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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
。

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！

飛び出す

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 飛び出す

飛び出す

飛び出す飛び出す
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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。

飛び出す

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 飛び出す

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 飛び出す

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 飛び出す

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

飛び出す

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 飛び出す

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

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

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 飛び出す

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 飛び出す

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 飛び出す

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。

飛び出す

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

飛び出す
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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フェイス＆ボディペイント

POLEV88107
特色6色＋デコペンセット
ロット／3個
Pサイズ／7×19×1.5cm

POLEV88106
基本6色＋デコペンセット
ロット／3個
Pサイズ／7×19×1.5cm

デコペン＋2㎖ 6色
・ピンク    ・ターコイズ
・オレンジ  ・パープル
・ライムグリーン
・チョコブラウン

POLEV88108
蛍光6色＋デコペンセット
ロット／3個
Pサイズ／7×19×1.5cm

デコペン＋2㎖ 6色
・蛍光レッド   ・蛍光ピンク
・蛍光オレンジ
・蛍光パープル
・蛍光イエロー ・蛍光グリーン

POLEV88212
ミラクルペイント
血のりセット
ロット／3個
Pサイズ／7.5×15×1.5cm

POLEV88056
ミラクルペイント 
チューブタイプ（2ml） ブラック

ロット／3個　Pサイズ／4.5×10×1.5cm
容量／2ml×1本入

POLEV88067
ミラクルペイント 
チューブタイプ（2ml） ホワイト

ロット／3個　Pサイズ／4.5×10×1.5cm
容量／2ml×1本入

POLEV88064
ミラクルペイント 
チューブタイプ（2ml） レッド

ロット／3個　Pサイズ／4.5×10×1.5cm
容量／2ml×1本入

POLEV88058
ミラクルペイント 
チューブタイプ（2ml） ブルー

ロット／3個　Pサイズ／4.5×10×1.5cm
容量／2ml×1本入

POLEV88059
ミラクルペイント 
チューブタイプ（2ml） グリーン

ロット／3個　Pサイズ／4.5×10×1.5cm
容量／2ml×1本入

POLEV88062
ミラクルペイント 
チューブタイプ（2ml） イエロー

ロット／3個　Pサイズ／4.5×10×1.5cm
容量／2ml×1本入

POLEV88066
ミラクルペイント 
チューブタイプ（2ml） ピンク

ロット／3個　Pサイズ／4.5×10×1.5cm
容量／2ml×1本入

POLEV88065
ミラクルペイント 
チューブタイプ（2ml） パープル

ロット／3個　Pサイズ／4.5×10×1.5cm
容量／2ml×1本入

POLEV88041
ミラクルペイント 
チューブタイプ（2ml） 蛍光パープル

ロット／3個　Pサイズ／4.5×10×1.5cm
容量／2ml×1本入

POLEV88045
ミラクルペイント 
チューブタイプ（2ml） 蛍光グリーン

ロット／3個　Pサイズ／4.5×10×1.5cm
容量／2ml×1本入

POLEV88047
ミラクルペイント 
チューブタイプ（2ml） 蛍光イエロー

ロット／3個　Pサイズ／4.5×10×1.5cm
容量／2ml×1本入

POLEV88063
ミラクルペイント 
チューブタイプ（2ml） オレンジ

ロット／3個　Pサイズ／4.5×10×1.5cm
容量／2ml×1本入

POLEV88060
ミラクルペイント 
チューブタイプ（2ml） ライムグリーン

ロット／3個　Pサイズ／4.5×10×1.5cm
容量／2ml×1本入

POLEV88061
ミラクルペイント 
チューブタイプ（2ml） ターコイズ

ロット／3個　Pサイズ／4.5×10×1.5cm
容量／2㎖×1本入

POLEV88057
ミラクルペイント 
チューブタイプ（2ml） チョコブラウン

ロット／3個　Pサイズ／4.5×10×1.5cm
容量／2ml×1本入

POLEV88046
ミラクルペイント 
チューブタイプ（2ml） 蛍光レッド

ロット／3個　Pサイズ／4.5×10×1.5cm
容量／2ml×1本入

POLEV88044
ミラクルペイント 
チューブタイプ（2ml）  蛍光ピンク

ロット／3個　Pサイズ／4.5×10×1.5cm
容量／2ml×1本入

POLEV88043
ミラクルペイント 
チューブタイプ（2ml）  蛍光オレンジ

ロット／3個　Pサイズ／4.5×10×1.5cm
容量／2ml×1本入

チューブタイプ2㎖
・ブラック×1本
・レッド×1本
・描き方ヒント集つき

POLEV88077
スポーツ応援アソート
ロット／2個　Pサイズ／7×10×0.2cm
アソート10枚組（5種類×2枚）

POLEV88086
どうぶつアソート
ロット／2個　Pサイズ／7×10×0.2cm
アソート10枚組（5種類×2枚）

POLEV88088
ちいさないきものアソート
ロット／2個　Pサイズ／7×10×0.2cm
アソート10枚組（5種類×2枚）

POLEV88093
冬アソート
ロット／2個　Pサイズ／7×10×0.2cm
アソート10枚組（5種類×2枚）

POLEV88083
まんがアソート
ロット／2個　Pサイズ／7×10×0.2cm
アソート10枚組（5種類×2枚）

POLEV88089
くだものアソート
ロット／2個　Pサイズ／7×10×0.2cm
アソート10枚組（5種類×2枚）

POLEV88094
ハロウィンアソート
ロット／2個　Pサイズ／7×10×0.2cm
アソート10枚組（5種類×2枚）

POLEV88085
うちゅうアソート
ロット／2個　Pサイズ／7×10×0.2cm
アソート10枚組（5種類×2枚）

POLEV88090
春（花）アソート
ロット／2個　Pサイズ／7×10×0.2cm
アソート10枚組（5種類×2枚）

POLEV88078
宴会アソート
ロット／2個　Pサイズ／7×10×0.2cm
アソート10枚組（5種類×2枚）

POLEV88087
うみのいきものアソート
ロット／2個　Pサイズ／7×10×0.2cm
アソート10枚組（5種類×2枚）

POLEV88091
夏アソート
ロット／2個　Pサイズ／7×10×0.2cm
アソート10枚組（5種類×2枚）

POLEV88095
クリスマスアソート
ロット／2個　Pサイズ／7×10×0.2cm
アソート10枚組（5種類×2枚）

POLEV88092
秋アソート
ロット／2個　Pサイズ／7×10×0.2cm
アソート10枚組（5種類×2枚）

POLEV88084
のりものアソート
ロット／2個　Pサイズ／7×10×0.2cm
アソート10枚組（5種類×2枚）

POLEV88079
パーティーアソート
ロット／2個　Pサイズ／7×10×0.2cm
アソート10枚組（5種類×2枚）

POLEV88080
バースデーアソート
ロット／2個　Pサイズ／7×10×0.2cm
アソート10枚組（5種類×2枚）

POLEV88081
プリンセスアソート
ロット／2個　Pサイズ／7×10×0.2cm
アソート10枚組（5種類×2枚）

POLEV88082
セクシーアソート
ロット／2個　Pサイズ／7×10×0.2cm
アソート10枚組（5種類×2枚）

OGWEV06170
FunnyArt
（ファニーアート）
ラメ
ロット／3個　
Pサイズ／7×15×2cm
本体サイズ／Φ1.5×8cm
容量／6ml

OGWEV06164
FunnyArt
（ファニーアート） 
ブラック
ロット／3個　
Pサイズ／7×15×2cm
本体サイズ／Φ1.5×8cm
容量／6ml

OGWEV06165
FunnyArt
（ファニーアート）
オレンジ
ロット／3個　
Pサイズ／7×15×2cm
本体サイズ／Φ1.5×8cm
容量／6ml

OGWEV06166
FunnyArt
（ファニーアート）
蛍光イエロー
ロット／3個　
Pサイズ／7×15×2cm
本体サイズ／Φ1.5×8cm
容量／6ml

OGWEV06167
FunnyArt
（ファニーアート） 
ホワイト
ロット／3個　
Pサイズ／7×15×2cm
本体サイズ／Φ1.5×8cm
容量／6ml

OGWEV06168
FunnyArt
（ファニーアート） 
グリーン
ロット／3個　
Pサイズ／7×15×2cm
本体サイズ／Φ1.5×8cm
容量／6ml

OGWEV06169
FunnyArt
（ファニーアート）
ブルー
ロット／3個　
Pサイズ／7×15×2cm
本体サイズ／Φ1.5×8cm
容量／6ml

OGWEV06163
FunnyArt
（ファニーアート） 
レッド
ロット／3個　
Pサイズ／7×15×2cm
本体サイズ／Φ1.5×8cm
容量／6ml

ステンシルシール

Funny Art（ファニーアート）

これがあれば簡単にペイントが可能！抜き型シール(ステンシル)

はがせるボディペイント 商品特性/ラテックスフリーの日本製です。
乾くと発色します。保湿剤入りなのでつっぱりません。ハケ付きで塗りやすい!

少量でおためしにも！チューブタイプ(2ｍｌ)

ミラクルペイント 手軽にはじめられるクイックペイントセット
デコペン＋2㎖ 6色
・レッド　  ・ホワイト
・ブラック  ・ブルー
・イエロー ・グリーン
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抽選器

フックに
マグネットが
付いています。

イベントゲーム

ビンゴ用品

サイコロ

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。

コルクガン専用のコルク玉です。射的銃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！

紐の束から1本選んで引くくじのキットです。
紐のS管に景品を引っかけて使用します。

＜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　※色は選べません

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！

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

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
商品サイズ／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

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

タ
オ
ル
地
の
た
め
、

手
触
り
が
よ
く

ケ
ガ
の
危
険
性
が

少
な
い

ロット

1個
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イベント盛り上げグッズ

表裏

マスクくじ紙・抽選箱

職
人
さ
ん
に
よ
る

手
作
り
品
。

鳴
り
音
が
違
い
ま
す
。

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

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ボックス
ロット／1個
サイズ／28×28×28cm、穴Φ9cm

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

取り
寄せ

取り
寄せ

取り
寄せ

取り
寄せ

着ぐるみ

内容
・カツラ1個
・ヒゲ用ペイント1個

硬質タイプ

OGWEV06135
COLLECTORS MASK 
ダース・ベイダー
ロット／1個　Pサイズ／34.2×36.4×32.8cm

硬質タイプ

OGWEV06137
COLLECTORS MASK 
ストームトルーパー
ロット／1個　Pサイズ／31×41×24cm

OGWEV06117
なりきりマスク ダースモール
ロット／1個　Pサイズ／25×38×13cm

OGWEV06119
なりきりマスク ヨーダ
ロット／1個　Pサイズ／33×38×15cm

OGWEV06140
ものまねマスク Mr.トランプ
ロット／1個　Pサイズ／30×35×10cm

OGWEV06148
なりきりWIG パンチ太郎
ロット／1個　Pサイズ／30×32×3cm

OGWEV06151
ものまねマスク 頑張れ小池さん
ロット／1個　Pサイズ／約30×35×10cm

OGWEV06154
バブリーねぇさん
ロット／1個　Pサイズ／約30×35×10cm
フェイスマスクは、ハーフサイズのマスクです。
後ろにはゴムひもが付いております。
※ウィッグ・小物は付属しておりません  

OGWEV06155
Mr.トド
ロット／1個　Pサイズ／約30×35×10cm
フェイスマスクは、ハーフサイズのマスクです。
後ろにはゴムひもが付いております。
※ウィッグ・小物は付属しておりません  

OGWEV06156
キャリアウーマン
ロット／1個　Pサイズ／約30×35×10cm
フェイスマスクは、ハーフサイズのマスクです。
後ろにはゴムひもが付いております。
※ウィッグ・小物は付属しておりません  



●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。 122121

 イベントパーティー用品  イベントパーティー用品クラッカー　フェイス&ボディペイント　イベントゲーム　抽選器　ビンゴ用品　サイコロ　くじ紙・抽選箱　イベント盛り上げグッズ
　着ぐるみ　マスク　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　フェイス&ボディペイント　イベントゲーム　抽選器　ビンゴ用品　サイコロ　くじ紙・抽選箱　イベント盛り上げグッズ　
着ぐるみ　マスク　はっぴ　イベント用品　イベント装飾　エアPOP・のぼり

はっぴ

五色鶴おはながみ

イベント用品

イベント装飾

五色鶴おはながみ

手拭、帯付
き！

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80cm 約66cm

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

720㎝ 540㎝ 360㎝

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
※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）

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）
衿に小は「若連」大は「御祭礼」の文字が入ります。

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）

布製の本格的な
紅白幕です！

これ一つで
会場が華やかに！

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

TKEEV60772
祭りうちわ（中）
ロット／12本
サイズ／約34×約23cm

※ジャバラ状で
　半分に縮みます

AYKEV60775
ポリ提灯（ピンク白）
ロット／1個
サイズ／Ф20×24cm

TKEEV60773
祭りうちわ（小）
ロット／12本
サイズ／約24×約15.5cm

KIS23819
エアブロウ ウェルカムアーチ
ロット／1個　商品サイズ／500×280×100cm　
仕様／ライト計4個　生地／ポリエステル　消費電力／50W

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

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
　

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。

※ジャバラ状で
　半分に縮みます

AYKEV60774
ポリ提灯（紅白）
ロット／1個
サイズ／Ф20×24cm

SMSEV63277
ビニール紅白幕
ロット／1枚　サイズ／40×360cm

送風機でふくらませる
エアディスプレイエアブロウ
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 イベントパーティー用品 クラッカー　フェイス&ボディペイント　イベントゲーム　抽選器　ビンゴ用品　サイコロ　くじ紙・抽選箱　イベント盛り上げグッズ　
着ぐるみ　マスク　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

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)Φ35×60cm

HANEV80201
POP風船「氷」
ロット／1個
本体サイズ／(膨らまし後)Φ35×60cm

エアＰＯＰ・のぼり

発送まで

KISVN63263
メガPOP まぐろ
ロット／1個　
商品サイズ／全長約100cm
Pサイズ／23×39cm　※ゴムひも付き

KISVN63264
メガPOP たこ大将
ロット／1個
商品サイズ／全長約100cm
Pサイズ／23×39cm
※ゴムひも付き

KISVN63265
メガPOP 骨付き肉
ロット／1個　商品サイズ／全長約100cm
Pサイズ／23×39cm　※ゴムひも付き


