
すくいアクセサリー　キャラクター人形すくい　キャラクターぷかぷかすくい
キラピカすくい　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 すくいアクセサリー　キャラクター人形すくい　キャラクターぷかぷかすくい

キラピカすくい　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

2423 ●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

すくいアクセサリー

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

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！！

やぶれな
い

ネットタ
イプ

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

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。
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すくいアクセサリー　キャラクター人形すくい　キャラクターぷかぷかすくい
キラピカすくい　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　キャラクターぷかぷかすくい
キラピカすくい　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
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キャラクター人形すくいセット

キャラクター人形すくい

ロット

1セット

ロット

10個

ロット

10個サイズ／4～5㎝サイズ／4～5㎝

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

DICNS59622
アンパンマン

DICNS59623
ばいきんまん

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

DICNS50846
仮面ライダービルド
仮面ライダーローグ

DICNS50328
ドラえもん

DICNS50329
ドラミ

DICNS50460
仮面ライダー1号

DICNS50758
ガラピコぷ～ ガラピコ

DICNS50756
ガラピコぷ～ チョロミー

DICNS50757
ガラピコぷ～ ムームー

DICNS50676
妖怪ウォッチ ジバニャン

DICNS50719
妖怪ウォッチ ウィスパー

DICNS50680
妖怪ウォッチ コマじろう

DICNS50767
おそ松さん 一松

DICNS50720
妖怪ウォッチ USAピョン

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

DICNS50768
おそ松さん 十四松

DICNS50769
おそ松さん トド松

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

DICNS50748
リルリルフェアリル 
ローズ

DICNS50838
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

DICNS50839
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

DICNS50841
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

DICNS50842
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

DICNS50840
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

DICNS50843
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

DICNS50832
HUGっと！プリキュア
キュアエール

DICNS50834
HUGっと！プリキュア
キュアエトワール

DICNS50835
HUGっと！プリキュア
はぐたん

DICNS50833
HUGっと！プリキュア
キュアアンジュ

DICNS50819
仮面ライダービルド 
ラビットタンクフォーム

DICNS50821
仮面ライダービルド 
ブラッドスターク

DICNS50783
ポケットモンスター 
サン＆ムーン
ニャビー

DICNS50811
ミラクルちゅーんず! 
くらのすけ

DICNS50810
ミラクルちゅーんず! 
ポップン

DICNS50809
ミラクルちゅーんず! 
ロッキー

DICNS50824
仮面ライダービルド 
仮面ライダークローズ

DICNS50782
ポケットモンスター 
サン＆ムーン
モクロー

DICNS50784
ポケットモンスター 
サン＆ムーン 
アシマリ

DICNS50750
スナックワールド 
チャップ

DICNS50785
ポケットモンスター 
サン＆ムーン
イワンコ

DICNS50751
スナックワールド 
ぺペロン

DICNS50752
スナックワールド 
マヨネ

DICNS50820
仮面ライダービルド 
ナイトローグ

DICNS50825
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

KISNS63258
仮面ライダービルドセット(8種・8個)

KISNS63256
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個)

KISNS63255
アンパンマンセット(10種・10個)

KISNS63257
HUGっと！プリキュアセット(4種・8個)

DICNS50844
仮面ライダービルド
仮面ライダー
クローズチャージ

DICNS50845
仮面ライダービルド
仮面ライダーグリス

セット内容：
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個

セット内容：
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個

セット内容：
アンパンマン、ばいきんまん、
メロンパンナ、ジャムおじさん、
ショクパンマン、カレーパンマン、
おむすびまん、ドキンちゃん、
コキンちゃん、あかちゃんまん　
各1個

セット内容：
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2個

DICNS50679
妖怪ウォッチ コマさん

DICNS50678
妖怪ウォッチ ブシニャン

DICNS50721
妖怪ウォッチ ダイヤニャン

各キャラクター1個ずつで
詰め合わせたセットです。

各キャラクター2個ずつで
詰め合わせたセットです。

各キャラクター1個ずつで
詰め合わせたセットです。

各キャラクター1個ずつで
詰め合わせたセットです。



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　キャラクターぷかぷかすくい
キラピカすくい　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　キャラクターぷかぷかすくい
キラピカすくい　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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KISNS62169
すくって！キラピカマウス
サイズ／2.2cｍ 

KISNS62168
すくって！キラピカメロディー
サイズ／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 

キャラクターぷかぷかすくい

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）

DICNS59601
初代ウルトラマン

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

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

ITONS61329
ハートキティアソート
（5種アソート）

ITONS62494
ぐでたま

DICNS50722
ドラゴンボール超 
超サイヤ人ゴッドSS孫悟空

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

DICNS50771
プラレール Ｈ５系 
はやぶさ （北海道新幹線）

ITONS62955
花キティ（2種アソート）

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

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

KISNS60940
すくって！キラピカコイン
サイズ／3.5cｍ

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

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

KISNS62238
すくって！キラピカ小判
サイズ／5×3cm

KISNS62771
すくって！キラピカアニマルコイン
サイズ／3×4.5cm

DICNS50777
スターウォーズ BB-8

DICNS50778
スターウォーズ R2-D2

DICNS50776
スターウォーズ 
ストームトルーパー

DICNS50775
スターウォーズ 
ダースベイダー

DICNS50761
タイムボカン２４ トキオ

DICNS50762
タイムボカン２４ カレン

DICNS50763
タイムボカン２４ メカブトン

DICNS50818
ウルトラマンジード 
プリミティブ

DICNS80632
キャラクターぷかぷかすくい 
ウルトラマンシリーズ ウルトラマン

DICNS80633
キャラクターぷかぷかすくい 
ウルトラマンシリーズ バルタン星人

・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

200個
100本

1個
1個
10個

・2畳用
 レジャーシート
・金魚袋(星柄)

1枚
100枚

★
付
属
一
覧
で
す

これ1セットで
キラピカすくいが
楽しめます。

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
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すくいアクセサリー　キャラクター人形すくい　キャラクターぷかぷかすくい
キラピカすくい　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　キャラクターぷかぷかすくい
キラピカすくい　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

すくって！シリーズ（キッシーズオリジナルすくい）

縁日すくい

笛付すくい

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

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 

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

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

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

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！

OISNS81640
やわらか昆虫
ロット／100個　サイズ／1×4×5cm

SYDNS26194
ぷかぷかカラフル水ヨーヨー
ロット／50個　サイズ／4×4.5cm

SYDNS25910
ファンシードーナツ
ロット／48個　サイズ／4×1.5×4cm

SYDNS26509
ぷかぷかかわいい猫ちゃん'S
ロット／50個　サイズ／3×4.5×4.5cm

WDLNS73173
フローティングかめ
ロット／100個　サイズ／4×3cm

首・足・
しっぽが
動きます

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

女の子に人気！
柔らか素材の
5種8色アソート

プニプニとした柔らかい素材でできた、
カメのすくい人形です。 

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 

笛付
握るとピーピー
なるよ！

笛付
握るとピーピー
なるよ！

KISNS63223
すくって！もちもちおでん(5種アソート)
ロット／50個　サイズ／3~5×2~5cm

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

ずっと触っていたくなる
モチモチ触感！！

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

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

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

水面から顔を出して
浮かびます

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



●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

31 32

すくいアクセサリー　キャラクター人形すくい　キャラクターぷかぷかすくい
キラピカすくい　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　キャラクターぷかぷかすくい
キラピカすくい　縁日すくい　笛付すくい　光るすくい　スーパーボール

笛付すくい 光るすくい

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

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

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

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

SYDNS26473
ぷかピカフラッシュ
アニマルズ
ロット／50個
サイズ／3×3.5×2.5cm

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

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

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

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

OISNS82148
ピカピカジャンボクラゲさん
ロット／24個　サイズ／3.8×3.5×3.5cm

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

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

TMYNS50008
笛付きサメさん
ロット／50個　サイズ／3.7×3.7×4.5cm

TMYNS00293
笛付きエイさん
ロット／50個　サイズ／4.6×2.3×4.4cm

ピカピカジャンボシリーズの
可愛いくらげが新登場



●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

33 34

すくいアクセサリー　キャラクター人形すくい　キャラクターぷかぷかすくい
キラピカすくい　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　キャラクターぷかぷかすくい
キラピカすくい　縁日すくい　笛付すくい　光るすくい　スーパーボール

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

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。

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

※内容は毎回変わります。セットに含まれないボールサイズもございます。金魚袋の柄は選べません。

KISSB62848
1000入 
キッシーズスペシャル
ロット／1袋
サイズ／18mm、22mm、27mm、32mm、38mm、45mmのランダムアソート 
金魚袋サイズ／18×14cm

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

※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

MRGSB02750
50入　
スーパーバウンドボールアソート
ロット／1袋
サイズ／22mm18個、27mm30個、
32mm2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袋
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。 ※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

1000個入

1000個入

500個入

25個入

200個入

100個入

100個入

100個入

100個入 50個入

100個入

300個入 300個入 300個入

★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

大小さまざまな人気商品を取り混ぜにした
とってもお得なアソートセットです。
おまけで金魚袋(小)が100枚ついてきます。



●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

35 36

すくいアクセサリー　キャラクター人形すくい　キャラクターぷかぷかすくい
キラピカすくい　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　キャラクターぷかぷかすくい
キラピカすくい　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

---
---
---

---OISSB8184025個45mm

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
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。

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

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

KISSB61083

ホワイトスポット

25個45mm
サイズ 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

KISSB61088

アース

25個45mm
サイズ 商品コードロット

KISSB61094

3Ｄワイルドアニマル

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

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

カラフルスイカ

50個30mm
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

OISSB82061

カラフルたまご

25個45mm
サイズ 商品コードロット

OISSB82066

 ゴージャスラメ

100個 27mm
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

OISSB81531

サッカー

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

KISSB61099

3Ｄダイナソー

25個45mm
サイズ 商品コードロット

KISSB61100

3Ｄフィッシュ

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

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

KISSB62173

カラフルどうぶつ

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

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

※写真は原寸大です


