ジュエルアイス

約3〜5ｃｍ
前後

Kishiʼs eセット ダイヤモンド ロック 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 クラッシュアイス

ABSゴールドラッシュの、
注 意 内容量は800gになっています。

ABS

KISJI62651

ジュエルアイス ABSゴールドラッシュ(800g)

ABSミニボトルMIXの、内容量は
注 意 800gになっています。

KISJI62652

ジュエルアイス ABSミニボトルMIX(800g)

ロット

水に

メガPOPシリーズ 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 キャラクタービニール玩具

1袋

浮きません

ビニール玩具

ABSベルMIXの、内容量は
注 意 800gになっています。

KISJI62653

ジュエルアイス ABSベルMIX(800g)

クラッシュアイス
注意

インゴットシルバーの、内容量は
800gになっています。

FSAJI61773

注意

インゴットゴールドの、内容量は
800gになっています。

FSAJI61772

クラッシュアイスインゴットシルバー（800g） クラッシュアイスインゴットゴールド
（800g）

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)

FSAJI61769

クラッシュアイスマウスリングパール(1kg)

FSAJI61752

クラッシュアイス貝マリン(1kg)

FSAJI62639

クラッシュアイスフラットマウストロピカル(1kg)

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)

FSAJI61751

クラッシュアイス貝トロピカル(1kg)

FSAJI61765

クラッシュアイスバラレッド(1kg)

メガPOPシリーズ

FSAJI61928

クラッシュアイス四葉のクローバーグリーン(1kg)

FSAJI61756

クラッシュアイスハートレッド (1kg)

FSAJI61766

クラッシュアイスバラピンク系ミックス(1kg)

KISVN63263
ロット／1個

FSAJI62635

クラッシュアイスダイヤリング10カラー(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)

FSAJI62632

クラッシュアイスクイーンフラワーマリン(1kg)

FASJI56560

クラッシュアイス数字&アルファベット
10カラー(1kg)

FSAJI61749

クラッシュアイスイルカマリン(1kg)

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

商品サイズ／全長約100cm

メガPOP まぐろ
Pサイズ／23 39cm
※ゴムひも付き

FSAJI61750

クラッシュアイスイルカトロピカル(1kg)

FASJI55571

クラッシュアイスサイコロマリン(80個入)

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
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
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数 量
約365
約340
約245
約245
約245
約195

貝トロピカル
ハートレッド
マウスリングパール
フラットマウストロピカル
バラレッド
バラピンク系ミックス
ダイヤリング10カラー

約195
約220
約390
約320
約280
約280
約210

クイーンフラワーマリン
イルカマリン
イルカトロピカル
ドクロホワイト&ブラック(クリア)
数字＆アルファベット10カラー
キューブカットクリア
サイコロマリン

約350
約355
約355
約190
約400
約330
80

KISVN63264

KISVN63265

メガPOP たこ大将

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

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

●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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ビニール玩具

注意

メガPOPシリーズ 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 キャラクタービニール玩具

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。

メガPOPシリーズ 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 キャラクタービニール玩具

！

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。

注意

ビニール玩具

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。

キッシーズオリジナル！
こどもたちに
人気のモチーフで

大人気のおさんぽシリーズに
キュートな仲間が
新登場。

・カンガルー
・きりん
・ねこ
・子じか
・うさぎ

KISVN62645

KISVN62805

ご好評いただいています。

おさんぽコロコロ
すいぞくかん

おさんぽコロコロ
のりもの

ロット／5個
本体サイズ／約30 25 30cm

ロット／5個
本体サイズ／約15 26cm

大人気のおさんぽシリーズに
ワイルドな仲間が新登場。

・トラ
・サイ
・ライオン
・ゾウ
・クマ

KISVN62643

KISVN62642

KISVN63109

KISVN63110

おさんぽコロコロ キュート

おさんぽコロコロ ワイルド

ロット／5個
商品サイズ／カンガルー：約24 29 18cm、
きりん：約24 37 18cm、
ねこ：約24 32 18cm、
子じか：約24 28 18cm、
うさぎ：約24 34.5 18cm

ロット／5個
商品サイズ／トラ：約24 30 18cm、
サイ：約24 27 18cm、
ライオン：約24 27 18cm、
ゾウ：約24 25 18cm、
くま：約24 24.5 18cm

おさんぽコロコロ
わんわん

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27.5 32cm

ロット／5個
本体サイズ／約41 50cm

お散歩シリーズ

WDLVN05526

おさんぽ
コロコロシリーズに
新しい仲間たちが登場!
ぼくじょうにいるどうぶつが
モチーフです。
のんびり、いっしょに
おさんぽしましょ!

WDLVN05527

おさんぽ新幹線
Ｅ5系新幹線

おさんぽ新幹線
Ｅ6系新幹線

ロット／1個
Pサイズ／27.8 17.2 2.5cm

ロット／1個
Pサイズ／27.8 17.2 2.5cm

・ぶた・ポニー
・アルパカ・ひつじ
・うし

KISVN63108

おさんぽコロコロ ファーム
ロット／5個
商品サイズ／ぶた：約32 26 18cm、
ポニー：約31 30 18cm、
アルパカ：約24 34 18cm、
ひつじ：約30 26 18cm、
うし：約32 26 18cm

KISVN62644

WDLVN05215

おさんぽコロコロ
あにまる

たのしいおさんぽトーマス

ロット／5個
本体サイズ／約33.8 38.2 19cm

ロット／1個
本体サイズ／約20.5 21.4 30cm

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

©2018 Gullane (Thomas) Limited.©2018 HIT Entertainment Limited.
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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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ビニール玩具

注意

メガPOPシリーズ 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 キャラクタービニール玩具

メガPOPシリーズ 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 キャラクタービニール玩具

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。

！

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。

注意

ビニール玩具

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。

ビニール玩具

KISVN63132

ドラゴンデュエルソード
ロット／6個
Pサイズ／22 13cm
本体サイズ／約74 25cm

KISVN62797

WDLVN05168

じゃんけんあにまるバット
（3種アソート）
ロット／12個
本体サイズ／40 12cm

KISVN63133

KISVN62915

オーロラセイバー
（3種アソート）

ロット／6個
本体サイズ／全長約74cm

ドラゴンデュエルシールド

ロット／6個
Pサイズ／22 13cm
本体サイズ／約Φ18cm

ロット／6個
Pサイズ／22 13cm
本体サイズ／約29 23cm

ロット／6個
本体サイズ／全長約70cm

KISVN62919

KISVN62646

海の仲間ハンマーL
（2種アソート）
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WDLVN05318

うみのなかまハンマー（5種アソート）

どうぶつハンマーS（5種アソート）

ロット／10個
本体サイズ／39 39cm

ロット／25個
本体サイズ／35 20 9ｃｍ

KISVN62950

ロット／10個
本体サイズ／72 31 9cm

ロット／12個
本体サイズ／全長約50cm

ロット／12個
本体サイズ／全長約57cm

ロット／25個
本体サイズ／全長約58cm

KISVN62951

スラッシュセイバー（3種アソート）

KISVN62773

ロット／12個
本体サイズ／全長約98cm

カラフル海賊刀（ひも付）
（3種アソート）

ライオンソード
（5種アソート）

ニンジャソード
（3種アソート）

ベースボールバットＳ
（5種アソート）

KISVN63134

ドラゴンデュエルクラウン

ロット／4個
本体サイズ／全長約90cm

KISVN62705

WDLVN05169

ベースボールバットM(4種アソート)

OISVN81798

バイキングソード
（4種アソート）

ロット／10個
本体サイズ／全長約48cm

KISVN62704

BELVN03395

BELVN03394

BELVN03393

うみのなかまパンチボール
（2種アソート）

ビーチボールサッカー

ビーチボールすいか

ビーチボールニコちゃん

ロット／12個
本体サイズ／折径25cm、膨らまし後Φ約20ｃｍ

ロット／30個
本体サイズ／折径35cm、膨らまし後Φ約25cm

ロット／30個
本体サイズ／折径35cm、膨らまし後Φ約25cm

ロット／30個
本体サイズ／折径35cm、膨らまし後Φ約25cm

●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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ビニール玩具

注意

メガPOPシリーズ 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 キャラクタービニール玩具

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。

メガPOPシリーズ 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 キャラクタービニール玩具

！

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。

注意

ビニール玩具

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。

キャラクタービニール玩具

ビニール玩具

MSYVN18329

MSYVN18328

快盗戦隊ルパンレンジャーＶＳ
警察戦隊パトレンジャー
やわらかハンマー

快盗戦隊ルパンレンジャーＶＳ
警察戦隊パトレンジャー
やわらかパトメガボー

ロット／1個
商品サイズ／13 25 1.5cm、膨らまし後サイズ約36ｃｍ

ロット／1個
商品サイズ／15 25 1.5cm、膨らまし後サイズ約36ｃｍ

スティックを振ると
中のフラッシュボールが
ピカピカ光る！

KISVN62917

マジカルロッドL
（3種アソート）

マジカルロッドS（3種アソート）

KISVN62916

OISVN81887

ロット／6個
本体サイズ／全長約72cm

ロット／12個
本体サイズ／全長約43cm

ロット／10個
本体サイズ／68 9 7cm

カッコいい昆虫のアームリングです。
パッケージにミニゲームがついています。

KISVN63131

魔法のスティックほうき
（4種アソート）

可愛いあにまるのアームリングです。
パッケージにミニゲームがついています。

MSYVN18331

快盗戦隊
ルパンレンジャーＶＳ
警察戦隊パトレンジャー
やわらかルパンソード

快盗戦隊
ルパンレンジャーＶＳ
警察戦隊パトレンジャー
光るやわらかバット

快盗戦隊ルパンレンジャーＶＳ
警察戦隊パトレンジャー
やわらかパンチビッグサイズ

ロット／1個
商品サイズ／15 25 1.5cm、
膨らまし後サイズ約36ｃｍ

ロット／1個
商品サイズ／17 25 1.5cm、
膨らまし後サイズ約75ｃｍ

ロット／1個
商品サイズ／18 25 1.5cm、
膨らまし後サイズ約53ｃｍ

KISVN62918

昆虫王アームリング
（5種アソート）

あにまるアームリング
（5種アソート）

ロット／10個
Pサイズ／24 12cm

ロット／10個
Pサイズ／24 12cm

本体サイズ／約18.7 15.5cm

MSYVN18330

MSYVN18327

本体サイズ／約11 13cm

振るとは
ね
動くよ！ が

MSYVN17284

MSYVN17285

ロット／1個
商品サイズ／13 25 1.5cm

ロット／1個
商品サイズ／15 21.5 3.5cm

仮面ライダービルド 光る!!やわらかバット

仮面ライダービルド やわらかハンマー

KISVN62778

リボンアームリング
（5種アソート）
ロット／10個
本体サイズ／18 12 14cm

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

振ると
音がす 鈴の
るヨ♪

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

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

MSYVN17286

MSYVN17287

DICVN70822

仮面ライダービルド
やわらかドリルクラッシャー
ブレードモード

仮面ライダービルド
やわらかパンチビッグサイズ

ビニール棒
ポケットモンスター
ピカチュウ

ロット／1個
商品サイズ／15 25 1.5cm

ロット／1個
商品サイズ／18 25 1.5cm

ロット／20個
商品サイズ／全長約63cm

©2018 テレビ朝日・東映AG・東映 ©2017 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映 ©2018 Pokémon. ©1995-2018 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
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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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ビニール玩具

注意

メガPOPシリーズ 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 キャラクタービニール玩具

メガPOPシリーズ 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 キャラクタービニール玩具

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。

！

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。

注意

ビニール玩具

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。

キャラクタービニール玩具

MSYVN18322

MSYVN18326

HUGっと！プリキュア
光るやわらかスティック

HUGっと！プリキュア
やわらかビッグアームマスコット

HUGっと！プリキュア
やわらかビッグハートパンチ

ロット／1個
本体サイズ／13 25 1.5cm、膨らまし後約63cm

ロット／1個
本体サイズ／15 25 3.5cm、膨らまし後約75cm

ロット／1個
本体サイズ／15 25 1.5cm、膨らまし後約40cm

ロット／1個
本体サイズ／18 25 1.5cm、膨らまし後約62cm

HUGっと！プリキュア
鈴入りやわらかバトン

WDLVN05902

WDLVN05879

WDLVN05880

星のカービィ ボンボンボール

ガリガリ君 バットLサイズ

ガリガリ君 バットMサイズ

ロット／1個
本体サイズ／膨らまし後約30cm

ロット／12個
本体サイズ／全長約90cm

ロット／12個
本体サイズ／全長約80cm

WDLVN05867

WDLVN05881

WDLVN05882

WDLVN05883

ガリガリ君 ハンマーLサイズ

ガリガリ君 ハンマーMサイズ

ガリガリ君 パンチボール

ロット／6個
本体サイズ／全長約90cm

ロット／12個
本体サイズ／全長約45cm

ロット／12個
サイズ／Φ約25ｃｍ

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

WDLVN05263

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

WDLVN05662

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

WDLVN05665

MSYVN18323

WDLVN05868

WDLVN05869

MSYVN18324

WDLVN05870

ポムポムプリン
ハンマーL

ポムポムプリン
ハンマーM

ポムポムプリン
ボンボンボールL

ポムポムプリン
ボンボンボールM

ロット／1個
本体サイズ／全長約75cm

ロット／1個
本体サイズ／全長約38cm

ロット／1個
本体サイズ／全長約50cm

ロット／1個
本体サイズ／全長30cm

WDLVN05866

WDLVN05865

WDLVN05862

WDLVN05864

WDLVN05863

ポムポムプリン
フェイススティック

ポムポムプリン
スティック

ハミングミント
スティック

ハミングミント
ハートスティック

ハミングミント
たのしいおさんぽ

ロット／1個
本体サイズ／全長約55cm

ロット／1個
本体サイズ／全長約66cm

ロット／1個
本体サイズ／全長約50cm

ロット／1個
本体サイズ／全長約66cm

ロット／1個
本体サイズ／33 45cm

WDLVN05653

WDLVN05655

ミッキー＆ミニー
ハンドバトン
（2種アソート）

ミッキー＆フレンズ
ロングスティック
（3種アソート）

ミッキー＆フレンズ
パンチヨーヨー（4種アソート）

ハローキティ
くるくるバトン
（3種アソート）

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／14 11 1cm
本体サイズ／59.7 26.8 8.6cm

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

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

ロット／12個
Pサイズ／14.5 11 1.5cm
本体サイズ／長さ70cm

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

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

DICVN70495

ITOVN62296

ロット／20個
本体サイズ／14.2 56.8 7.9cm

ロット／3個
本体サイズ／約54cm

ビニール棒 花キティ

抱き人形 ベアキティ

©Nintendo / HAL Laboratory, Inc. ©2018 Akagi Nyugyo Co., Ltd. ©Disney ©ABC-A・東映アニメーション ©2018 SANRIO CO., LTD.
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ビニール玩具

注意

メガPOPシリーズ 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 キャラクタービニール玩具

フロート うきわ ビーチボール ベビープール 水鉄砲

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。

！

ビニール玩具をご利用の皆様へ、必ずお読みください。

注意

●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。

水風船

花火

サマーグッズ

フロート
とってもジューシー！
スイカのフロートです。

南国リゾート気分で
ウキウキ!

キャラクタービニール玩具
ルパンレンジャーと
パトレン1号が
6個ずつ入った
アソートです。

IGRVN63323

ONDVN40756

ジャンボウォーターメロン
スライスアイランド

パイナップルマット

ロット／1個 Pサイズ／37 27 8cm
膨らまし後サイズ／約149 28cm

DICVN70825

KISVN63278

アームダッコ
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＆パトレン1号
ロット／12個

本体サイズ／約19 約14ｃm

アームダッコ
仮面ライダービルド
ラビットタンクフォーム

アームダッコ HUGっと！プリキュア

ロット／12個
本体サイズ／約19 約14ｃm

ロット／12個
本体サイズ／約17 約13ｃm

DICVN70833

DICVN70795

アームダッコ
スーパーマリオ マリオ

アームダッコ
スーパーマリオ ヨッシー

ロット／12個
Pサイズ／約22 約16cm
本体サイズ／約21 約15cm

ロット／12個
Pサイズ／約22 横約16cm
本体サイズ／約21 約14cm

DICVN70781

アームダッコ
ポケットモンスター サン＆ムーン
ピカチュウ

アームブレスレット HUGっと！プリキュア

ロット／12個
本体サイズ／約15 18 5cm

ロット／10個
本体サイズ／約17cm 約19cm

ONDVN40755

ポップシクルフロート

ロリポップ フロート

ロット／1個
Pサイズ／23 20 7cm
商品サイズ／76 191cm

ロット／1個
Pサイズ／27 31 9cm
サイズ：135 208cm

2気室

IGRVN75054

シャチフロート
（ブラック）

ロット／1個 Pサイズ：27 24 10cm
商品サイズ：142 97 137cm

DICVN70617

AGTVN31159

アームダッコ
ばいきんまん

アームダッコ
ドキンちゃん

アンパンマン
KOパンチ
（小）

マスコット人形
アンパンマン

ロット／12個
本体サイズ／15 12 17cm

ロット／12個
本体サイズ／15 12 17cm

ロット／12個
本体サイズ／15 12 17cm

ロット／1個
本体サイズ／26.5 21 10.5cm

ロット／10個
本体サイズ／12.4 17.7 5.4cm

2気室

DICVN70823

ロット／1個 Pサイズ／29 39.5cm
サイズ／180 115cm

2気室

IGRVN45024

DICVN70549

ロット／1個 Pサイズ／23 24 6cm
商品サイズ／85 178cm

ONDVN40862

ONDVN40745

ベリーピンク
スプラッシュフロート

ユニコーン ライドオン

ロット／1個 Pサイズ／23 24 8cm
サイズ／107 198cm

ロット／1個
Pサイズ：27 24 10cm
サイズ：201 97 140cm

2気室

2気室

IGRVN75051

IGRVN75043

マンタフロート

ヘラクレスオオカブトフロート

ロット／1個 Pサイズ／27 39.5cm
サイズ／120 120cm

ロット／1個 Pサイズ／23 35cm
サイズ／105 68cm

DICVN70000

アームダッコ
アンパンマン

DICVN70824

DICVN79501

DICVN79502

立ち人形 アンパンマン

ビニール棒 アンパンマン

ビニール棒 ばいきんまん

ビニール棒 ドキンちゃん

ロット／3個
本体サイズ／25.5 33.8 20cm

ロット／3個
本体サイズ／37.4 47.5 15cm

ロット／20個
本体サイズ／16.2 54.9 8.1cm

ロット／20個
本体サイズ／約60 20cm

ロット／20個
本体サイズ／約63 18cm

飛び人形 アンパンマン

ロット／1個 Pサイズ／23 24 6cm
商品サイズ／85 178cm

DICVN70834

ONDVN40302

DICVN70616

ONDVN40758

オレンジスライスマット

インスタ映えまちがいなし！

フラミンゴ ライドオン

DICVN70615

ONDVN40759

キウイスライスマット

カラフルな
アイスキャンディー型の
フロートです!

ONDVN40782

DICVN70794

ロット／1個
Pサイズ／27 31 9cm
商品サイズ／124 216cm

IGRVN75045

2気室

IGRVN75046

2気室
IGRVN45023

ミニジンベエザメフロート

ミニシャチフロート
（ブルー）

ミニシャチフロート
（ブラック）

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

ロット／1個 Pサイズ／27 39.5cm
サイズ／130 83cm

ロット／1個 Pサイズ／27 39.5cm
サイズ／130 83cm

ロット／1個 Pサイズ／29 42cm
サイズ／164 104cm

ブロア・ポンプは134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。
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