズ／0.3×Ф1.7cm
※色指定はできません

OKRWG61259
ハートジャンボビーズ（色アソート）
ロット／50個
商品サイズ／1.2×1.9×0.5cm
※色指定はできません

OKRWG61258
ジャンボビーズ（色アソート）
ロット／50個
商品サイズ／0.5×Ф0.8cm
※色指定はできません

TKEWG01604
知育パズル 世界地図
ロット／1個
Pサイズ／0.6×24×36cm
商品サイズ／0.6×22.5×30cm

MIKWG61372
15パズルゲーム・大
ロット／12個
商品サイズ／1.4×8.5×8.5cm

TKEWG01555
丸面子セット
ロット／5個　Pサイズ／0.5×12×14cm
商品サイズ／10、8、6.5、5、3.5cm

FJKWG11316
131ピストルセット
ロット／1個
商品サイズ／23×14×0.4cm

KZYWG01699
大マジックダートゲーム
ロット／1個
商品サイズ／35×35×1cm

YAIWG11138
大金持ち
ロット／1個
商品サイズ／14×20.5cm

TKEWG01524
ポンポン丸
ロット／3個　Pサイズ／3.8×6.3×13.5cm
商品サイズ／3.5×6×13cm

MIKWG00045
ＵＦＯクラッカーボール
（色アソート）
ロット／6個　Pサイズ／3.5×9.2×13cm
商品サイズ／〔ボール〕4.5×Φ3.5cm、
〔紐〕0.3×0.3×45.5cm
※色指定はできません

TRYWG11007
トラバルーン3Ｐ
ロット／24個
Pサイズ／1×10.2×15.8cm
商品サイズ／〔本体〕1×1.5×6.4cm
〔ストロー〕5×Φ0.4cm

笑う門には
福来る！
笑う門には
福来る！

でんでん

でんでん

でんでん
さまざま

に変化す
る

模様が
見えるよ

！さまざま
に変化す

る

模様が
見えるよ

！

TKEWG01515
友禅万華鏡
ロット／12個　Pサイズ／9.4×15.8×28.5cm
商品サイズ／Φ4.5×15cm

TKEWG01521
友禅糸電話
ロット／6個　Pサイズ／11×8.7×4.5cm
商品サイズ／4.2×4.2×6.3cm　〔ひも〕126×Ф0.8cm

①TKEWG01404
でんでん太鼓（小）
ロット／6個
商品サイズ／3.8×7.5×20cm

①MTNWG62735
ビー玉（大） オーロラカラー
マーブル クリアー（65個入）
ロット／1箱　商品サイズ／Ф約2.5cm

②TKEWG01402
でんでん太鼓（中）
ロット／6個
商品サイズ／4.2×9×22.8cm

③TKEWG01403
でんでん太鼓（小）巴
ロット／6個
商品サイズ／3.8×7.5×19.5cm

OKKWG13112
羽子板セット（柄アソート）
ロット／3セット　Pサイズ／1.5×13×45cm
商品サイズ／〔羽子板〕1.5×10.5×37cm、〔矢羽根〕1.5×5×9cm
※絵柄指定はできません

OKKWG15468
矢羽根6P 袋入
ロット／5セット
Pサイズ／1.5×11×14cm
商品サイズ／1.5×5×9cm

KTMWG08025
福笑い
ロット／3枚　Pサイズ／0.4×16×25.5cm　商品サイズ／0.05×37.5×48.5cm

①

②

③

FJKWG00120
128ハイキャップブレッダー
ロット／1個
商品サイズ／17×11×0.9cm

MTNWG62939
並ハジキ コバルト（800個入）
ロット／1箱　商品サイズ／Ф2cm

MTNWG62938
ビー玉 大錦 MIX（65個入）
ロット／1箱　商品サイズ／Ф2.5cm

MTNWG62937
ビー玉 中錦 MIX（200個入）
ロット／1箱　商品サイズ／Ф1.7cm

②MTNWG62741
ビー玉（中） オーロラカラー
マーブル クリアー（200個入）
ロット／1箱　商品サイズ／Ф約1.7cm

③MTNWG62740
ビー玉（小） オーロラカラー
マーブル クリアー（500個入）
ロット／1箱　商品サイズ／Ф約1.25cm

①MTNWG62934
ビー玉（大） フロストマーブル 
MIX（65個入）
ロット／1箱　商品サイズ／Ф約2.5cm

②MTNWG62935
ビー玉（中） フロストマーブル 
MIX（200個入）
ロット／1箱　商品サイズ／Ф約1.7cm

③MTNWG62936
ビー玉（小） フロストマーブル 
MIX（500個入）
ロット／1箱　商品サイズ／Ф約1.25cm

①MTNWG62738
ビー玉（大） オーロラカラー
マーブル MIX（65個入）
ロット／1箱　商品サイズ／Ф約2.5cm

②MTNWG62737
ビー玉（中） オーロラカラー
マーブル MIX（200個入）
ロット／1箱　商品サイズ／Ф約1.7cm

③MTNWG62736
ビー玉（小） オーロラカラー
マーブル MIX（500個入）
ロット／1箱　商品サイズ／Ф約1.25cm

①

① ② ③

① ② ③
② ③
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開封すると

通常サイズのキャベツ太郎が
20個入っています

小さな棒付
キャンディーが
15本入っています

57
ｃｍ

特大サイズ
の

うまい棒登
場！！

いろいろな味のうまい棒が40本
アソートされています。

通常サイズの
ビッグかつ14袋入り

通常サイズの
みそカツ12袋入り

25ｇ×8袋
入り！

25ｇ×8袋
入り！

小袋が10個
入っています!

6つガムが入ったミニ箱が
25個入っています。

6つガムが入ったミニ箱が
25個入っています。

大きなパッケージに
オレンジシガレットが
10個入っています。

小袋20パック入小袋20パック入 かわいい箱型の
ミニコーラが
10個入っています！

小袋が12個
入っています！

大きなパッケージに
ココアシガレットが
10個入っています。

いろいろ味

YOKDA83981 
特大！うまい棒
ロット／1袋
Pサイズ／57×22×10cm
※パッケージ柄、味の指定はできません。

YOKDA02952
特大 キャベツ太郎
ロット／1袋
Pサイズ／42×34×10cm

YOKDA24822
DEKAローリーPOPキャンディ
ロット／3個
Pサイズ／Φ11×33cm

SJKDA95336
ジャンボキャンディ コーラ
ロット／1袋
Pサイズ／14×40×14cm
キャンディ約90個入

SJKDA95335
ジャンボキャンディ いちごみるく
ロット／1袋
Pサイズ／14×40×14cm
キャンディ約90個入

FHSDA13547
AMコアラのマーチ
ロット／1箱
Pサイズ／21×15×13cm

特大駄菓子

SGRDA01088
NEWスーパービッグかつ
ロット／1個
Pサイズ／44×12×3.7cm 重量／280ｇ

SGRDA01052
12袋みそカツ
ロット／1個
Pサイズ／43×12×3cm
重量／250ｇ

FHSDA50267
ポテトチップス SUPER8 うすしお
ロット／1袋　
Pサイズ／45×33×10cm

FHSDA52262
ポテトチップス SUPER8 コンソメパンチ
ロット／1袋　
Pサイズ／45×33×10cm

FHSDA20032
AMハッピーターン
ロット／1袋
Pサイズ／39×29.5×8cm
324グラム入り 

FHSDA20033
AM揚一番
ロット／1袋
Pサイズ／39×29.5×8cm
350グラム入り 

FHSDA20023
AMカレーせん
ロット／1袋
Pサイズ／39×29.5×8cm
32枚入り（2枚×16袋個包装） 

FHSDA20013
AMぽたぽたやき
ロット／1袋
Pサイズ／43×32.5×8cm
54枚入り（2枚×27袋個包装） 

FHSDA20079
AMソフトサラダ
ロット／1袋
Pサイズ／43×32.5×8cm
50枚入り（2枚×25袋個包装） 

FHSDA12496
AMパイの実
ロット／1袋
Pサイズ／21×15×13cm

ORODA03028
クラシックココア
ロット／1個
Pサイズ／24×15.8×1.7cm
内箱サイズ／7.8×4.8×1.6cm

MKSDA30049
ビッグサイズいちごガム
ロット／1個
Pサイズ／17×17×6cm

MKSDA30048
ビッグサイズグレープガム
ロット／1個
Pサイズ／17×17×6cm

ORODA06041
ミルク味チョコ 大
ロット／1個
Pサイズ／17.5×22×22cm
個袋サイズ／約4cm

ORODA02033
オレンジシガレット 大
ロット／1個
Pサイズ／24×15.8×1.7cm
内箱サイズ／7.8×4.8×1.6cm

ORODA09047
お菓子屋さんの牛乳パック ミルク味
ロット／1パック　Pサイズ／23.5×7×7cm　個袋サイズ／約4cm

ORODA04230
カンラムネ
ロット／1個　缶のサイズ／16.7×9.6cm

ORODA09003
お菓子屋さんの牛乳パック コーヒー味
ロット／1パック　Pサイズ／23.5×7×7cm　個袋サイズ／約4cm
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うまい棒

配り用キャンディ

自立タイプ駄菓子

配り用駄菓子ロット

30本
サイズ17×3×3cm、内容量6ｇ

配り用の他、射的・輪投げの
景品としてもご利用ください！

オレンジ・グレープ・いちご・
グレープフルーツ・コーラ味の
50個アソートです
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YOKDA27032
うまい棒
やきとり味

YOKDA48079
うまい棒
タコヤキ味

YOKDA48077
うまい棒　
納豆味

YOKDA13287
うまい棒　
牛タン塩味

YOKDA48082
うまい棒　
サラミ味

YOKDA48081
うまい棒　
とんかつソース味

YOKDA48084
うまい棒　
テリヤキバーガー味

YOKDA41577
うまい棒　
エビマヨネーズ味

YOKDA48086
うまい棒　
やさいサラダ味

YOKDA48083
うまい棒　
チーズ味

YOKDA41578
うまい棒　
コーンポタージュ味

YOKDA48085
うまい棒　
めんたい味

YOKDA48080
うまい棒　
チキンカレー味

YOKDA41572
うまい棒　
ピザ味

MKSDA59319
フィリックスガム
ロット／55個＋5個（あたり分）
サイズ／3．4×1×2cm

FHSDA00354
いちごみるく
キャンディ
ロット／1袋
袋サイズ／33×22cm
内容量／約260個・1ｋｇ

FHSDA78130
フルーツミックス
キャンディー（1ｋｇ）

ロット／1袋
袋サイズ／36×22cm
内容量／約250粒・1ｋｇ

FHSDA33515
クッピーラムネ
ロット／30個
サイズ／6×9×1cm
内容量／12ｇ

YOKDA11037
どんどん焼き
ロット／15個
サイズ／8×16×4cm
内容量／12ｇ

MKSDA30081
フーセンガムバラエティ50
ロット／1袋
サイズ／3×1.5×3ｃｍ

FHSDA59453
ボンタンアメ
ロット／10個
サイズ／9.5×4.7×2cm
内容量／14粒入

TRNDA59750
ボトルサワー
ロット／30個
サイズ／5.3×3.5×2.5cm
内容量／8.5ｇ

FHSDA55275
ミルキー
ロット／10個
サイズ／8×7×2cm
■内容量／7粒

TRNDA59733
プチラムネ
（3種アソート）
ロット／30個
サイズ／5.6×4.2×1.5cm
内容量／7ｇ　

TRNDA59736
プチチョコレート
ロット／30個
サイズ／5.6×4.2×1.5cm
内容量／8ｇ　

ORODA59868
ちびっこみかん
ロット／30個
サイズ／Φ2.7×7.2cm
内容量／6ｇ

TRNDA59739
カンパイラムネ
ロット／30個
サイズ／5.9×3.8×2.9cm
内容量／7.5ｇ

ORODA59883
ミニピーチ
ロット／30個
サイズ／5.2×2.7cm
表示内容量／9ｇ

TRNDA02443
うんチョコ
ロット／24個
サイズ／4.5×5×5cm
内容量／4ｇ
※グレープ味のチョコ

ORODA59870
ミニコーラ
ロット／30個
サイズ／5.2×2.7cm
表示内容量／9ｇ

ORODA15152
コーラシガレット
ロット／30個
サイズ／7.8×4.8×1.6cm
表示内容量／6本（14ｇ）

ORODA15155
ココアシガレット
ロット／30個
サイズ／7.8×4.8×1.6cm
表示内容量／6本（14ｇ）

TRNDA59729
ニューラムネ
ロット／24個
サイズ／Φ2.5×9.3cm
内容量／20ｇ

YOKDA41573
うまい棒　
シュガーラスク味

YOKDA11035
もろこし輪太郎
ロット／30個
サイズ／13.5×11.8×4.5cm
内容量／17ｇ

YOKDA11030
キャベツ太郎
ロット／30個
サイズ／17×11×4cm
内容量／14ｇ　

KIKDA10375
スーパーミックス
キャンディ
ロット／1袋
袋サイズ／23×18×7cm
内容量／約120個入・1ｋｇ

や
さ
い
サ
ラ
ダ
味

FHSDA08828
ポテトフライ じゃが塩バター
ロット／20個
Pサイズ／23×11.5×18.2cm

FHSDA08826
ポテトフライ フライドチキン
ロット／20個
Pサイズ／23×11.5×18.2cm

FHSDA13111
チーズおやつ（48個入）
ロット／1箱
Pサイズ／4.6×18.2×11.2cm

FHSDA70497
おやつカルパス（50個入）
ロット／1箱
Pサイズ／4.8×18×11cm

KISDG62286
うまい棒 15種類 600本 詰め合わせセット 
ロット／1セット
「○味が○本」など、内容はご指定いただけません。ご了承くださいませ。

・コーンポタージュ
・チーズ
・やさいサラダ
・めんたい
・チキンカレー
・エビマヨネーズ
・テリヤキバーガー
・サラミ

・とんかつソース
・牛タン塩
・ピザ
・タコヤキ
・オニオンサラダ
・なっとう
・シュガーラスク
 合計600本

糖衣でコーティングされて
おりますので夏場でも
溶けにくく、手に付きにくい
チョコレートです。

かわいいイラスト入り
キャンディー！

セット内容

ロット／1袋 Pサイズ／5×3.5cm
賞味期限／360日
内容量／約100個入

KISDA62967
ハンドメイドキャンディ 
ハッピーアニマルズ（500ｇ）

ロット／1袋　Pサイズ／30×20×5cm

TRNDA01516
オールシーズンチョコ（400g）

SGRDA01519
SDビッグかつ
ロット／30個 Pサイズ／19×5.8×8cm
重量／18g

SGRDA01162
SDみそカツ
ロット／30個 Pサイズ／19×5.8×8cm
重量／20g
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駄菓子パック

かたぬき

駄菓子くじセット

※商品の性質上、数枚割れている物が入っている場合がございます。予めご了承ください。注意

縁日の定番の遊びです。

取り
寄せ

おかし
9点入 おかし

7点入

個包装の裏面にくじがついていますが小売店様向けの表記のため
景品用途の場合は各自でルールをお考えください

➡

➡

➡

①最初は簡単な
ところから

②途中から針や
安全ピンを使ってもOK

③あとひといき ④成功！

ロット

1箱

はずれてもうれしい
駄菓子の
輪投げ！！

はずれてもうれしい
駄菓子の射的！！

約4.5㎝の一口サイズ!

パイナップル、レモン、オレンジ、
ラズベリー、ストロベリー、アップルの
6種類の味が楽しめる
スタンダードタイプ！

フルーツグミ約8個入

ドイツ・フランス・
ポーランドでは
スナック分野
№1の売上！！

表面カリッ！の
フレーバー
コーティングと
サクサクの軽い
触感が特徴。

グリーンアップル味、
形は全4種。

バラエティ
豊かな
ファンバッグ！

1～110番号くじ付。
※番号くじは110番までついていますので全て使用すると空クジが出ます

RRIDA01024
野球盤ガム
（120付）
ロット／1箱
Pサイズ／18×14×10cm
120粒入

RRIDA01023
パチンコガム
（120付）
ロット／1箱
Pサイズ／18×14×10cm
120粒入

KISEV62317
Kishi's eセット 
なつかし駄菓子輪投げキット
ロット／1セット
組み立て後サイズ/20×95×115cm

KISEV62318
Kishi's eセット 
なつかし駄菓子射的キット
ロット／1セット
組み立て後サイズ/43×55×33cm

JAKDA51003
ラーメン大当
ロット／1箱
Pサイズ／28×39.5×4.2cm
ラーメンスナック菓子100個入

YOKDA83010
ビックリ
スモールパックW

ロット／20パック　Pサイズ／23×15×3cm

ORODA07054
オリオンのおかしばこ
ロット／1個　Pサイズ／22×17.5×4cm
（中身のラインナップは時期によって変わります）

YOKDA83015
おもいっきりパック
ロット／20パック　Pサイズ／30×23×4cm

HSMDA61479
かたぬき ぬきにくい
100枚入

ロット／1箱
1枚あたりのサイズ／約3.5×2.5cm

HSMDA61478
かたぬき ぬきやすい
100枚入
ロット／1箱
1枚あたりのサイズ／約3.5×2.5cm

おかし
9点入
YOKDA83001
びっくりパック
ロット／20パック　Pサイズ／32×22×5cm

JAKDA51002
ヤッター！めん
（100付）
ロット／1箱
Pサイズ／7.5×22.5×22.5cm
中身サイズ／2×4×4cm
100個入

・当たり用駄菓子
・はずれ用駄菓子
・輪投げ什器
・輪投げの輪

70個
30個
1セット
20個

・当たり用駄菓子
・はずれ用駄菓子
・射的什器 
・吸盤ピストル

70個
30個
1セット
2丁

オリオンの製品が15種類入った
楽しいお菓子箱です！
レトロな箱がかわいい♪
ここだけしか手に入らないオマケ付き！

輸入菓子

ロット／3個　内容量／64ｇ 
単品サイズ：6×10×5cm　BOXサイズ：21×37×11cm
原産国／オランダ　賞味期限／9ヵ月 約8枚入(個包装)　

EIMDA01531
ミニキャラメルワッフル 
フラワーボックス

ロット／3パック
サイズ／16.5×11.5×1.5cm
原産国／ハンガリー
賞味期限／15ヵ月

EIMDA30155
ハリボー ゴールドベア(100g)

さわやかなコーラ味！

ロット／3パック
サイズ／16.5×11.5×1.5cm
原産国／ハンガリー
賞味期限／15ヵ月

EIMDA32336
ハリボー ハッピーコーラ(100g)

ミニタイプのゴールドベアが
約20袋入り！ 

ロット／1パック
サイズ／24×20.5×2.5cm
原産国／ドイツ
賞味期限／15ヵ月 

EIMDA30152
ハリボー ミニゴールドベア(250g)

ミニタイプのハッピーコーラが
約20袋入り！ 

ロット／1パック
サイズ／24×20.5×2.5cm
原産国／ドイツ
賞味期限／15ヵ月 

EIMDA32350
ハリボー
ミニハッピーコーラ(250g)

釜揚げ製法の
堅揚げポテトチップス♪

ロット／3袋　内容量／56ｇ
サイズ／22×14×4cm
原産国／アメリカ
賞味期限／8ヶ月

EIMDA00040
ディープリバースナック
オリジナルソルト

ロット／3袋　内容量／56ｇ
サイズ／22×14×4cm
原産国／アメリカ
賞味期限／8ヶ月

EIMDA00467
ディープリバースナック
ローズマリー＆オリーヴオイル

EIMDA60004
オーマイポップコーン ハニーチーズ
ロット／3個　内容量／85ｇ　サイズ／Ф7.3×23.5cm
原産国／マレーシア　賞味期限／12ヵ月

EIMDA60009
オーマイポップコーン ストロベリー
ロット／3個　内容量／85ｇ　サイズ／Ф7.3×23.5cm
原産国／マレーシア　賞味期限／12ヵ月

EIMDA60007
オーマイポップコーン ハニーバター
ロット／3個　内容量／85ｇ　サイズ／Ф7.3×23.5cm
原産国／マレーシア　賞味期限／12ヵ月

EIMDA02401
アーミーガイズグミ
ロット／3袋
内容量／75ｇ サイズ／16×14×2.0cm
原産国／アメリカ　賞味期限／16ヵ月

EIMDA94546
ランチセットグミ
ロット／3袋
内容量／80ｇ　サイズ／22×16×2.5cm
原産国／インドネシア　賞味期限／16ヵ月

EIMDA02751
ワールドスイーツミックス
ロット／3袋　内容量／165ｇ　サイズ／17×24.5×3.5cm
原産国／イギリス、ベルギー、インドネシア、
　　　　ポーランド、日本、アラブ首長国連邦 
賞味期限／12ヵ月 詰め合わせ（ロリーポップ、キャンディ、チョコ、グミなど）

EIMDA63200
モンスターマンチ
ロット／3袋　内容量／75ｇ　サイズ／31.5×16.5×5cm
原産国／ポーランド　賞味期限／11ヵ月

EIMDA00018
モンスターマンチ ミニ（12袋付）
ロット／1枚　内容量1袋／20ｇ　サイズ／19.5×15×1.5cm
原産国／ポーランド　賞味期限／9ヵ月

EIMDA60008
オーマイポップコーン キャラメル
ロット／3個　内容量／85ｇ　サイズ／Ф7.3×23.5cm
原産国／マレーシア　賞味期限／12ヵ月
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氷みつ　かき氷機械　氷カップ　綿菓子袋　綿菓子材料　綿菓子機　ポップコーン機　ポップコーン材料食材・機材 氷みつ　かき氷機械　氷カップ　綿菓子袋　綿菓子材料　綿菓子機　ポップコーン機　ポップコーン材料 食材・機材

●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。

駆  動  方  式 電動式ベルト駆動

粗  さ  調  節 無段階

氷  削  能  力 1.8～3.0（kg/min）

角  氷  入  数 約40コ（3cm角）

電　　　　源 単相100V 50/60Hz

定格消費電力 150/155W

重　　　　量 13kg

氷カップ

開封後、要冷蔵。
お早目に
召し上がり下さい。

果汁入り・天然着色料

取り
寄せ

バラ氷
専用

1ℓの氷みつで
作ることが
できる目安

カップの
容量

425㎖

18～24杯

1杯あたりの
氷みつの目安

1ℓの氷みつで
作ることが
できる目安

カップの
容量

1杯あたりの
氷みつの目安

約35cc

380㎖

20～25杯

約32cc

403㎖

19～25杯

約34cc

360㎖

22～27杯

約30cc

HANIC84613
スプーンストロー
パステル（500本入）
ロット／1パック
サイズ／Φ0.7×20.9cm

HANIC81501
氷みつ いちご
ロット／1本　容量／1ℓ

HANIC81502
氷みつ メロン
ロット／1本　容量／1ℓ

HANIC81503
氷みつ ハワイアン
ロット／1本　容量／1ℓ

HANIC81504
氷みつ レモン
ロット／1本　容量／1ℓ

HANIC81505
氷みつ マンゴー
ロット／1本　容量／1ℓ

HANIC81506
氷みつ 抹茶
ロット／1本　容量／1ℓ

HANIC81507
氷みつ みぞれ
ロット／1本　容量／1ℓ

HANIC81508
氷みつ コーラ
ロット／1本　容量／1ℓ

HANIC81509
氷みつ グレープ
ロット／1本　容量／1ℓ

HANIC10019
練乳（チューブ）
ロット／1個　容量／480g

HANIC81551
氷みつ ＥＸ いちご
ロット／1本
容量／1ℓ

HANIC81552
氷みつ ＥＸ メロン
ロット／1本
容量／1ℓ

HANIC81553
氷みつ ＥＸ ハワイアン
ロット／1本
容量／1ℓ

HANIC81554
氷みつ ＥＸ レモン
ロット／1本
容量／1ℓ

HANIC81555
氷みつ ＥＸ マンゴー
ロット／1本
容量／1ℓ

HANIC81556
氷みつ ＥＸ 抹茶
ロット／1本
容量／1ℓ

HANIC61879
スワンペンギン（紙製）
ＳＭ-400
ロット／50個
サイズ／Φ9.3×9.１cm　
容量／403㎖

HANIC61649
氷カップ  エスレンＡ-350Ａ
ペンギン
ロット／50個
サイズ／Φ9.2×9.1cm 容量／360㎖

HANIC61650
フラワーカップ（5色）
ロット／50個　サイズ／上部Φ１2.5×下部Φ4.１×１3cm　
容量／425㎖　※色指定不可

HANIC82242
ハンディシャワー（3Ｐ）
ロット／1パック　サイズ／全長22cm

JNSIC23215
かき氷吊り下げ旗
ロット／1枚
サイズ／40×53cm

HANIC83014
氷削機 ＦＭ-500 青
ロット／1台
商品サイズ／43.5×28.8×32cm
重量／13ｋｇ　消費電力／155ｗ　

氷みつ かき氷機械
カ
キ
氷

の
ぼ
り
旗
は

P125へ

HANIC08579
ミニフルール カップ
ロット／80個　サイズ／上部Φ14 下部Φ6cm　容量／380㎖

エクセレントタイプ

レギュラータイプ

PKMIC31341
おウチで簡単 かき氷器(ブルーハワイ)
ロット／1個　サイズ／30×19.5×18cm
製氷カップ付

PKMIC31368
クールズペンギン かき氷器
ロット／1個　サイズ／31.5×21×17.5cm
製氷カップ付

PKMIC31400
氷屋さんⅡ アンティークかき氷器
ロット／1個　サイズ／28.5×27×20cm
製氷カップ付

PKMIC31349
クールリッチ 電動かき氷器(ネイビーブルー)
ロット／1個　サイズ／35×23×19cm
消費電力120W

・氷みつ1ℓ×4本（いちご×2本、
 ハワイアン×1本、メロン×1本）
・紙カップ×100個
・スプーンストロー×100本
・シャワー×3本
・氷旗×1枚

HANIC80204
100人用かき氷セット（１ℓ4本入）
ロット／1個
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綿菓子袋

綿菓子材料

１ｋｇで約50人分
作れます！！

ザラメは赤と黄になります！！

１ｋｇで約50人分
作れます！！

〈セット内容〉
色いろザラメ×2袋、
割り箸×100本分、無地袋×100枚、
輪ゴム×100本、スプーン×1本

色
付

色
付

味
付

香
り
付

ITOWT62491
ゆるかわレッドキティ

ITOWT62492
ジュエルペット ブルー

DICWT60419
ちびまる子ちゃん

ロット

100枚
サイズ52.2×28.2cｍ 綿

菓
子

の
ぼ
り
旗
は

P125へ

ITOWT62493
顔マイメロディ

DICWT60320
シュガーバニーズ

DICWT60392
シュガーバニーズ（12Ver.）

DICWT60245
シナモロール

ITOWT62473
ぐでたま

ITOWT62474
和柄キティ

ITOWT61815
カラフルリボンキティ

DICWT60423
シュガーバニーズ
（レインボーVer.）

DICWT60387
シナモロール
リボンマジック

HANWT80225
綿菓子棒（紙管）
ロット／100本
サイズ／Φ1×24cm

夢わたがし
HANWT80328　コーラ
HANWT80326　いちご
HANWT82262　バニラ
ロット／1袋　内容量／１kg

HANWT82261　レモン
HANWT82263　メロン
HANWT82268　マンゴー

色いろザラメ
HANWT81013　赤（ピンク）
HANWT82264　黄
HANWT82265　緑
ロット／1袋　内容量／１kg

HANWT82266　青
HANWT82267　オレンジ
HANWT84006　白

HANWT82244
１00人用綿菓子セット
ロット／1セット

SNWWT21201
ゴムバンドＮｏ.１70
ロット／1袋　内容量／1kg

ITOWT62032
キティスイーツ

ITOWT62476
ジュエルペット 
マジカルチェンジ

DICWT60383
ワンピース（ルフィ）

DICWT60366
ワンピース（チョッパー）

DICWT60372
ハム太郎

DICWT60395
こえだちゃん

DICWT60347
みいつけた

DICWT60400
おしりかじりむし

DICWT60426
たまごっち(13Ver.)

DICWT60307
ドラえもん

DICWT60274
アンパンマン

DICWT60324
きかんしゃトーマス

DICWT60462
ドラゴンボール超

DICWT60460
妖怪ウォッチ
USAピョンVer.

DICWT60493
宇宙戦隊
キュウレンジャー

ITOWT63005
カラフルバニーキティ

ITOWT63014
シンカイゾク

ITOWT63006
ロディキティ

ITOWT63015
ぐでたま透明

ITOWT63009
めろぉ

ITOWT63016
ぼんぼんりぼん

ITOWT63010
シナモロール

ITOWT63017
プラズマジカ

ITOWT63011
ハミングミント

ITOWT63018
ポップマイメロディ

ITOWT63012
ポムポムプリン

ITOWT63019
キキララアリス

ITOWT63013
和柄マイメロディ

ITOWT63021
スパイダーマン

ITOWT63007
3個入り
キティ透明

ITOWT63008
3個入り
お祭りキティ透明

ITOWT63022
3個入り
マイメロディ

ITOWT63020
てのりぐま

DICWT60492
キラキラ☆
プリキュアアラモード

DICWT60488
仮面ライダー
エグゼイド

DICWT60475
クラフトホリック

DICWT60487
がんばれ!ルルロロ

DICWT60483
プリパラ2016シーズン

DICWT60484
タイムボカン24

DICWT60480
ガラピコぷ～

DICWT60490
ポケットモンスター 
サン&ムーン

DICWT60485
プラレール(17ver)

DICWT60477
アイカツスターズ!

DICWT60478
リルリルフェアリル

DICWT60482
スプーンペット

DICWT60486
おそ松さん

DICWT60476
カミワザワンダ
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綿菓子機 ポップコーン材料

ポップコーン機

キャラメル
ポップコーン
対応型

取り
寄せ

キャラメル
ポップコーン
対応型

取り
寄せ

キャラメル
ポップコーン
対応型

取り
寄せ

キャラメル
ポップコーン
対応型

取り
寄せ

生産能力
サ イ ズ
重　  量

2分毎に240g
75×51×40cm
30kg 消費電力 1.0ｋw

生産能力
サ イ ズ
重　  量

2分毎に120g
60×42×39cm
18kg 消費電力 0.8ｋw

生産能力
サ イ ズ
重　  量

2分毎に120g
60×42×39cm
21kg 消費電力 0.8kw

生産能力
サ イ ズ
重　  量

2分毎に180g
85×54×45cm
26kg 消費電力 1.2kw

生産能力
サ イ ズ
重　  量

2分毎に180g
67×51×39cm
26kg 消費電力 0.85kw

取り
寄せ

不
発
に
よ
る
ロ
ス
が
少
な
く

お
い
し
い
豆
で
す
。

ポ
ッ
プ
コ
ー
ン

の
ぼ
り
旗
は

P125へ

キャラメル
ポップコーン
対応型

取り
寄せ

〈セット内容〉
ポップコーン調味塩付2ｋｇセット１袋、
パーム油(280ｇ)１本、マグカップ１個、
スプーン2本、545紙カップ100個

〈セット内容〉
ポップコーン豆2ｋｇ１袋、
キャラメルシュガー１ｋｇ、
パーム油（470ｇ）１本、マグカップ１個、
スプーン2本、紙カップ１00個

ポップコーン
材料早見表 ポップ

コーン豆
1kg

約50杯
(一人分:約20g)

約50杯
(一人分:約20g)

約33杯
(一人分:約30g)

約100杯
(一人分:約20g)

約140杯
(一人分:約2g)

約70杯
(一人分:約4g)

約93杯
(一人分:約3g)

約230杯
(一人分:約2g)

約115杯
(一人分:約4g)

約100杯
(一人分:約10g)

約156杯
(一人分:約3g)

約50杯
(一人分:約3g)

塩味
●一人分目安：20g
●ポップコーン
　カップ使用

●一人分目安：20g
●ポップコーン
　カップ使用

キャラメル
ポップコーン

夢フル
●一人分目安：30g
●夢フル袋使用

ポップ
コーン豆
2kg
(調味塩付)

ポップコーン
オイル
280ｇ

ポップコーン
オイル
470ｇ

キャラメル
シュガー
1kg

夢フル
3g

後がけタイプの
ポップコーン調味料袋

の
側
面
に

分
量
目
盛
つ
き

取り
寄せ

取り
寄せ

取り
寄せ

生産能力
サ イ ズ
重　  量 消費電力

1分毎に約4本分
高さ72×幅52×奥行52cm
12kg 0.8kw

生産能力
サ イ ズ
重　  量

1分毎に1～1.5本分
高さ65×幅50×奥行50cm
8kg 消費電力 0.7kw

サ イ ズ
消費電力
電 　  源

コードの長さ

外径27.5×高さ22cm
0.5kw
AC100V 50/60Hz
約1ｍ 連続使用時間 30分

生産能力
サ イ ズ
重　  量

1分毎に3～5本分
高さ80×幅64×奥行64cm
14kg 消費電力 1.2kw

キャラメル
ポップコーン
対応型

取り
寄せ

生産能力
サ イ ズ
重　  量

2分毎に240g
75×51×40cm
29kg 消費電力 1.0ｋw

キャラメル
ポップコーン
非対応

取り
寄せ

生産能力
サ イ ズ
重　  量

3分毎に350g
51×48×38cm
6.7kg 消費電力 1.01ｋw

HANWT61647
わた菓子機　Ｋ-33型
ロット／1台
※取寄せ商品のため、納期１週間ほどかかります。

HANWT61394
わた菓子機　ＣＡ-１20型
ロット／1台
※取寄せ商品のため、納期１週間ほどかかります。

HANWT61393
わた菓子機　ＣＡ-7型
ロット／1台
※取寄せ商品のため、納期１週間ほどかかります。

HANPO61808
ポップコーン機シアター4オンス
ロット／1セット
※取寄せ商品のため、納期１週間ほどかかります。

HANPO61809
ポップコーン機ＳＶ6オンス
ロット／1セット
※取寄せ商品のため、納期１週間ほどかかります。

HANPO61811
ポップコーン機シアター8オンス
ロット／1セット
※取寄せ商品のため、納期１週間ほどかかります。

HANPO61392
ポップコーン機シアター4オンス
ステンレス仕様
ロット／1セット
※取寄せ商品のため、納期１週間ほどかかります。

HANPO61810
ポップコーン機シアター6オンス
ステンレス仕様
ロット／1セット
※取寄せ商品のため、納期１週間ほどかかります。

HANPO61812
ポップコーン機シアター8オンス
ステンレス仕様
ロット／1セット
※取寄せ商品のため、納期１週間ほどかかります。

HANPO61391
ポップコーン機（ＰＡ-36型）
ロット／1セット
※取寄せ商品のため、納期１週間ほどかかります。

ロット／1台

夢フル3g
HANPO83059　コーンポタージュ
HANPO83075　ロースト醤油
HANPO83074　梅かつお
HANPO83057　カレー
HANPO83058　醤油バター
HANPO83069　チーズ
HANPO83070　コンソメ
ロット／50個

HANPO55132
ポップコーン
22.7kg　マイク
ロット／1袋
※取寄せ商品のため、
　納期１週間ほどかかります。

HANPO84007
ポップコーン豆
１kg
ロット／1袋

HANPO83050
キャラメルシュガー
１kg
ロット／1袋

HANPO61406
ポップコーンカップ
（545ニューポップ）
ロット／25個
商品サイズ／Φ8.9×１3.9cm
容量目安／20ｇ

HANPO82247
１00人用ポップコーンセット
ロット／1セット

HANPO82248
１00人用キャラメルポップコーンセット
ロット／1セット

HANPO80226
夢フル袋スマイル
ロット／50個
袋サイズ／24.8×１2.5×7.8cm
容量目安／30ｇ

HANPO84005
ポップコーン用
オイル280ｇ
ロット／1個
容量／280ｇ

HANPO81020
ポップコーン用
オイル470ｇ
ロット／1個
容量／470ｇ

PKMIC30634
おやつフェス 電気式わた菓子メーカー
ロット／1台

PKMPO30633
おやつフェス 電気式ポップコーンメーカー

HANPO81015
ポップコーン調味塩付 
2kgセット
ロット／1袋

サ イ ズ
消費電力
電 　  源

コードの長さ

13×26.5×19cm
1.0kw
AC100V 50/60Hz
約1ｍ

※家庭用につき連続使用はお控え下さい。

※家庭用につき連続使用はお控え下さい。



●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。

クラッカー　イベントゲーム　抽選器　ビンゴ用品　くじ紙・抽選箱　サイコロ　イベント盛り上げグッズ
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クラッカー

PAN

PAN

PAN

お得です。
散らからない
クラッカーが
色々入って
います

FJKCR11657
徳用ＭＩＸ散らから～ず 100個入クラッカー
ロット／1袋
Pサイズ／43×29.6×7cm

中から“Happy Birthday”の
メッセージと、キラキラテープが出ます。
キラキラテープは本体とつながって
いるので、散らかりません。

40カ国の万国旗が
飛び出します

音がソフト、キュートな
花咲くクラッカー！

FJKCR11403
プチローズ・30個入
ロット／1袋
Pサイズ／24×16×3.5cm
本体サイズ／Ф2.4×6cm

FJKCR11253
万国旗クラッカー・5個入
ロット／10袋
Pサイズ／15×13.5×3cm
本体サイズ／Ф3×10.5cm

FJKCR11633
ハッピーバースディ
クラッカー
ロット／10袋
Pサイズ／15×15.5×3.5cm
本体サイズ／Ф3.5×12.5cm

ハッピーバースデー
クラッカーが
大きく
なりました！

ハ
ー
ト
プ
レ
ー
ト
が
飛
び
出
す！

PAN
音のみで
散らからない！

FJKCR00236
グッドラッカー・7個入
ロット／10袋
Pサイズ／18×13.5×3cm
本体サイズ／Ф3×10.5cm

FJKCR11121
グッドラッカー・50個入
ロット／1袋
Pサイズ／35×29×6cm
本体サイズ／Ф3×10.5cm

パンと快音、音のみクラッカー！！
散らからない、ゴミなし！

FJKCR11174
サウンドラッカー・7個入
ロット／10袋
Pサイズ／16.5×13.5×3cm
本体サイズ／Ф3×10.5cm

FJKCR11173
サウンドラッカー・50個入
ロット／1袋
Pサイズ／35×29×6cm
本体サイズ／Ф3×10.5cm

一番人気の
スタンダードクラッカー

FJKCR11118
ホイルスパーク・6個入
ロット／10袋
Pサイズ／16.5×13.5×3cm
本体サイズ／Ф3×10.5cm

FJKCR11120
ホイルスパーク・50個入
ロット／1袋
Pサイズ／35×29×6cm
本体サイズ／Ф3×10.5cm

ド派手に
舞い散ります！

FJKCR11488
ドハデクラッカー・5個入
ロット／10袋
Pサイズ／16.5×13.5×3cm
本体サイズ／Ф3×10.5cm

FJKCR11492
ドハデクラッカー・30個入
ロット／1袋
Pサイズ／29.8×21×5cm
本体サイズ／Ф3×10.5cm

散らからないクラッカーの決定版!
5色2ｍのキラキラテープが
5本飛び出します！

と
っ
て
も
ゴ
ー
ジ
ャ
ス
な
ク
ラ
ッ
カ
ー
。

お
掃
除
い
ら
ず
。

あの散らから～ずが
ビッグになって新登場！

FJKCR11634
ゴージャス散らから～ず・2個入
ロット／5袋
Pサイズ／25×13.5×5cm
本体サイズ／Ф5×18cm

FJKCR11183
散らから～ず・5個入
ロット／10袋
Pサイズ／16×13.5×3cm
本体サイズ／Ф3×10.5cm

FJKCR11179
散らから～ず・8個入
ロット／10袋
Pサイズ／20.5×13.5×3cm
本体サイズ／Ф3×10.5cm

FJKCR11180
散らから～ず・30個入
ロット／1袋
Pサイズ／29×21×6.5cm
本体サイズ／Ф3×10.5cm

パ
ン
と
快
音
！ 

音
だ
け
ク
ラ
ッ
カ
ー
!

超
徳
用
パ
ッ
ク
で
す

FJKCR11689
サウンドポップ
クラッカー・20個入
ロット／1袋
Pサイズ／26×19×5cm
本体サイズ／Ф3×10.5cm

カ
ラ
フ
ル
テ
ー
プ
が
飛
び
出
す

ス
タ
ン
ダ
ー
ド
ク
ラ
ッ
カ
ー
！

FJKCR11690
ワイワイポップ
クラッカー・20個入
ロット／1袋
Pサイズ／26×19×5cm
本体サイズ／3×10.5cm
飛距離／3ｍ
5色テープ入り

FJKCR11796
超豪華散らからーず・30個入
ロット／1袋
Pサイズ／29×21×6.5cm
本体サイズ／3×10.5cm
飛距離／2ｍ
キラキラテープ入り

FJKCR11542
ドハデ散らからーず・5個入
ロット／10袋
Pサイズ／20×13.5×3.5cm
本体サイズ／3.5×12.5cm
飛距離／1ｍ
キラキラテープ入り

FJKCR11736
散らからないジュエルクラッカー・5個入
ロット／10袋
Pサイズ／16×13.5×3cm
本体サイズ／3×10.6cm
飛距離／2ｍ
キラキラテープ入り

FJKCR11772
散らからないジュエルクラッカー・8個入
ロット／10袋
Pサイズ／20.5×13.5×3cm
本体サイズ／3×10.5cm
飛距離／2ｍ
キラキラテープ入り

FJKCR11738
ビッグバースディ・2個入
ロット／5袋
Pサイズ／25×13.5×5cm
本体サイズ／5×18cm
飛距離／2ｍ
キラキラテープ＆お祝いメッセージ入り

本体と同色の
キラキラテープが出ます！

キラキラテープが派手に飛び出します！
とても華やかなクラッカー！

キラキラテープと吹雪が
同時に飛び出します！

FJKCR11739
テープと吹雪が飛び出すクラッカー・5個入
ロット／10袋
Pサイズ／15×13.5×3cm
本体サイズ／3×10.5cm
飛距離／3ｍ
キラキラテープ・メタル吹雪入り

KNKCR10348
スターボムクラッカー・5個入
ロット／10袋
Pサイズ／17×12×3cm
本体サイズ／3×10cm
星型紙吹雪／1.5cm
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 イベントパーティー用品
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 イベントパーティー用品クラッカー　イベントゲーム　抽選器　ビンゴ用品　くじ紙・抽選箱　サイコロ　イベント盛り上げグッズ
マスク&着ぐるみ　はっぴ　イベント用品　イベント装飾　エアPOP・のぼり

クラッカー　イベントゲーム　抽選器　ビンゴ用品　くじ紙・抽選箱　サイコロ　イベント盛り上げグッズ
マスク&着ぐるみ　はっぴ　イベント用品　イベント装飾　エアPOP・のぼり

クラッカー

テープがはずれないから後片付け簡単！
1ｃｍ幅、長さ5ｍのメタルテープ使用。

金メタリック
テープが
なんと60本
飛び出す！！

銀メタリック
テープが
なんと60本飛び出す！！

FJKCR11448
キラキラストリーマー（金）
ロット／6個
Pサイズ／27×11×6.5cm
本体サイズ／Ф6.4×21.7cm

FJKCR11449
キラキラストリーマー（銀）
ロット／6個
Pサイズ／27×11×6.5cm
本体サイズ／Ф6.4×21.7cm

火薬
不使用

火薬
不使用

ヒモを引くと
祝音とともに
両開き！
無地垂れ幕付

くり返し使えます。
テープと垂れ幕が
からまない構造！

何度も使えます。
予備の垂れ幕が
ついているので
自由に書き込み
ができます。

大人気！！！！！！

FJKCR11776
20cmくす玉
ロット／1個
Pサイズ／20.5×20.5×20.5cｍ
本体サイズ／Ф20cm

FJKCR11410
元祖くす玉
ロット／1個
Pサイズ／19×13×12cm
本体サイズ／Ф12cm

FJKCR11493
祝まる君（祝おめでとう）
ロット／8個
Pサイズ／11.8×8.8×8.8cm
本体サイズ／Ф8.5cm

火薬
不使用

火薬
不使用

安全な
発砲芯使用

軽くにぎって投げるだけの
簡単演出グッズ！

5ｍの
紙テープが
飛び出す！

パッと開く!!
テープのフラッシュ!

FJKCR11638
パーティフラッシュ・
メタルミックス

ロット／12個
箱サイズ／12.3×5.6×5.2cm
1箱1個入り 6色40本入り

FJKCR00202
ナゲテーポ・4個入
ロット／24個 Pサイズ／16.5×12×1cm
内容／6色5ｍ紙テープ6本

FJKCR11156
歌舞伎弾・2個入
ロット／12個 Pサイズ／13.8×12×6.5cm
内容／6色5ｍ紙テープ36本

ド派手演出！
片付け簡単！！
3ｍロングテープ使用
金＋銀メタルテープ60本

FJKCR11601
散らからないステージスコール
ロット／10個
Pサイズ／31.5×10×3.3cm
本体サイズ／Ф3.2×22cm

120本の2メートル
メタルテープが
豪華に飛び出します。
ドハデッカー詰め替用
にもなります。

FJKCR11457
凄い奴ザ・メタルクラッカー
ロット／2個
Pサイズ／38×14×8cm
本体サイズ／Ф8×29cm
金・銀各1本
アソート内容は変更できません

迫力満点、楽しさ満載の
ビッグサイズクラッカー！
カートリッジ
タイプなので
繰り返し
使えます。

詰め替えタイプ

FJKCR11544
ドハデッカー
ロット／1個
Pサイズ／68×22×21cm
本体サイズ／Ф21×55cm
※付属のカートリッジは、金銀メタルテープ各1本付

テープの
派手さ世界一！！
超ドハデ、
世界最強クラッカー
ドハデッカー詰め替用
にもなります。

FJKCR11688
ぶっ飛びクラッカー
ロット／1個
Pサイズ／38×14×8cm
本体サイズ／Ф8×29cm

金銀メタルテープ
100本入
FJKCR11566
ハッピーウェポン
ロット／1個
Pサイズ／65×20×8.8cm
本体サイズ／Ф8.7×53.5cm
※替え玉式では有りません

キラキラピンクの
バズーカ砲から
ピンク＋銀キラキラ

テープが
豪快に飛び出します！

FJKCR11793
ハッピーバズーカ砲
ロット／1個
Pサイズ／90×22×8.2cm
本体サイズ／Ф8.5×78cm

詰め替えタイプ

「凄い奴」シリーズ対応

5色の
キラキラテープ
派手に飛び出す！

FJKCR11741
アーミーウェポン
ロット／1個
Pサイズ／65×20×8.8cm
本体サイズ／Ф8.7×53.5cm
※替え玉式では有りません

FJKCR11115
スーパークラッカー
（一番凄い）

ロット／6個
Pサイズ／30×11×6.4cm
本体サイズ／Φ6.2×23.5cm
紙テープ入り

FJKCR00705
スイートフラッシュ・３個入
ロット／12箱
Pサイズ／19×5.4×5cm
5m紙テープ36本入り

FJKCR11133
ぐれいとかぶきストリーマー
ロット／6袋 Pサイズ／28×11×6.5cm
6色5m紙テープ100本入り

火薬
不使用

火薬
不使用

火薬
不使用

火薬
不使用

火薬
不使用

火薬
不使用

6色5ｍ紙テープが
ドバッと飛び出ます。

KNKCR10383
ハッピーバースデーバズーカ
ロット／1個
本体サイズ／74.5×20×7cm
お誕生祝いテープの弾2発付き

FJKCR11865
スーパーゴージャスクラッカーW
ロット／1セット
Pサイズ／29×42×15cm
本体サイズ／15×35cm
金銀キラキラテープ入り

FJKCR11864
散らからない
スーパービッグS&Gクラッカー
ロット／1個
Pサイズ／18×34×11cm
本体サイズ／11×24cm
金銀キラキラテープ入り

FJKCR11867
ぶっ飛びぷレミアムクラッカーSG
ロット／1個
Pサイズ／14×38×8cm
本体サイズ／8×29cm
金銀キラキラテープ入り

KNKCR10156
機関銃クラッカー
ロット／1個
本体サイズ／54.5×23×6cm
キラキラテープ入5連射マガジン2個付

100本の
2メートル紙テープが
豪華に飛び出します。
ドハデッカー詰め替用
にもなります。

FJKCR11447
凄い奴クラッカー（赤・白）
ロット／2個
Pサイズ／38×14×8cm
本体サイズ／Ф8×29cm
赤・白各1本
アソート内容は変更できません

幅広メタル
テープが

なんと100本
！

樽左右のスイッチを
叩くと、音とともに
メタルテープが
飛び出します。

使い切りタイプ
FJKCR11632
祝樽ビッグ
ロット／1個
Pサイズ／31.5×25.8×25.8cm
本体サイズ／Ф25×25cm

祝福クラッカー
10個付！
オリジナル
メッセージが
書けるシール付！
直径25ｃｍ
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フックに
マグネットが
付いています。

イベントゲーム

ピン
ポン ブー

ピン
ポン

これを各種景品に
貼り付ければ、

マグネット付きの釣竿で
釣り上げることができます

本格射的銃。安全機構付きレバーで、
指をはさむ等のケガが起こりにくく
なっています。

射的だけでなく
吸盤式なので
ダーツにも
使用可能。

射的銃専用の
コルク玉です。

コルクガン専用の
コルク玉です。

竿を収縮できます！ ○だとピンポン×だとブーと
音が鳴って光ります！

パ
ー
テ
ィ
ー・

イ
ベ
ン
ト
ゲ
ー
ム

の
ぼ
り
旗
は

P125へ

＜セット内容＞
組立て式パイプ一式、
エアーバスケットボール6個

＜セット内容＞
ボード1個、ナンバー
プレート9個、輪9個

＜遊び方＞
1列並べるビンゴ方式や
番号での抽選など用途は
多彩！ナンバープレートは
並び替えができます。

縦横ななめの
1列ができれば
ビンゴ完成！

JIGEV37892
抽選バスケットビンゴ
ロット／1セット
組み立て時：サイズ／78×85×84cm

JIGEV77857
抽選輪投げゲーム
ロット／1セット
組み立て時：ボードサイズ／一辺60cm

NKAEV60784
射的銃
ロット／1丁
サイズ／全長74cｍ

BELEV61739
コルクガン
ロット／1丁
サイズ／全長65cｍ

BELEV61878
コルク玉（コルクガン専用）
ロット／100個
サイズ／小径約1cm、大径約1.3cｍ
※他の射的銃にはお使いいただけません

OISEV21712
射的ピストル（吸盤式）
ロット／1個（吸盤弾10個入）
サイズ／全長48cｍ

LBREV21136
イベント用釣竿
ロット／1本
サイズ／全長約57cm
（縮めたとき：34cm）糸は含まない
2色アソート

ABEEV14001
輪投げの輪（大）ソフトタイプ
ロット／40本
サイズ／外径約17cm、内径約15cｍ

ABEEV14002
輪投げの輪（小）ソフトタイプ
ロット／30本
サイズ／外径約12cm、内径約10.5cｍ

OISEV61399
輪投げの輪（20本入）プラスチック製
ロット／1袋
サイズ／外径13.5cｍ、内径12.5cｍ

JIGEV37655
○×ピンポンブー
ロット／1個
サイズ／25×15.5×3cｍ

JIGEV37656
早押し！アンサー
ロット／1個
サイズ／23.7×13.8×5.5cｍ

LBREV21135
マグネット釣竿用シール
（80枚入）

ロット／1袋
サイズ／Φ約1.5cｍ

NKAEV60785
コルク替玉（射的銃専用）
ロット／100個
サイズ／小径約1.2cm、
大径約1.4cｍ

ピンポンと鳴って○が立ち上がる！
クイズ解答マシン！

抽選器

ビンゴ用品

輝く黄金の抽選器！！ 輝く黄金の抽選器！！

抽選玉はお客様のご希望の数量でご提供させて頂きます。
ご注文の際は、各色の内訳をご指示ください。

抽選玉

抽選玉 200球付！

サイズ 
Φ1.2cm

抽
選
場

の
ぼ
り
旗
は

P125へ

ロット

1個

ボリューム調整機能・
自動電源OFF機能付。
単三電池×4本使用(電池別売)
ビンゴカード別売。

IXAEV88012
プラスチック抽選器
抽選玉200球付
ロット／1台
サイズ／Φ20cm、27×27cm
白色：160球
桃・緑・水色：各10球
赤・黄色：各5球

HYMEV05806
ＴＨＥデジビンゴＺ(ブラック)
ロット／1台
Pサイズ／16.4×12.5×12.2cm

HYMEV05361
ビンゴカード50（50枚入）
ロット／1束
サイズ／11.7×16.5×1.7cm

YMGEV60729
抽選玉 銀

YMGEV60728
抽選玉 金

IXAEV62421
抽選玉 白

IXAEV62423
抽選玉 黄

IXAEV62422
抽選玉 黒

IXAEV62424
抽選玉 ピンク

IXAEV62425
抽選玉 オレンジ

IXAEV62426
抽選玉 紫

IXAEV62428
抽選玉 水色

IXAEV62427
抽選玉 青

IXAEV62429
抽選玉 濃緑

IXAEV62430
抽選玉 薄緑

IXAEV62431
抽選玉 赤

AMZEV62941
ガラポンBIG
100Фカプセル対応

ロット／1台
本体サイズ／約113×134×32cm
台サイズ／約113×50×33.6cm
本体、台1台ずつ(組立が必要)
カプセル収納数／約30個
材質／ダンボール製
※カプセル別売り

AMZEV62942
100Ф空カプセル10個入り
(ガラポンBIG専用)
ロット／10個
本体サイズ／Φ10cm

IXAEV62943
金の抽選器500球用
ロット／1台
本体サイズ／29×28×17cm
回転部サイズ／Ф24cm

IXAEV62944
金の抽選器1000球用
ロット／1台
本体サイズ／30×32.5×18cm
回転部サイズ／Ф26.5cm

IXAEV62945
木製ガラポン抽選器300球用
ロット／1台
本体サイズ／25×26.5×15cm
回転部サイズ／Ф19.5cm

IXAEV62946
木製ガラポン抽選器500球用
ロット／1台
本体サイズ／28×27.5×15cm
回転部サイズ／Ф21.2cm

IXAEV62947
木製ガラポン抽選器1000球用
ロット／1台
本体サイズ／30×33×18cm
回転部サイズ／Ф26.5cm

IXAEV62948
木製ガラポン抽選器2500球用
ロット／1台
本体サイズ／41×38.5×21cm
回転部サイズ／Ф32cm

TIYEV62949
福引千本つり大会セット
ロット／1セット
組立時:サイズ／90×59×159cm
組立式、紐（S管付）50個
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約18cm約15cm

表裏

職
人
さ
ん
に
よ
る

手
作
り
品
。

鳴
り
音
が
違
い
ま
す
。

JIGEV77516
コロコロサイコロ（小）
ロット／1個
サイズ／一辺20cｍ
材質／発泡スチロール製

MRSEV01169
ウレタンサイコロ（中）
ロット／1個
サイズ／一辺20cm

MRSEV01168
ウレタンサイコロ（大）
ロット／1個
サイズ／一辺29cm

KBSXM61514
ラインラッキー（小）（5色アソート 紙製）
ロット／10個
サイズ／Φ約15（一番広い所）×17cｍ

MRSEV01072
おさわぎラッパ（大）
ロット／1個
サイズ／Φ約7cm、18cｍ

MRSEV94169
イケイケラッパ
ロット／1個
サイズ／Φ約5cm、18cm

MRSEV01075
大当たりビッグベル
ロット／1個
サイズ／Φ約10cm、19cｍ

YMGEV61286
洋リン
ロット／1個
サイズ／Φ約13cm、21cｍ

MRSEV01254
イケイケベル
ロット／1個
サイズ／Φ約7.5cm、13.5cｍ

KBSXM61515
ラインラッキー（大）（5色アソート 紙製）
ロット／10個
サイズ／Φ約18（一番広い所）×25cｍ

くじ紙・抽選箱

サイコロ

イベント盛り上げグッズ

中心をめくると1～110番
までの番号がふられている番号くじ

底板付属 底板付属

自
分
で
好
き
な
文
字
を
書
き
こ
ん
で
、

ホ
ッ
チ
キ
ス
な
ど
で
閉
じ
て
下
さ
い

抽選箱としてだけではなく、
つかみどりやコイン落としにも！
コイン落としにはP74の
ガチャコロ専用メダルが
オススメです！

三角くじ（100枚入）
SZSEV60742  特賞
SZSEV60743  1等
SZSEV60744  2等
SZSEV60745  3等
SZSEV60746  4等

SZSEV60747  5等
SZSEV60748  6等
SZSEV60749  あたり
SZSEV60750  はずれ（白紙）
SZSEV60751  開き（白紙）

ロット／100枚　サイズ／6.5×13cm(開き(白紙)は一辺7.5cm)　※各等100枚単位での販売です

スクラッチくじ（100枚入）
MUREV60752  特賞
MUREV60753  1等
MUREV60754  2等
MUREV60755  3等
MUREV60756  4等

MUREV60757  5等
MUREV60758  6等
MUREV60759  あたり
MUREV61651  はずれ

ロット／100枚　サイズ／4×7.5cm　※各等100枚単位での販売です

SZSEV60740
紙製抽選箱
ロット／1個
サイズ／20×20×20cm
組立て式

SZSEV60741
紙製応募箱
ロット／1個
サイズ／25×25×15.5cm
組立て式

TKGEV61304
番号くじ（1～110番）
ロット／10枚

SSKEV60760
開きくじ（1000枚入）
ロット／1束
サイズ／一辺7.5cm

IXAEV88014
透明プラスチック抽選箱
ロット／1個
サイズ／28×28×28cm、穴Φ9cm

マスク&着ぐるみ

OGWEV06149
ものまねマスク ヤバいマスク
ロット／1個
Pサイズ／約30×35×10cm

OGWEV06152
ものまねマスク 赤ちゃんマスク
ロット／1個
Pサイズ／約30×35×10cm

OGWEV06147
モンスターマスク M3グレイ
ロット／1個
Pサイズ／約30×35×10cm

OGWEV05367
変身マスク M3大仏
ロット／1個
Pサイズ／約30×35×10cm

OGWEV05368
変身マスク M3黄金仏
ロット／1個
Pサイズ／約30×35×10cm

OGWEV05369
変身マスク M3銀色仏
ロット／1個
Pサイズ／約30×35×10cm

OGWEV05438
変身マスク M2金ぬり
ロット／1個
Pサイズ／約30×35×10cm

OGWEV05439
変身マスク M2銀ぬり
ロット／1個
Pサイズ／約30×35×10cm

OGWEV05358
変身マスク M2白ぬり
ロット／1個
Pサイズ／約30×35×10cm

OGWEV05366
変身マスク M2青ぬり
ロット／1個
Pサイズ／約30×35×10cm

OGWEV05359
変身マスク M2黒ぬり
ロット／1個
Pサイズ／約30×35×10cm

OGWEV05376
ものまねマスク M2デラックスなマスク
ロット／1個
Pサイズ／約30×35×10cm

OGWEV02273
着ぐるみ バニー・スーツ
ロット／1体
サイズ／フリーサイズ 身長155～178cm

OGWEV02271
着ぐるみ パンダ・スーツ
ロット／1体
サイズ／フリーサイズ 身長155～178cm

OGWEV02270
着ぐるみ くま・スーツ
ロット／1体
サイズ／フリーサイズ 身長155～178cm

OGWEV01096
着ぐるみ トラ・スーツ
ロット／1体
サイズ／フリーサイズ 身長155～178cm

タ
オ
ル
地
の
た
め
、

手
触
り
が
よ
く

ケ
ガ
の
危
険
性
が
少
な
い

取り
寄せ

取り
寄せ

取り
寄せ

取り
寄せ
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五色鶴おはながみ

はっぴ

イベント用品

手拭、帯付
き！

衿名入「若
連」

手拭、帯付
き！

衿名入「御
祭礼」

サイズ「S」で小学校3～4年まで。帯付です。襟と帯は黒のみ。
サイズ「M」で小学校高学年から大人（男性Sサイズ）。帯付です。襟と帯は黒のみ。
サイズ「L」で大人男性。帯付です。襟と帯は黒のみ。サイズ表をご参考ください

子供用（S） 約62cm
身丈

約50cm
子供用（M） 約73cm 約54cm
大人用（L） 約92cm 約80cm

身巾
■不織布はっぴサイズ表

子供用（小） 約59cm
身丈

約43cm
子供用（大） 約63cm 約50cm
大人用（小） 約69cm 約60cm
大人用（大） 約74cm 約65cm

身巾
■布製はっぴサイズ表

帯付き 帯付き 帯付き

不織布（丈夫な紙）製の
色鮮やかな「はっぴ」です。

身
丈

身巾

布製はっぴ

不織布はっぴサイズ表

応援グッズの超定番アイテム応援棒が進化した、
フラッグスティック新登場！！

※フラッグ部分
　にはB5サイズ
　の用紙が入れ
　られます。

ロット

1枚

OISEV11509
やったね金メダル
ロット／25個
サイズ／メダルΦ約7.7×厚約0.4cm
掛け紐：1周約62cm 裏面に文字記入欄あり

NPKEV05651
金メダル
ロット／12個　サイズ／Ф5.6cm

NPKEV05652
銀･銅メダルアソート
ロット／12個　サイズ／Ф5.6cm

SWSEV61654
必勝ハチマキ（日の丸入り）
ロット／10本
サイズ／長さ：120cｍ、巾：4.5cｍ

KISEV22644
フラッグスティック（透明）
ロット／10セット
サイズ／フラッグ部分：18×26cｍ
　　　  応援棒：60×10×10cm（膨らまし後）

NSVEV62764
手旗（日本）
ロット／10本
サイズ／旗：約18×25cm　棒：40cm

KISEV22645
フラッグスティック（日の丸）
ロット／10セット
サイズ／フラッグ部分：18×26cｍ
　　　  応援棒：60×10×10cm（膨らまし後）

応援シューターＤＸ 2本組
SAG01324  赤
SAG01325  青
SAG01323  緑
SAG01326  金
SAG01322  銀
SAG01336  白
ロット／10組
膨らまし後サイズ／58cｍ

トップメガホン
MSZEV63023  赤
MSZEV63024  青
MSZEV63025  黄
MSZEV63026  緑
ロット／1個　サイズ／Ф14×33cｍ

Vメガホン
MSZEV63027  赤
MSZEV63028  青
MSZEV63029  黄
MSZEV63030  緑
ロット／1個　サイズ／Ф12×31cｍ

ビッグメガホン
MSZEV63031  赤
MSZEV63032  青
MSZEV63033  黄
MSZEV63034  緑
ロット／1個　サイズ／Ф16×51cｍ

スリムメガホン（ダブル）
MSZEV63035  赤
MSZEV63036  青
MSZEV63037  黄
MSZEV63038  緑
ロット／1個　サイズ／Ф9.8×29.5cｍ　2本組

アクリルタスキ（肩掛け鈴）
ITUEV61652  赤白
ITUEV61653  紫白
ロット／10本　サイズ／全長約95cｍ

お祭りはっぴ
（不織布）S
LBREV21115　赤
LBREV21116　青
LBREV21117　黄

お祭りはっぴ
（不織布）M
LBREV21119　赤
LBREV21120　青
LBREV21121　黄

布製お祭りはっぴ子供用
JNSEV61872　（小）
JNSEV61873　（大）

布製お祭りはっぴ大人用
JNSEV61874　（小）
JNSEV61875　（大）

お祭りはっぴ
（不織布）L
LBREV21123　赤
LBREV21124　青
LBREV21125　黄

サイズ／20×25cm ロット

1束
（1袋500枚入）

イベント装飾

布製の本格的な紅白幕です！

※ジャバラ状で
　半分に縮みます

※ジャバラ状で
　半分に縮みます

GSSEV00561
五色鶴おはながみ しろ

GSSEV00565
五色鶴おはながみ みずいろ

GSSEV00564
五色鶴おはながみ きいろ

GSSEV00563
五色鶴おはながみ あか

GSSEV00566
五色鶴おはながみ もも

GSSEV00570
五色鶴おはながみ
さくら

GSSEV00554
五色鶴おはながみ
ふじ

GSSEV00552
五色鶴おはながみ
うぐいす

GSSEV00558
五色鶴おはながみ
わかくさ

GSSEV00562
五色鶴おはながみ
あお

GSSEV00550
五色鶴おはながみ
くろ

GSSEV00567
五色鶴おはながみ
ちゃいろ

GSSEV00557
五色鶴おはながみ
おれんじ

GSSEV00560
五色鶴おはながみ
あおみどり

GSSEV00555
五色鶴おはながみ
みどり

GSSEV00553
五色鶴おはながみ
ぼたん

GSSEV00551
五色鶴おはながみ
むらさき

TKEEV60771
祭りうちわ（大）
ロット／1本
サイズ／約75×約54cm
※天然素材を使用しているため、
　1本1本風合いが異なります。

TKEEV60772
祭りうちわ（中）
ロット／12本
サイズ／約34×約23cm

AYKEV60774
ポリ提灯（紅白）
ロット／1個
サイズ／Ф20×24cm

AYKEV60775
ポリ提灯（ピンク白）
ロット／1個
サイズ／Ф20×24cm

NSVEV60764
ビニール製紅白幕（小）
ロット／1枚
サイズ／42×400cm

TKEEV60773
祭りうちわ（小）
ロット／12本
サイズ／約24×約15.5cm

JNSEV22324
布製紅白幕（大）天竺木綿4間
ロット／1枚　サイズ／180×720cm

JNSEV22325
布製紅白幕（小）天竺木綿3間
ロット／1枚　サイズ／180×540cm

メッキモール（10本入）
KBSEV60765  金
KBSEV60767  赤
KBSEV60769  緑

KBSEV60766  銀
KBSEV60768  青
KBSEV60770  ピンク

ロット／1箱　サイズ／長さ：180cm、平ら時：幅9cm　※くるくる回すと、らせん状に作れます

AICEV71944 万国旗（25連）
ロット／1本　
旗サイズ／33×20cm 全長7.3ｍ ２３ヶ国合計２５枚入　素材：ビニール
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 イベントパーティー用品 クラッカー　イベントゲーム　抽選器　ビンゴ用品　くじ紙・抽選箱　サイコロ　イベント盛り上げグッズ
マスク&着ぐるみ　はっぴ　イベント用品　イベント装飾　エアPOP・のぼり 風船ゴム風船印刷　お客さんくるくる風船タワーキット　アーチ・タワーキット　ゴム風船　お散歩風船　ドルフィン風船　バルーンアクセサリー

メタリックキャラクター風船　スティックバルーン　ヘリウムガス各種　ポンプ・ブロア

エアＰＯＰ・のぼり

のぼり各種

つり下げても
置いても使える
2ＷＡＹタイプ

最長300ｃm、
収縮最短161cmの
自在に長さの調節が
できるポール

裏側は完全に透けてますので､文字は反転しますが､違和感なく両面でアピールできます｡
屋外でも使用可能です。ヨーヨーつり～たこ焼き／生地：テトロンポンジ（ポリエステル100%）　抽選場／生地：金巾（綿100％）

ポール・
立て台別売注意

ロット

1枚

のぼり旗

のぼり用
アクセサリー

サイズ／180×60cｍ（※印 180×45cｍ）

ビニール製品は商品の性質上、空気モレなどの不良品が発生する場合がございます。不良品を踏まえた上での販売価格となって
おりますので不良交換、返品などはお受けしかねます。予めご了承のうえご利用下さい。膨らませすぎや、コンプレッサーなどによる
空気の注入は不良品発生の原因となりやすいのでご注意下さい。

注意

JNSEV33051
のぼり用ポール ＰＮ30型グリーン
ロット／1本 サイズ／160cｍ～300cｍ

JTC22903
注水式ポールスタンド
ロット／1個 サイズ／34.5×27×34.5cm
重さ：1kg 水を入れたときの重さ：約10kg

LBREV11010
のぼり旗
「ヨーヨーつり」

LBREV11013
のぼり旗
「金魚すくい」

LBREV11014
のぼり旗
「くじ引き」

LBREV11016
のぼり旗
「しゃてき」

LBREV11018
のぼり旗
「わなげ」

LBREV11028
のぼり旗
「スーパーボールすくい」

LBREV11050
のぼり旗
「イベント開催中」

LBREV11201
のぼり旗
「おめん」

LBREV11207
のぼり旗
「ふうせん」

LBREV11002
のぼり旗
「かき氷」

LBREV11008
のぼり旗
「わた菓子」

LBREV11009
のぼり旗
「焼きそば」

LBREV11025
のぼり旗
「フランクフルト」

LBREV11033
のぼり旗
「ポップコーン」

LBREV11191
のぼり旗
「ジュース」

LBREV11030
のぼり旗
「とうもろこし」

LBREV11074
のぼり旗
「フライドポテト」

LBREV11029
のぼり旗
「たこ焼き」

JNSEV19468
※のぼり旗
「抽選場」

HANEV80202
POP風船「ソフトクリーム」
ロット／1個
本体サイズ／(膨らまし後)最大60×Φ35cm

KISVN62078
メガ・たこやき（ゴム付）
ロット／3個
本体サイズ／70×70×70cm

HANEV80201
POP風船「氷」
ロット／1個
本体サイズ／(膨らまし後)最大60×Φ35cm
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風船ゴム風船印刷　お客さんくるくる風船タワーキット　アーチ・タワーキット　ゴム風船　お散歩風船　ドルフィン風船
バルーンアクセサリー　メタリックキャラクター風船　スティックバルーン　ヘリウムガス各種　ポンプ・ブロア

ゴム風船印刷　お客さんくるくる風船タワーキット　アーチ・タワーキット　ゴム風船　お散歩風船　ドルフィン風船
バルーンアクセサリー　メタリックキャラクター風船　スティックバルーン　ヘリウムガス各種　ポンプ・ブロア

ゴム風船印刷　お客さんくるくる風船タワーキット　アーチ・タワーキット　ゴム風船　お散歩風船　ドルフィン風船
バルーンアクセサリー　メタリックキャラクター風船　スティックバルーン　ヘリウムガス各種　ポンプ・ブロア風船

アーチ・タワーキットお客さんくるくる風船タワーキット

スタンダード 紅白スタンダード

スタンダード

横幅
約58cm

高さ
約180
cm

高さ
225cm

横幅49cm

※
本
体
カ
ラ
ー
も
自
由
に
組
み
合
わ
せ
が
可
能
。

　
ご
要
望
の
カ
ラ
ー
を
ご
指
定
下
さ
い
。

横幅
約58cm

高さ
約180
cm

短期設営向け ゴム風船でアーチを作成するオリジナルキット商品です。 短期設営でのご利用には安価で
簡単に作成できるお薦めのキットです。 屋内使用：設営期間／約1週間程度　　屋外使用：設営期間／1日間

KIS50191
お客さんくるくる
風船タワーキット
スタンダード
ロット／1セット

KIS50192
お客さん
くるくる
風船タワー
キット
レッド／
ピンク

ロット／1セット

KIS50193
お客さん
くるくる
風船タワー
キット
ブルー／
ライトブルー

ロット／1セット

KIS50194
お客さん
くるくる
風船タワー
キット
レッド／
ホワイト

ロット／1セット

KIS50195
お客さん
くるくる
風船タワー
キット
レッド／
グリーン

ロット／1セット

KIS50196
お客さん
くるくる
風船タワー
キット
オレンジ／
ブラック

ロット／1セット

お客さんくるくる
風船タワーキット内容

アソート
カラースタンダード

2色
カラーレッド／

ピンク
2色
カラーブルー／

ライトブルー
2色
カラーレッド／

ホワイト
2色
カラーレッド／

グリーン
2色
カラーオレンジ／

ブラック

ゴム風船100枚、プラムS×10枚、
ベーススタンド、のぼりポール、
リングスティック×100本、
ポンプ2本、説明書付き

KIS50197
お客さんくるくる
風船タワーキット 
ベースセット
ロット／1セット　
セット内容／
プラムS×10枚、ベーススタンド、のぼりポール、ポンプ×2本
※風船・リングスティック別売

KIS63052
お客さんくるくる
アニマルゴム風船タワー

ロット／1セット

ベースキットも
あります
ベースキットも
あります

アニマル

ベースキット

装飾にも配り用にもおすすめなタワーキット

デコバルーンアーチキット デコバルーンコラムタワーキット

サイザー
型紙×1

デコバルーン
各色×合計60枚
（予備含む）

○小
トップバルーン用
デコバルーン各色×2枚
（予備含む）

○大

組み
合わせ
カラー

2色
カラー

プラムS×12枚
（予備含む）

長期設営可能！屋外設営可能！デコバルーンでアーチを作成する
オリジナルキット商品です。

【赤×1、青×1、緑×１、
薄黄×1、オレンジ×1】

組み合わせカラー

高さ
2700㎜
高さ
270cm

横幅　283cm

コラムカップ×1
ドライバー
×1本連結接続ネジ

×2本

デコバルーンアーチキット内容 デコバルーンコラムタワーキット内容

5色
カラー

ゴム風船に比べ断然丈夫で長持ちします。はじめてご利用になる方でも簡単に作成できます。

ベーススタンド
（水重り）
×1台

2WAY
ポンプ×1

Ｐ136にも
掲載あり

プラムS×43枚
（予備4枚含む）

ベーススタンド（水重り）

連結接続ネジ×7本 ドライバー×1本

18ｃｍ
デコバルーン
各色×合計210枚
（予備15枚含む）

サイザー型紙×1

2WAYポンプ×1
×2台

Ｐ136にも
掲載あり

コラム
タワー専用
ポール
×1セット
（2本1組）

1480
mm

長期設営向け

別途エアーコンプレッサーのご利用をお薦めします。 別途エアーコンプレッサーのご利用をお薦めします。

トップ
バルーン用
器具×1

166
mm

ロット／1セット
アーチ作成必要量／
18cmデコバルーン赤×50 18cmデコバルーン青×40
18cmデコバルーン緑×40 18cmデコバルーン薄黄×40
18cmデコバルーンオレンジ×40 合計210枚（予備15枚含む）

KSO10010
デコバルーン
アーチキットスタンダード

組み
合わせ
カラー

5色
カラー

作成必要量／
18cmデコバルーン濃赤×30
18cmデコバルーン白×30
合計60枚（予備10枚含む）
65cmデコバルーン
赤パール×2枚
（トップバルーン用）

ロット／1セット

KSO10063
デコバルーンコラムタワーキット
紅白

作成必要量／
18cmデコバルーン赤×20
18cmデコバルーン青×10
18cmデコバルーン緑×10
18cmデコバルーン薄黄×10
18cmデコバルーンオレンジ×10
合計60枚（予備１０枚含む）
65ｃｍデコバルーン赤パール×2枚
（トップバルーン用）

ロット／1セット

KSO10050
デコバルーンコラムタワーキット
スタンダード

アルミ
アーチフレーム
×1セット高さ

2450
㎜

横幅　2350㎜

ロット／1セット

KIS23148
ゴム風船アーチキット
スタンダード

短期設営向け
ゴム風船アーチキット

短期間の設営ならこちら短期間の設営ならこちら
ゴム風船でアーチを作成するオリジナルキット商品です。 短期設営でのご利用には安価で
簡単に作成できるお薦めのキットです。 屋内使用：設営期間／約1週間程度　　屋外使用：設営期間／1日間

バルーン
タイソーサー×1

アーチ
コネクター
（12分割）
×1式

サイザー定規×1

ハンド
ポンプ×2

10インチゴム風船
合計200個

ゴム風船アーチキット内容アソート
カラー

ベーススタンド
（水重り）
×2台

高さ
2700㎜
高さ
273cm

横幅287cm

22cmバルーンリング
×40個

（予備含む）

お客さんくるくる
アニマルゴム風船タワー内容

ゴム風船100枚、
プラムS×10枚、

ベーススタンド、のぼりポール、
リングスティック×100本、
ポンプ2本、説明書付き
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風船ゴム風船印刷　お客さんくるくる風船タワーキット　アーチ・タワーキット　ゴム風船　お散歩風船　ドルフィン風船
バルーンアクセサリー　メタリックキャラクター風船　スティックバルーン　ヘリウムガス各種　ポンプ・ブロア

ゴム風船印刷　お客さんくるくる風船タワーキット　アーチ・タワーキット　ゴム風船　お散歩風船　ドルフィン風船
バルーンアクセサリー　メタリックキャラクター風船　スティックバルーン　ヘリウムガス各種　ポンプ・ブロア

ゴム風船印刷　お客さんくるくる風船タワーキット　アーチ・タワーキット　ゴム風船　お散歩風船　ドルフィン風船
バルーンアクセサリー　メタリックキャラクター風船　スティックバルーン　ヘリウムガス各種　ポンプ・ブロア風船

©kumamoto

Bの穴

Aの穴

・ブルー ・グリーン
・レッド ・イエロー
・オレンジ ・ホワイト
・ピンク ・ライトブルー
・キウイライム
・ライラック

アソート内訳

・パールホワイト ・パールオレンジ
・パールピンク ・パールブルー
・パールイエロー ・パールグリーン
・パールバイオレット

アソート内訳

・白・黄・緑
・オレンジ・水色

5色アソート
・黄・ピンク
・オレンジ・水色・赤

5色アソート

ゴム付です

・ブルー ・グリーン
・レッド ・イエロー
・オレンジ ・ホワイト
・ライトブルー

7色アソート

ロット／100枚　サイズ／吹き後25cm

FAN10008
レギュラー10”Ｒ
ファンセーショナルスタンダードアソート

ロット／100枚
サイズ／吹き後25cm

EBT10034
レギュラー10”Ｒパールアソート

・青・緑・赤・黄
・オレンジ・白・ピンク・水色

8色アソート
・柄込み６柄

ロット／50枚　サイズ／吹き後25cm
※色柄アソート指定不可

KIS23066
10”Ｒまんが風船バルブ無し

ロット／25枚
サイズ／吹き後28cm
※全面プリント

KIS00008
ＱＬ11”Ｒ
サクラアラウンドローズ

ロット／1袋　サイズ／吹き後約25cm
風船色10色アソート

KIS62859
くまモンの風船 50個入

※全面プリント
ロット／50枚　サイズ／吹き後25cm 

KIS23068
10”Ｒ くるま柄バルーンアソート

・白・黄・ピンク・緑
・オレンジ・水色

6色アソート

※全面プリント
ロット／50枚　サイズ／吹き後25cm

KIS23069
10”Ｒ 恐竜柄バルーンアソート

ロット／50枚　サイズ／吹き後25cm
※色柄アソート指定不可

KIS23070
10”Ｒ 昆虫柄バルーンアソート

ロット／50枚　サイズ／吹き後25cm
※色柄アソート指定不可

KIS23071
10”Ｒ 女の子柄バルーンアソート ロット／25枚

サイズ／吹き後28cm
※全面プリント

KIS00009
ＱＬ11”Ｒ
サクラアラウンドホワイト

ロット／25枚
サイズ／吹き後28cm
※全面プリント

KIS00010
ＱＬ11”Ｒ
サクラアラウンドクリア

・青・緑・赤・黄
・オレンジ・白・ピンク・水色

8色アソート
・柄込み６柄

ロット／50枚　サイズ／吹き後25cm
※色柄アソート指定不可

KIS23067
10”Ｒまんが風船バルブ付

ロット／50枚
サイズ／吹き後45cm

SZK50022
ピーコックバルーン（羽衣パンチ）

ロット／100枚
サイズ／吹き後25cm

SAG3522
10”Ｒスマイル風船
アソートバルブ付

ロット／100枚
サイズ／吹き後25cm

SAG3073
10”Ｒスマイル風船
アソートバルブ無し

ロット／100枚
サイズ／吹き後90cm

TGR80100
ジェット風船
（バラ・8色アソート）

ゴム風船

キッシーズオリジナルプリント

エアー
対応

スティックタイプ

ヘリウム
ガス対応

即納可能！安い！綺麗！

TGRWG20175
新ジェット風船
ロット／12個
サイズ／21×16×2cm
　　　  吹き後90cm

クリップ

プラ棒

ゴム風船対応

1 2

3 4

ECOECO

使い方

風船をAの穴に入れ、
ガスを入れます。
又は、膨らませた風船を
Aの穴から通します。

ガスを入れたら
口元をひねりながら
強く引っぱります。

ひねった状態でBの
穴にはさみ込みます。

糸をストッパー
からはずすと
風船の浮力で
自然にのびます。

きっちり止めたら
出来上がりです。

5432

432

1

使い方

1

バルブの丸い部分が完全にかぶさるようにゴム風船の口を取付けます。
風船の空気を抜きます。（空気が残っているとガスより重い為、風船が
上手に浮かない場合があります。）

糸をほどいて
完成です。

バルブが逆止弁となりガスを
入れれば膨らんで止まります。

使い方

ガスを入れ終ったら、風船の口を
ねじりながらクリップの左右に
ある切り込みにはさんで止めます。

風船をエコクリップの穴に入れた
状態でガスを入れ、膨らませます。

2 3
1

お客様に風船を
お渡しする時に、
風船と持ち手台
紙を切り離して
糸を伸ばして
調節して下さい。
持ち手があるため
小さなお子様でも
持ちやすく、
手を放しても
飛んでいきません。

逆止弁付

適合サイズ:
5”R～12”Ｒ、6”H・11”Ｈ

持ち手を折り曲げる
事によって小さな
お子様でも安定して
持つことができます。

パチ
ッ

先が丸く
なりました。

使い方

風船の口元を輪に通します。
矢印の部分に下から上へ
巻きつけると完成です。

ロット／100個
糸の長さ／90cm

ACC22247
糸付クリップ

ロット／100個

ACC30014
エコペーパー
クリップ＆ウェイト

ロット／100個
リボンの長さ／100cm
リボン色／パステルアソート
※リボン色指定不可

ACC32002
リボンバルブ

ロット／100個
糸の長さ／120cm

ACC32000
糸付バルブ（小）

ロット／100本
商品サイズ／21cｍ

21cm風船プラ棒

ACC30103 アソートパック
ACC30105 ピンク 
ACC30107 黄
ACC30106 水色
ACC30104 赤
ACC30108 緑

ロット／100本
商品サイズ／24cｍ

リングスティック

ACC30114 アソート
ACC30115 赤 
ACC30116 ピンク
ACC30117 水色
ACC30118 黄色
ACC30119 緑

大人気！！大人
気！！！

！！！
適合サイズ:
5”R～12”Ｒ、
6”H・11”Ｈ

使い方

ひもに吊るして
飾り付けにも
使えます。
持ち運びにも便利！！

1 2

3

膨らませた風船の
口元をねじります。

風船の口元を
輪に通します。

矢印の部分に
下から上へ
巻きつけると
完成です。

※写真は
　高さ約180㎝の
　のぼり立てに
　10インチゴム風船を
　56連（7連×8段）
　ストックしています。

・ホワイト ・イエロー
・オレンジ ・レッド
・ピンク ・ブルー
・グリーン ・ローズ

アソート内訳

ロット／100枚　サイズ／吹き後28cm

LOG12080
レギュラー11”Hライオン8色アソート100入

各種シーズンのレギュラーゴム風船もご用意しております！
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お散歩風船

使用例

72”

48”

30”

40cmふうせんバレー ツイストバルーン

ZIBI（ジビ）
クリップ

ジャイアントバルーン 安価・イベント向き

セット内容
・ペンシルバルーン
 15色アソート 100本
（白、ピンク、赤、黄色、
緑、深緑、空色、青、
ライラック、紫、肌色、
オレンジ、キャラメル、
黒、グレーの15色）
・目玉シール（10体分）
・作り方説明書 1枚

プロ向

72”
（180cm）

48”
（120cm）

30”
（75cm）

※上記数値は室内最大直径サイズになります。
※ガス量は計算上の理論値になります。
　膨らませ方や環境により変わります。

※膨らませる前の写真です。

ワンタッチにて簡単に
取付可能。取り外しも簡単。
（リサイクルOK）
リボンも取り付けできます。

縛りにくいジャイアントバルーンも
このジビクリップなら簡単に取り付け可能！
取り外しも簡単で、繰り返し使用することが
できます。

30”
48”
72”

サイズ
75cm
120cm
180cm

注入後
サイズ

220ℓ
904ℓ
3052ℓ

ガス量

留
め
具
は

こ
ち
ら
が
オ
ス
ス
メ

ジャイアントバルーン用クリップ

ちょっとした装飾、イベント時に大きなバルーンをお探しの方には
ジャイアントバルーンがおすすめ！
運動会などのイベント時にも
よく使用されています。

ふうせんバレーボール協会公認の風船。
比較的丸い球形になるのが特徴の安価で使いやすい風船です。

ロット

1枚

オレンジ
40cm

黄
40cm

ピンク
40cm

水色
40cm

赤
40cm

黄緑
40cm

MRS50301 MRS50303MRS50305 MRS50304MRS50302 MRS50300
ロット／5枚 ロット／5枚ロット／5枚 ロット／5枚ロット／5枚 ロット／5枚

EBT30001
EBT48001
EBT63001

ホワイト
30"
48"
72"

EBT30002
EBT48002
EBT63002

イエロー
30"
48"
72"

EBT30004
EBT48004
EBT63004

レッド
30"
48"
72"

EBT30005
EBT48005
EBT63005

ピンク
30"
48"
72"

EBT30007
EBT48007
EBT63007

ライトブルー
30"
48"
72"

EBT30008
EBT48008
EBT63008

グリーン
30"
48"
72"

サイズ・ロット／カラー
30"（75cm）
48"（120cm）
72"（180cm）

1枚
1枚
1枚

ジャイアント
バルーン

セット内容
・風船50本入
・目玉シール
・作り方BOOK
・ポケットポンプ

吹き後
約40cm

ロット／1個

ZIB96022
ジビクリップ（小）

30”サイズ対応

ロット／1個

ZIB96021
ジビクリップ（中）

48”サイズ対応

ロット／1個

ZIB96020
ジビクリップ（大）

72”サイズ対応

ロット／1袋

KIS62774
ひねっちゃお
（アソート100本入）

セット内容
・風船100本入
・目玉シール
・作り方説明書

初心者向

ロット／1袋

SZK50028
ペンシルバルーン
（100本入）

ロット／1箱

SZK26050
ペンシルバルーン
BOOKセット50

ロット／100本

PIN43956
260Q
トラディショナル
アソート

ドルフィン風船

バルーンアクセサリー

ヘリウム
ロット

5枚商品サイズ／84×56cm（ヘリウムガス容量24ℓ）リボン・おもりは付属しません

ANG05813
Ｌ－ＳＨＰ
オーシャンブルードルフィン

ANG05819
Ｌ－ＳＨＰ
ジュエルブルードルフィン

ANG08437
Ｌ－ＳＨＰ
シルバードルフィン

ANG07460
Ｌ－ＳＨＰ
ピンクドルフィン

ヘリウム
ロット

10枚リボン・台紙付

サイズ／14×31cm
ヘリウムガス容量／9リットル

SAG02258
お散歩コーギー

サイズ／12×40cm
ヘリウムガス容量／11リットル

SAG02223
お散歩柴犬

サイズ／14×40cm
ヘリウムガス容量／10リットル

SAG02244
お散歩ザウルス小

クォラテックスバルーンリボン(細) 紙台紙
ロット

1巻
サイズ／
4.75mm×457．2m

PIN29452
イエロー

サイズ／
4.75mm×457.2m

PIN29459
ホワイト

サイズ／
4.75mm×457.2m

PIN29446
ライトブルー

サイズ／
4.75mm×457.2m

PIN29451
ライムグリーン

サイズ／
4.75mm×457.2m

PIN29449
ローズ

ロット／50枚

PTK25806
紙台紙（レギュラー）
14ｇ

ロット／50枚

PTK25809
紙台紙（ヘビー）
22ｇ

SAG08822
お散歩トイプードル
サイズ／15×32cm
ヘリウムガス容量／9リットル

SAG08817
お散歩もーちゃん　
サイズ／16×35cm　ヘリウムガス容量／19リットル

SAG08818
お散歩ぱんだちゃん
サイズ／19×36cm　ヘリウムガス容量／20リットル

SAG08827 
お散歩うさちゃんホワイト　
サイズ／35×21cm
ヘリウムガス容量／12リットル

SAG08843 
お散歩黒猫
サイズ／35×50cm　ヘリウムガス容量／12リットル

SAG08814 
お散歩ホシガメ
サイズ／21×26cm　ヘリウムガス容量／12リットル

SAG08813  
お散歩パグ
サイズ／17×35cm　ヘリウムガス容量／13リットル

SAG08836
お散歩レーシングカー
サイズ／30×50cm　ヘリウムガス容量／17 リットル

SAG08830
お散歩テントウムシ レッド
サイズ／20×48cm　ヘリウムガス容量／10リットル

SAG08834
お散歩フレンチブルドック
サイズ／35×50cm
ヘリウムガス容量／14リットル
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メタリックキャラクター風船

スティックバルーン

●ヘリウムガスはＰ135にあります。
ロット

10枚
リボン・おもり付き ※色・柄は変更になる場合がございます。

ヘリウム

容量／1６リットル

SAG02409
45cmUFO
ハートカラフル
バニーキティ

容量／15リットル

DIC40307
45cmUFO
ワンピース（新世界編）

容量／15リットル

DIC80101
45cmUFO
ドラえもん

容量／15リットル

DIC80100
45cmUFO アンパンマン

容量／15リットル

DIC80234
45cmUFO
リラックマ

ブローイング
タイプ

ポンプで
膨らます

口で
膨らます

※器材は別途必要です。

逆止弁付き

ブローイングタイプの場合

フラットでスティックの付いた
状態で梱包して出荷します。1 後はスティック下部から

エアーを入れるだけ！2

完成

ブローイングタイプの場合
別途必要な物

ハンド
ポンプ or 電動

ブロアー

Next→P136

サイズ／45cm　容量／15リットル

DIC40280
L-SHP
ピカチュウシェイプ

サイズ／吹き後40×35×23cm　容量／17リットル

SAG02487
キティシェイプNEW

容量／14リットル

SAG02442
45cm CRハート
ぼんぼんりぼん

ロット

10本ブローイング
タイプのみ約23cmカップ＆スティック付き

SAG01333
ドラえもんブローイング

TKRB1000
キティ スティックバルーン
ブローイングタイプ

TKRB10333
アンパンマン
スカイブローイング

ANGB06069
ミニSHP オーシャンブルー
ドルフィンブローイング

ANGB08434
ミニSHP
ピンクドルフィンブローイング

サイズ／70×45cm　容量／22リットル

TKR40318
L-SHP それいけアンパンマン

DIC40341
45cmUFO
妖怪ウォッチ USAピョンVer.
容量／15リットル

SAG02443
くまモンのバルーン
（うきうきバージョン）
サイズ／40×35cm
容量／16リットル

DIC40348
45cmUFO風船
ガラピコぷ～
容量／15リットル

SAG92489
45cmCRシナモロール
容量／16リットル

DIC40351
45cmUFO
キラキラ☆プリキュアアラモード  
容量／15リットル

DIC40349
45cmUFO
仮面ライダーエグゼイド
容量／15リットル

DIC40350
45cmUFO
ポケットモンスター サン＆ムーン
容量／15リットル

DIC40353
45cmUFO
宇宙戦隊キュウレンジャー 
容量／15リットル

DIC40339
45cmUFO ドラゴンボール超
容量／15リットル

SAG02463
45cmUFO ぐでたま　
容量／15リットル

TKR80598
ジバニャン ブローイングタイプ

TKR02028
くまモン
ブローイングタイプ　 
サイズ／17cm×25cm

SAG01466
 くまモンのふうせん
ロット／10枚
サイズ／16cm×44cm

SAG02479
45cmUFO いちごキティ　
容量／15リットル

SAG02477
45cmUFO マイメロディ　
容量／15リットル

ふ
う
せ
ん

の
ぼ
り
旗
は

P125へ

くまモンの
台紙付き

容量／15リットル

KIS62954
45cm UFO風船
ミッフィー

TKR80616
仮面ライダーエグゼイド
ブローイング
サイズ／19cm×18cm、スティック約30cm

TKR80621
宇宙戦隊キュウレンジャー
ブローイング 
サイズ／19cm×18cm、スティック約30cm

TKR80623
キラキラ☆プリキュア
アラモードブローイング 
サイズ／19cm×18cm、スティック約30cm
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ヘリウムバルーンのふくらませ方 

1

1

元栓を反時計回りに回して開けます。
※非常に硬いのでご注意ください。

2

2

バルーンの注入口にノズルを入れて漏れないように
手でしっかりと固定します。

3

3

ノズルを曲げるとガスが出ます。
※使い終わったら元栓を閉めてください。

※イラストはフィルムバルーンのイメージです。

レンタルヘリウムガスボンベでふくらませる場合

使い捨てヘリウムガスボンベでふくらませる場合

ポンプ・ブロア

ヘリウムガス各種 補充用ガス

BOXタイプヘリウムガスボンベヘリウムガスボンベ

ボンベのフタは反時計回りに回して外し、ノズルの
取り付けも反時計回りに回してはめてください。
（外す際は時計回りです）

元栓を反時計まわりに回して開けてください。
バルーンの注入口にノズルを入れて漏れないように
手でしっかりと固定します。

ノズルとバルーンをしっかり固定したまま、蛇口を
反時計回りに回してガスを入れます。
※使い終わったらノズルだけではなくボンベの元栓も閉めて
　ください。

ノズル付ノズル無し

①
②

バルーンタイム
バルーンタイムおよび補充填用ヘリウムガスは使用後は
各自治体の規定に沿って処分破棄してください注意

水ヨーヨー
対応タイプ

水ヨーヨー
対応タイプ

※この商品はひとつの風船を
　膨らませることはできません。
　あくまでも補充用です。

※ヘリウムガスは使用される際の気温に左右されやすい気体なので、上記はあくまでも目安です。上記数量を保証するものではありません。

ボンベ
貸し出し
期間

容量 36ｃｍミニUFO
バルーンタイム（小）
バルーンタイム（中）
バルーンタイム（大）
3000リットルヘリウムガスボンベ
7000リットルヘリウムガスボンベ

120ℓ
230ℓ
400ℓ
3000ℓ
7000ℓ

約11個
約23個
約45個
約360個
約800個

45ｃｍUFO
約5個
約11個
約20個
約170個
約400個

10インチゴム風船
約9個
約17個
約30個
約260個
約600個

ヘリウムガス必要量早見表

買取り

押しても
引いても
出ます。

押しても
引いても
出ます。

デ
コ
バ
ル
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ン

で
も
使
用
可

足
押
し
タ
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プ
で

風
量
大

足
押
し

タ
イ
プ
の
定
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2WAY 2WAY

ロット／1個　商品サイズ／２９cｍ 

PIN31095
ハンドエアーインフレーター
（ライムグリーン）

ロット／1本　容量／11.6リットル

② HUK06330
ふわふわ缶

ロット／1本　容量／4.8リットル

① HUK06350
ふわふわ缶ミニ

ロット／1本　商品サイズ／３８cｍ

SZKVY20308
透明ポンプ

ロット／1個　商品サイズ／Φ約4cm

SZKVY63111
透明ポンプ用パッキン

ロット／1個
サイズ／Φ10×38cm

MCN30020
ダブルアクション
ポンプ（2WAYポンプ）

ロット／1本　商品サイズ／２９cｍ

SZKVY20301
らくらくポンプ

ロット／1個

MCN30040
フットポンプ

ロット／1個

MCN30030
スーパーポンプ

ロット／1個 　消費電力／650W

TKG69115
ハンディブロアー

ロット／1台 　サイズ／20×15.5×16.5cm
消費電力/680w

BSH23268
エレクトリックブロアー（B362）

ロット／1個　商品サイズ／27cm

STM23396
スマート2WAYポンプ

ロット／1個　商品サイズ／29.5cm

BSH22906
レギュラー２WAYポンプ

ロット／1本
※10インチ風船約9個分、インフレーター付

HUG70121
バルーンタイム（小）120リットル

ロット／1本
※10インチ風船約17個分、インフレーター付

HUG70051
バルーンタイム（中）230リットル

ロット／1本
※10インチ風船約30個分、インフレーター付

HUG70041
バルーンタイム（大）400リットル

ロット／1本
サイズ／約102×Φ19cm
重さ／約23kg
容量／3000リットル

ヘリウムガスボンベ
3000リットル
（1ヶ月レンタル）

HUB101203
※沖縄、離島は
　 別途見積もり

HUB101202
※北海道
（一部地域を除く）

HUB101201
※本州、四国、九州
（一部地域を除く）

ロット／1本
サイズ／約152×Φ23cm
重さ／約60kg
容量／7000リットル

ヘリウムガスボンベ
7000リットル
（3ヶ月レンタル）

HUB101104
※沖縄、離島は別途見積もり

HUB101103
※北海道
（一部地域を除く）

HUB101102
※九州・東北
（一部地域を除く）

HUB101101
※本州、四国
（一部地域を除く）

全国各地運送可
※一部地域を除く。

※ヘリウムガスボンベレンタルは別途
　「高圧ガス容器使用に関する契約」を
　結ぶ必要があります。

ヘリウムガス返却についてのご注意！
ヘリウムガスご返却の際には、備え付けの「返却用送り状」を
必ずご使用いただきますようよろしくお願いいたします。

ヘリウムガスの価格の中には、ヘリウムボンベ本体の代金は含まれておりません。レンタル期間は7000リットル：
3ヵ月、3000リットル：1ヵ月となっております。万一紛失されましたり、レンタル期間を超えても返却されない
場合、弁償金、延滞金の請求が発生いたします。ご注意ください。
※返却時、ヘリウムガスキャップ部分の紛失にはくれぐれもお気をつけください。万一紛失されますと別途弁償
金が発生いたします。※納入地域によって運送日数が異なります。納期には余裕をもってご発注ください。

1ヶ月間
レンタル
可能

小さい万能タイプ
押しても引いても出ます。

スポットで使うだけならレンタルで！
2回以上使うなら買取りがお得です！

レンタルヘリウムガスをご利用に
なる際は必ず必要となります。注意

レンタル

ロット／1個

HUG10118
ハンドタイトニードル弁

買取り

ロット／1個

HUG10081
ハンドタイトニードル弁

※注入器具のレンタル期間はボンベのレンタル
　期間と同じです。

持ち運びやすいＢＯＸタイプ

仕様／ノズル無し　高さ／103cm　重量／30kg

AGA21001
ヘリウムガスボンベ（ノズル無し）
3000リットルBOXタイプ（引き取り）
AGA21011
ヘリウムガスボンベ（ノズル無し）
3000リットルBOXタイプ（発送）

仕様／ノズル付　高さ／103cm　重量／30kg

AGA21003
ヘリウムガスボンベ（ノズル付）
3000リットルBOXタイプ（引き取り）
AGA21013
ヘリウムガスボンベ（ノズル付）
3000リットルBOXタイプ（発送）

トリガー
タイプ

透明ポンプ専用の
パッキンです。


