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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

キャラクターおめんセット

DICOM21023
ポケットモンスター サン＆ムーン
ピカチュウ

キャラクターおめん
ロット

6枚

ロット

1セット

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

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

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

LBRKJ01031
プチ水ピスあつめるんです(60回分)
ＢＯXサイズ／23×21×21cm

水につけると
大きくなるよ！

金色のカプセルを引いたら当たり！
大きい水てっぽうをプレゼント☆

空のカプセル、
ガチャコロの本体は
P74へ

DICOM21099
快盗戦隊ルパンレンジャーVS
警察戦隊パトレンジャールパンレッド

DICOM21100
快盗戦隊ルパンレンジャーVS
警察戦隊パトレンジャールパンブルー

DICOM21101
快盗戦隊ルパンレンジャーVS
警察戦隊パトレンジャールパンイエロー

DICOM21102
快盗戦隊ルパンレンジャーVS
警察戦隊パトレンジャーパトレン1号

DICOM21103
快盗戦隊ルパンレンジャーVS
警察戦隊パトレンジャーパトレン2号

DICOM21104
快盗戦隊ルパンレンジャーVS
警察戦隊パトレンジャーパトレン3号

DICOM21090
HUGっと！プリキュア
キュアエール

DICOM21091
HUGっと！プリキュア
キュアアンジュ

DICOM21092
HUGっと！プリキュア
キュアエトワール

DICOM21093
HUGっと！プリキュア
はぐたん

DICOM21087
仮面ライダービルド 
ラビットタンクスパークリングフォーム

DICOM21105
仮面ライダービルド
仮面ライダークローズチャージ

DICOM21106
仮面ライダービルド
仮面ライダーグリス

DICOM21112
仮面ライダービルド
仮面ライダーローグ

DICOM21086
仮面ライダービルド 
仮面ライダークローズ

DICOM21080
仮面ライダービルド 
ラビットタンクフォーム

DICOM21081
仮面ライダービルド 
ナイトローグ

DICOM21084
仮面ライダービルド ブラッドスターク

KISOM63252
快盗戦隊ルパンレンジャーVS
警察戦隊パトレンジャーセット
（6種・6枚）

KISOM63253
HUGっと！プリキュアセット
（4種・4枚）

・ルパンレッド
・ルパンブルー
・ルパンイエロー
・パトレン1号
・パトレン2号
・パトレン3号　各1枚

・アンパンマン　　
・ばいきんまん
・ドキンちゃん　　 
・ショクパンマン
・カレーパンマン　 
・メロンパンナ
・あかちゃんまん　 
・コキンちゃん
・ロールパンナ
　　　　各1枚

KISOM63254
仮面ライダービルドセット
（8種・8枚）

KISOM63251
アンパンマンセット
（9種・9枚）

・ラビットタンクフォーム
・ナイトローグ　
・ブラッドスターク
・ラビットタンク
 スパークリングフォーム
・クローズ    　
・クローズチャージ
・グリス　　　 
・ローグ　 　　  各1枚

・キュアエール
・キュアアンジュ
・キュアエトワール
・はぐたん　　　　各1枚

各キャラクター1枚ずつで詰め合わせたセットです。
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DICOM20658
アンパンマン

DICOM20010
ショクパンマン

DICOM20659
ばいきんまん

DICOM20012
カレーパンマン

DICOM20611
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

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

ITOOM62488
ピアノちゃん

ITOOM62470
ぐでたま

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

ITOOM60654
加トちゃん

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）

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

DICOM20013
ロールパンナ

DICOM20929
妖怪ウォッチ USAピョン

ITOOM62486
マイメロディ ティアラ

ITOOM62808
かんざしキティ

ITOOM62957
ハミングミント

ITOOM62958
シナモロール（2色アソート）

ITOOM62974
めろぉ

ITOOM62976
お祭りララ

ITOOM62977
ララ

ITOOM62978
てのりぐま

ITOOM62979
おまつりけろっぴ

ITOOM62980
ウサハナ

ITOOM62975
リボンマイメロディ（2柄アソート）

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

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

DICOM21082
カードキャプターさくら 
クリアカード編 木之本 桜　

DICOM21083
カードキャプターさくら 
クリアカード編 ケロちゃん

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

キャラクターおめん

DICOM21009　
スター・ウォーズ ストームトルーパー

DICOM21008
スター・ウォーズ ダース・ベイダー

DICOM21078
ウルトラマンジード

DICOM20981
スナックワールド チャップ

ITOOM63226
こち亀両さん（2色アソート）

DICOM21055
リルリルフェアリル りん

DICOM21085
シンカリオンE5はやぶさ

ITOOM63270
モップ

ITOOM63269
ラッキーパワーキティ（2色アソート）

ITOOM63271
クロミ

ロット

6枚

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
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かつら

民芸おめんおめん

豆おめん

プラかつら

DICOM90260
小面（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）

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

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）

DICOM20965
天狐（パッケージタイプ）

ITOOM62983
桃太郎

ITOOM62981
おわらい

ロット

6枚
ロット

1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

ロット

25枚

ITOOM63227
ひょっとこ（3色アソート)

DICOM21064
おめん七福神
大黒天(パッケージタイプ)

DICOM21062
おめん七福神
恵比寿(パッケージタイプ)

DICOM21066
おめん七福神
毘沙門天(パッケージタイプ)

DICOM21068
おめん七福神
福禄寿(パッケージタイプ)

DICOM21070
おめん七福神
寿老人(パッケージタイプ)

DICOM21072
おめん七福神
布袋尊(パッケージタイプ)

DICOM21074
おめん七福神
弁財天(パッケージタイプ)

DICOM21057
狐面（桜模様/白）（パッケージタイプ）

DICOM21059
狐面（桜模様/赤）（パッケージタイプ）

DICOM21014
般若（赤）（パッケージタイプ）

DICOM21016
烏天狗（パッケージタイプ）

DICOM21098
狐面（半面）（パッケージタイプ）

DICOM21097
黒狐（パッケージタイプ）


