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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●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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サマーグッズ

フロート うきわ ビーチボール ベビープール 水鉄砲

水風船

花火

フロート うきわ ビーチボール ベビープール 水鉄砲

注意

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 ●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。
皆様へ必ずお読みください。●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。

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。

45

胸

囲

※表のサイズ、年齢は大体の目安です。 49cm
くらい
体型やうきわへの空気の入れ方で 胸囲（cm） 49
異なる場合があります。
年齢
（歳）

3

120

50

60

55

胸 囲
66cm

胸 囲
70cm

胸 囲
74cm

胸 囲
78cm

胸 囲
80cm

胸 囲
85cm

66

70

74

78

80

85以上

胸 囲
58cm

胸 囲
62cm

54

56

58

62

くらい

くらい

6

くらい

くらい

9

くらい

12

くらい

くらい

以上

花火

サマーグッズ

ドーナツ型の可愛い
浮き輪です!

130

100

70

胸 囲
56cm
くらい

90

80

65

胸 囲
54cm
くらい
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水風船

ONDVN40751

ONDVN40729

ドーナッツチューブ

スプリンクル
ドーナッツチューブ

ロット／1個
Pサイズ／18 20 5cm
商品サイズ／107 99cm

ロット／1個
Pサイズ／18 20 5cm
商品サイズ／114 114cm

南国リゾート気分で
ウキウキ!

胸 囲
85cm
以上

15以上

うきわ

ONDVN40750

ONDVN40752

ナッツチョコレート
ドーナッツチューブ

パイナップルチューブ

ロット／1個
Pサイズ／18 20 5cm
商品サイズ／114 114cm

ロット／1個
Pサイズ／18 20 5cm
商品サイズ／86 117cm

ビーチボール

IGRVN80045

TTAVN50619

快盗戦隊ルパンレンジャーVS
警察戦隊パトレンジャー うきわ55cm

IGRVN80042

HUGっと！プリキュア うきわ55cm

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／18 23cm
サイズ／Φ55cm 使用胸囲／55cm
内周サイズ／80〜85cm ※ロープ付き

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

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

IGRVN80041

HUGっと！プリキュア
ビーチボール
ロット／1個
商品サイズ／膨らまし後約Φ26㎝

TTAVN50690

TTAVN50622

IGRVN70100

ミニオンズ フェイスボール

AGTVN31240

アンパンマン 顔ボール

ポケットモンスター サン＆ムーン
モンスターボール

ドラえもん ビーチボール

ロット／1個
商品サイズ／膨らまし後約Φ40cm

ロット／1個 Pサイズ／16 18.5 2.5cm
サイズ／膨らまし後約Φ25cm

ロット／1個 Pサイズ／15 21cm
サイズ／膨らまし後約Φ40cm

ロット／1個 Pサイズ／15 21cm
サイズ／膨らまし後約Φ26cm

ベビープール

TTAVN50576

AGTVN31235

ミニオンズ うきわ70cm

アンパンマン うきわ50cm

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

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

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

リボン付

海賊剣付

木の棒付

HOKVN60425

HOKVN60432
海賊ウキワ

HOKVN60549

スイカ割りウキワ

マッシュルーム
ベビープール

ロイヤルキャッスル
ベビープール

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

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

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

ロット／1個
Pサイズ／23 25 10cm
サイズ／102 98 102cm

ロット／1個
Pサイズ／27 31 10cm
サイズ／122 122 122cm

リボンウキワ
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TTAVN50629

スーパーマリオ
うきわ60cm

ONDVN40105

ONDVN40106
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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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サマーグッズ

フロート うきわ ビーチボール ベビープール 水鉄砲

水風船

花火

フロート うきわ ビーチボール ベビープール 水鉄砲

水風船

花火

サマーグッズ

水鉄砲

WMYMP13474

ONEMP01480

OISMP11737

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

TNRMP04027

MRKMP14528

IMIMP64194

アクアショットネオ
（3色アソート）

ロット／25個
商品サイズ／14 8.5 3cm

ロット／24個
商品サイズ／17 10 3cm
3色アソート

クリアウォーターガン

TNRMP10158

メタリックイーグル

ウォーター・Ｄ・グリーン

ロット／1個
商品サイズ／26 55 6cm

ロット／1個
商品サイズ／47 25 11cm

ロット／1個
商品サイズ／60 28 7cm

斜めがけの
ポシェットタイプ

ONEMP01479

Rタイプ水てっぽう
（5色アソート）

スプラッシュウォーターガン
（4色アソート）

IKDMP01361

ロット／25個
サイズ／10.5 7.5 2.8cm
5色アソート

ロット／12個
商品サイズ／21 14 4cm
4色アソート

ロット／12個
商品サイズ／17cm

水ピストル インフィニティ

ONDMP01647

ウォーターガン エンペラー

ONDMP01794

くまちゃんポシェットみずてっぽう

バトルタンク

ロット／1個
商品サイズ／30 40 6cm

ロット／1個
商品サイズ／33.5 46.5 8cm

本体の色が半分に分かれています。

ONDMP01453

ONDMP01781

IKDMP01373

ONDMP01382

WMYMP13584

水ピス 水撃ショットツインボンバー

エクストリームバスター

ロット／1個
サイズ／29 73 9cm

ロット／1個
商品サイズ／60 29 8cm

水撃ショット シュート

フェアリー（2色アソート）

スペースフュージョン（2色アソート）

ロット／12個
商品サイズ／19.5 29 4cm

ロット／1個
商品サイズ／17.5 25 4.5cm

ロット／1個
サイズ／17 26.5 5cm

WMYMP13470

ONDMP01804

水撃ショット ブレイドショット

ポンプアクション
ウォーターガン
ムスタング

ウォーターガン トリプルタンクキャノン

アクアボンバーサンダーボルト

ロット／1個
商品サイズ／32 18 6.5cm

ロット／1個
商品サイズ／25 49 6cm

ロット／1個
商品サイズ／39 21 5.8cm

ロット／1個
商品サイズ／75 31.5 10cm

ロット／1個
商品サイズ／75 31 12cm

MRKMP14112

ハイパースプラッシュ
（2色アソート）
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ONEMP01376

MRKMP12469

●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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サマーグッズ

フロート うきわ ビーチボール ベビープール 水鉄砲

水風船

花火

フロート うきわ ビーチボール ベビープール 水鉄砲

アイコンの解説
SZKMP63053

スプラッシュライト青

ロット／1個
Pサイズ／22 20 7cm
商品サイズ／17 13 6cm
※レリューム2回分付

SZKMP63054

スプラッシュライト赤

ロット／1個
Pサイズ／22 20 7cm
商品サイズ／17 13 6cm
※レリューム2回分付

庭先向け花火

水風船

花火

サマーグッズ

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。

手持ち吹出
手持ち花火
（ススキ・
スパーク・絵型）

線香花火

飛ぶ花火

回転花火
（地上回転・
糸付回転）

噴出花火

打上花火
飛翔花火
（打上花火・
（ロケット・
パラシュート） 回転上昇）

連発花火

噴出花火
三変色の豪華な噴出花火

情緒ある線香花火が
噴出タイプに！

WMYHB40123

WMYHB01725

MRKHB12066

WMYHB71614

ロット／1個

ロット／1個

ロット／1個

ロット／1個

SZKMP51001

レリューム
（2回分）
ロット／1個
Pサイズ／7.5 10 2cm

約200ショット分
2

バイオルミネセンス

ブルブル

噴出線香

商品サイズ／6 14 6cm

7変化

商品サイズ／6 13.5 6cm

打上花火

水風船

暴れるローリング

商品サイズ／11.5 6 6cm

連発花火

商品サイズ／14 8.5 8.5cm

手持花火

60秒で100個の水風船がつくれる！

作り方簡単！
専用ラケットで
ウォーターボムを
キャッチしよう！

TTAMP52678

バンチ オ バルーン
（3束パック）

KISMP62766

KISMP62765

ウォーターボムゲーム スプラッチ

ウォーターボム 注水アダプタ付

ロット／1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

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

チェリーの香りがする
ウォーターボム！

ロット／1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

手りゅう弾型の
ウォーターボム！

ONDHB04441

WMYHB00052

WMYHB71604

WMYHB50004

WMYHB40047

ロット／1個 商品サイズ／23 7.2 7.2cm

ロット／1個

ロット／1個 商品サイズ／10 28 10cm

ロット／1個

ロット／50本

夏まつり

PIN02192

55

PIN89046

PIN01383

4" ウォーターバルーンズ
チェリーボムズ
（36個入）

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袋
Pサイズ／20 13.5cm

ロット／3袋
Pサイズ／18.5 12.5cm

ロット／3袋
Pサイズ／25.5 14cm

商品サイズ／28 8 8cm

(新)噴火連発No.600

焚昇ニューゴールドスパークラーミニ

商品サイズ／22 10 10cm

Pサイズ／24 4.5 2cm

ホロスペックメガネ
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。

ウォーターバルーンズ
ウォーターボムズ
（100個入）

激・笛（GEKITEKI）No.800

金冠No.500

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。

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

SPGHB00000

SPGHB01000

SPGHB02000

ホロスペックメガネ ハート

ホロスペックメガネ スマイル

ホロスペックメガネ 雪の結晶

ロット／1個

ロット／1個

ロット／1個

商品サイズ／41 3.5cm

商品サイズ／41 3.5cm

商品サイズ／41 3.5cm

●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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サマーグッズ

フロート うきわ ビーチボール ベビープール 水鉄砲

アイコンの解説
庭先向け花火

水風船

花火

フロート うきわ ビーチボール ベビープール 水鉄砲

手持ち吹出
手持ち花火
（ススキ・
スパーク・絵型）

回転花火
（地上回転・
糸付回転）

噴出花火

飛ぶ花火

花火

サマーグッズ

らくらくポケット仕様で
分けて遊んでも保管がカンタンです！

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。

線香花火

水風船

打上花火
飛翔花火
（打上花火・
（ロケット・
パラシュート） 回転上昇）

連発花火

手持花火セット

MRKHB03545

MRKHB03611

とりだしカンタン!らくらくパック
ロット／1個
Pサイズ：30 47 1cm

超たのしめる1300秒

WMYHB04467

ロット／1個
Pサイズ／30 47 1cm
ローソク付

ロット／1個 Pサイズ／23 33 12cm
紙バケツ・ローソク付

手持ち花火が100本以上

バラエティセット
噴出花火4コ付き

WMYHB04471

WMYHB04472

けむり少なめ
パチパチ花火No.100

けむり少なめ
パチパチ花火No.200

WMYHB04019

WMYHB04020

ロット／20個

ロット／20個

ロット／20個

ロット／20個

Pサイズ／32.5 12.5 0.5cm

花火は最高!!No.100

Pサイズ／34 19 1cm

噴出花火8コ付き

花火は最高!!No.200

Pサイズ／32.5 12.5 0.5cm

Pサイズ／34 19 1cm

WMYHB04477

WMYHB04514

テモプラ

ロット／1個

WMYHB04555

ハナビンゴ クイーン

ハナビンゴ キング

ロット／1個

ロット／1個

ロット／1個

Pサイズ／23 34 1cm

Pサイズ／28 34 1cm

WMYHB04432

ミラクル合金ZZNo.800

スマイル

ロット／1個

ロット／1個

ロット／1個

Pサイズ／42.5 29.5 1cm

ごっつ盛り

ロット／1個

ロット／1個

Pサイズ／44 32 8.5cm

Pサイズ／51.5 64 6.5cm

Pサイズ／31 34 1cm

WMYHB04520

ハナビーム#600

Pサイズ／29.5 42.5 5cm ローソク付

Pサイズ／29.5 49 7cm

MRKHB03555

ゴージャステモプラ

WMYHB04557

ハナビンゴ ジャック

MRKHB03540
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WMYHB04556

ボリューム盛り盛り！
手持ち&噴出花火のセットです！

Pサイズ／30 47 1cm

WMYHB04537

WMYHB04392

ONDHB05137

ロット／1個 サイズ／52 66 6.5cm

ロット／1個

ロット／1個

お庭で遊べる花火デラックス

超めちゃ徳セット3000

Pサイズ／Φ15.5 36cm

打上80% 4000

Pサイズ／Φ16.5 38.5cm

●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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