
59 60●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。

景品玩具 景品玩具光りもの　台紙玩具　シャボン玉　低単価玩具L　低単価玩具M　景品おまかせセット　低単価玩具S
ガチャコロ倶楽部　カプセル景品　玩具その他

光りもの　台紙玩具　シャボン玉　低単価玩具L　低単価玩具M　景品おまかせセット　低単価玩具S
ガチャコロ倶楽部　カプセル景品　玩具その他

光りもの玩具に関する注意点

低単価光りもの玩具Ｌ

低単価光りもの玩具M

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

OISFL11486
フラッシュダイヤマウスペンダント
ロット／36個
商品サイズ／5×5.5×2.5cm
4色アソート 3色ライト

OISFL11483
フラッシュダイヤスターペンダント
ロット／36個
商品サイズ／6×6×2cm
4色アソート 3色ライト

OISFL11028
フラッシュフラワーリング
ロット／36個
商品サイズ／4.5×3×3cm
4色アソート 3色ライト

OISFL11626
光るダイヤゆびわ
ロット／36個
商品サイズ／約4×3.5×3.5cm
4色×3型アソート

OISFL11757
光るミニハリネズミヨーヨー
ロット／30個
商品サイズ／Φ約4.5cm
6色アソート

KISFL61246
フラッシュポンポンボールヨーヨー（中）
ロット／24個
商品サイズ／Φ約8cm（毛含む）
6色アソート

OISFL21296
フラッシュヘアーピン
ロット／12個
商品サイズ／Φ6cm
3色×2型アソート

OISFL21193
フラッシュプリズムスティック
ロット／12個
商品サイズ／Φ3×48.5cm
4色アソート

OISFL21669
光るパチパチハンド
ロット／12個
サイズ／23.5×11×3cm

OISFL21596
光るうちわ(花火)
ロット／12個
商品サイズ／26×15×1.5cm
4色アソート

電池付属
（交換不可）

スイッチ
式

電池付属
（交換可能） 電池付属

（交換不可）

スイッチ
式

衝撃で光る
！

衝撃で光る
！

衝撃で光る
！

衝撃で光る
！

衝撃で光る
！

衝撃で光る
！

衝撃で光る
！

衝撃で光る
！

衝撃で光る
！

衝撃で光る
！

3パターン
の光！

3パターン
の光！

3パターン
の光！

3パターン
の光！

電池付属
（交換不可）

衝撃で光る
！

衝撃で光る
！

電池付属
（交換不可）

スイッチ
式

電池付属
（交換不可）

スイッチ
式

電池付属
（交換不可）

スイッチ
式

電池付属
（交換不可）

スイッチ
式

電池付属
（交換不可）

スイッチ
式

3パター
ンの光！

3パター
ンの光！

3パター
ンの光！

3パター
ンの光！

3パター
ンの光！

3パター
ンの光！

3パター
ンの光！

3パター
ンの光！

エンジェ
ルハート

の

ダイヤペ
ンダントエンジェ
ルハート

の

ダイヤペ
ンダント

電池付属
（交換不可）

電池付属
（交換不可）

電池付属
（交換不可）

スイッチ
式

電池付属
（交換不可）

OISFL22025
光るアクアリウムボール
ロット／12個
サイズ／Φ6.5cm
4色アソート

KISFL62923
フラッシュポンポンヨーヨーあにまる
ロット／12個
サイズ／Φ9.5cm
4種アソート

KISFL63151
フラッシュポンポンヨーヨー うにうに
ロット／12個
サイズ／Φ約12cm

電池付属
（交換不可）

OISFL21783
フラッシュブレイブソード
ロット／12個
商品サイズ／33×8×2.5cm
4色アソート

スイッチ
式

電池付属
（交換不可）

3パターン
の光！

3パターン
の光！

3パターン
の光！

3パターン
の光！

3パターン
の光！

3パターン
の光！

3パターン
の光！

3パターン
の光！

こすると
光る

こすると
光る

スイッチ
式

電池付属
（交換不可）

スイッチ
式

電池付属
（交換不可）

スイッチ
式

電池付属
（交換不可）

スイッチ
式

電池付属
（交換不可）

スイッチ
式

電池付属
（交換不可）

スイッチ
式

電池付属
（交換不可）

スイッチ
式

電池付属
（交換不可） 電池付属

（交換不可）

KISFL62242
光るスピンコマ
ロット／24個　商品サイズ／7×6×4cm

OISFL21890
光るプリズムマウススティック
ロット／12個
商品サイズ／23.5×9×6.5cm
持ち手4色アソート

OISFL21961
光る棒つきうんちくん
ロット／12個
サイズ／6.3×41×6.3cm

OISFL21906
光るのびーる剣
ロット／12個
全長／約53cm
持ち手4色アソート

OISFL22036
ライトマウスクラウン
カチューシャ
ロット／12個
商品サイズ／15.5×19×2.5cm
4色アソート

スイッチ
式

電池付属
（交換不可）

OISFL21515
光るダテメガネ
ロット／12個
商品サイズ／6×15×15cm
4色アソート

スイッチ
式

電池付属
（交換不可）

KISFL62243
フラッシュキュートブレスレット
ロット／24個
商品サイズ／Φ5cm
3型3色アソート

OISFL21901
光るフライングツイスター
ロット／12個
商品サイズ／円盤直径18×スターター全長31cm
4色アソート

OISFL12149
フラッシュダイヤエンジェルハートペンダント
ロット／36個　商品サイズ／4×7×2.5cm

OISFL22117
光るプリズムラブリースティック
ロット／12個
商品サイズ／24.5×9×3.5cm

OISFL22123
光る棒つきエンジェルハート
ロット／12個
商品サイズ／41×11.5×3cm



景品玩具 景品玩具光りもの　台紙玩具　シャボン玉　低単価玩具L　低単価玩具M　景品おまかせセット　低単価玩具S
ガチャコロ倶楽部　カプセル景品　玩具その他

光りもの　台紙玩具　シャボン玉　低単価玩具L　低単価玩具M　景品おまかせセット　低単価玩具S
ガチャコロ倶楽部　カプセル景品　玩具その他
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台紙玩具光りものその他

ルミカライト グロースティック

ルミカライト ブレスレット

BELDG03159
台紙えんばん&コマ(24付)
ロット／1枚
Pサイズ／16.5×11.5×2.5cm

OKRDG00019
台紙ハート指輪(24付)
ロット／1枚
Pサイズ／9×10×2.5cm

台紙サイズ  47～55×25～30ｃm

FJYDG09017
台紙ラブリーへアゴム（24付）
ロット／1枚
Pサイズ／13×8×1cm

ABEDG12501
台紙風車吹上（24付）
ロット／1枚
Pサイズ／14×7.5×2cm

FJYDG09018
台紙スケルトンプルバックカー(24付)
ロット／1枚
Pサイズ／11×7×2.5cm

FJYDG09101
台紙ミックス（24付）
ロット／1枚

KZYDG03738
台紙ふくらむんです 
恐竜（24付）

ロット／1枚
商品サイズ／約6cm

OISFL21616
フラッシュサウンドソード
ロット／12個　商品サイズ／46.5×8×4cm
3色アソート

OISFL21628
光るメロディスティック
ロット／6個
本体サイズ／45×8×3cm

スイッチ
式

サウンド搭
載

サウンド搭
載

6パター
ンの光！

6パター
ンの光！サウンド搭

載
サウンド搭

載

2パター
ンの光！

2パター
ンの光！

色鮮やかに
光るLEDバ

ルーン

1パターン
の光！色鮮やかに

光るLEDバ
ルーン

1パターン
の光！

持ち手が可
愛い星のス

ティック！

3パターン
の光！持ち手が可

愛い星のス
ティック！

3パターン
の光！

スティックと
コードが最

初から

セットして
あるので、

組立て楽チ
ン

3パターン
の光！

スティックと
コードが最

初から

セットして
あるので、

組立て楽チ
ン

3パターン
の光！

電池付属
（交換可能）

スイッチ
式

電池付属
（交換可能）

スイッチ
式

電池付属
（交換可能）

電池付属
（交換可能）

電池付属
（交換可能）

電池付属
（交換可能）

KZYDG00795
台紙のびのびトカちゃん（24付）
ロット／1枚
Pサイズ／12.5×8×1cm

HRIDG39767
台紙 
ポケットライトガン（24付）

ロット／1枚
サイズ／5.5×7.5×2cm

KZYDG00777
台紙ゼリーショック（24付）
ロット／1枚
商品サイズ／6.5×10cm

KSYDG37271
台紙恐竜コインパース（24付）
ロット／1枚
商品サイズ／10×11×2cm

KZYDG04184
台紙のびっこハンド（24付）
ロット／1枚
商品サイズ／7.5×12×15cm

ロット／25本入　本体サイズ／Φ1.5×18cm
※お買い得な業務用の為、個別包装はされていません。

6インチレギュラー25
LUMFL35058　グリーン
LUMFL35059　ブルー
LUMFL35060　ピンク
LUMFL35061　オレンジ
LUMFL35062　イエロー

ロット／50本入　本体サイズ／Φ0.6×20cm
※お買い得な業務用の為、個別包装はされていません。

ブレスレット50
LUMFL30314　グリーン
LUMFL30315　ブルー
LUMFL30317　ピンク
LUMFL30316　オレンジ
LUMFL30353　イエロー

ロット／12個　本体サイズ／Φ1.5×18cm
※オレンジのみ発光時間は約5分となります

ルミカライト大閃光アーク
LUMFL35131　レッド
LUMFL35127　ブルー
LUMFL35130　イエロー
LUMFL35126　グリーン
LUMFL35128　ピンク
LUMFL35132　ホワイト
LUMFL35129　オレンジ

25本単位で色を
ご指定ください

電池不要　
発光時間／
GR・OR・YE10～12時間
BL・PK6～8時間

発光時間約15分
!

※オレンジのみ発
光時間は約5分と

なります

光が強い発光体！

LUMFL35142
ブレスレット
10色アソート
ロット／12個
本体サイズ／Φ0.6×20cm

LUMFL30999
レインボーブレスレット
ロット／50本　
Pサイズ／25×6.5×5cm
本体サイズ／Φ0.6×20cm

10色アソート
・グリーン
・ブルー
・ピンク
・オレンジ
・イエロー
・レッド
・ホワイト
・バイオレット
・ビビッドピンク
・ペパーミントグリーン

LUMFL31000
光るブレスレット3本入
ロット／50パック
本体サイズ／Φ0.6×20cm

50本単位で
色をご指定
ください

電池不要　
発光時間
4～6時間

電池不要　
発光時間
4～6時間

IMIFL64541
輝くキラキラ風船
ロット／10セット
線の長さ／3m　パイプ／70cm
※ポンプ1本付

IMIFL64559
輝くキラキラ風船 No.3 ロングスティック

IMIFL64560
輝くキラキラ風船 No.4 スター
ロット／10セット　線の長さ／3m　パイプ／70cm
※ポンプ1本付　※ボタン電池使用　持ち手5色アソート

OISFL22119
光るパチパチスタースティック
ロット／6個
商品サイズ／38×15×2.5cm

ふるとパ
チパチ音

がなる

光るスタ
ースティッ

ク
ふるとパ

チパチ音
がなる

光るスタ
ースティッ

ク

スティック
タイプ

スティック
タイプ

スティック
タイプ

1枚の台紙に
色々なおもちゃが
付いています

ロット／10セット
線の長さ／3m　パイプ／70cm 
※ポンプ1本付　※ボタン電池使用



景品玩具 景品玩具光りもの　台紙玩具　シャボン玉　低単価玩具L　低単価玩具M　景品おまかせセット　低単価玩具S
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台紙玩具その他

BELDG01736
台紙レーザープラコマ（12付）
ロット／1枚
Pサイズ／15×11×2cm

BELDG03001
台紙サンリオ巻取り（12付）
ロット／1枚
Pサイズ／15×13×2cm

ABEDG12502
台紙ふきあげパイプ（24付）
ロット／1枚
Pサイズ／14×9×3.3cm

BELDG01561
台紙バードホイッスル（12付）
ロット／1枚
Pサイズ／15×10×4cm

YAIDG11128
台紙時代めんこ（12付）
ロット／1枚
Pサイズ／13×6.5×0.7cm

BELDG03446
台紙
ウィニングマスター（12付）

ロット／1枚
Pサイズ／15.5×8.5×3cm

BELDG01657
台紙へんそうセット（12付）
ロット／1枚
Pサイズ／14×10.5×4.2cm

FJYDG00126
台紙ラブラブポーチ（12付）
ロット／1枚
Pサイズ／12×12.5×3cm

FJYDG00121
台紙スカイキャッチ（12付）
ロット／1枚
Pサイズ／8.5×17.5×6cm

BELDG02549
台紙スポーツパチンコ（12付）
ロット／1枚
Pサイズ／21×11×0.9cm

BELDG02052
台紙金魚すくい（12付）
ロット／1枚
Pサイズ／22×9.8×1.5cm

BELDG01316
台紙コミックサングラス（12付）
ロット／1枚
Pサイズ／5.5×12.3×1.3cmABEDG12508

台紙くねくね～
つちのこ（24付）

ロット／1枚
Pサイズ／18×6.3×2cm

ABEDG12529
台紙お金ごっこ（24付）
ロット／1枚
Pサイズ／17.5×8×0.4cm

ABEDG12504
台紙紙風船と
巻き取り（24付）

ロット／1枚
Pサイズ／17×10.5×2.5cm

ABEDG12520
台紙ちびっこ占い（24付）
ロット／1枚
Pサイズ／15×8×3cm

FJYDG05008
台紙ミニチュア恐竜（24付）
ロット／1枚
Pサイズ／11×8×2cm

台紙玩具 台紙サイズ  47～55×25～30ｃm

BELDG01704
台紙ケン玉（12付）
ロット／1枚
Pサイズ／16×9×2.5cm

BELDG01702
台紙コミックスネーク（12付）
ロット／1枚
Pサイズ／15×10.5×2cm

YAIDG11156
台紙武者めんこ（12付）
ロット／1枚
Pサイズ／14.5×11×0.5cm

TRYDG50330
台紙とらやの
カラートラバルーン（24付）
ロット／1枚
Pサイズ／9×4×1cm

TGRDG05341
台紙水玉風船（30付）
ロット／1枚
Pサイズ／12.5×9.8×1cm

TGRDG03121
台紙ジェット風船（36付）
ロット／1枚
Pサイズ／30×4×10cm

KDKDG08760
台紙マンダマ
シャボン玉（12付）

ロット／1枚
Pサイズ／15×8×3cm

TRYDG50800
台紙スウィング
シャボン玉（12付）

ロット／1枚
Pサイズ／18×10×3cm

BELDG01528
台紙だるまおとし（12付）
ロット／1枚
Pサイズ／16×8×3cm

BELDG01530
台紙ソアラえんばん（12付）
ロット／1枚
Pサイズ／22×14×3cm

BELDG01749
台紙わくわく
さかなつり（12付）

ロット／1枚
Pサイズ／25×11×2cm
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31cmの
しゃぼん棒！

ふきあげ付
の

シャボン玉！
パカッと開

くワンドで

大きなしゃ
ぼん玉を作

ろう♪

シャボン玉が

自動でどん
どん

作れちゃう！

大
き
な
シ
ャ
ボ
ン
玉
を

作
る
の
に
最
適
な
液
で
す
。

ゾウ・クマ・
サル・ひつじの
4種アソート

TMDSD03103
40Ｃシャボン玉
ロット／25個
Pサイズ／13×6×2.6cm

KDKSD08711
シャボン玉ふきあげ
ロット／24個
Pサイズ／21.5×15.5×3cm

TRYSD61807
シャボン玉ストロー10Ｐ
ロット／5袋
Pサイズ／19.5×12×1.8ｃｍ
ストローサイズ／Φ1.5×10.5cm
シャボン玉は付属していません｡

TRYSD54507
シャボン玉液・500ml
ロット／1個
商品サイズ／Φ7×17cm

TMDSD98108
パワフルシャボン玉液1000ml
ロット／1個
商品サイズ／Φ8.2×25cm

TMDSD98105
シャボン玉液・1800ml
ロット／1個
商品サイズ／28×11.8×9.9cm

TMDSD10707
ドラえもんシャボン玉
ロット／24個
Pサイズ／17.5×13×2.6cm

TRYSD71001
ハローキティシャボン玉
ロット／24個
Pサイズ／22×15×3cm

TMDSD30413
アンパンマンシャボン玉
ロット／12個
Pサイズ／23×15.7×2.8cm

TNRSD10084
しゃぼん棒
ロット／12個
商品サイズ／31×3.5×3.5cm
Pサイズ／38×8.5×3.6cm

OISSD21444
ワッショイ ふわふわしゃぼん玉てっぽう
ロット／12個
商品サイズ／10×4×13cm

OISSD10650
どうぶつシャボン玉
ロット／24個
商品サイズ／8.3×4.3×3.9cm

OISSD10651
アヒルシャボン玉
ロット／24個
商品サイズ／7.2×3.8×5.7cm

OISSD11528
しゃぼんステッキ
ロット／25個
商品サイズ／20.5×3.2×2cm

OISSD11947
クリスタルマウスしゃぼん玉
ロット／24個
商品サイズ／6×6×2.8cm

ONDSD01666
バブルマシーン
ロット／1個
Pサイズ／15×13.5×11.5cm

電池別売
単三×4

シャボン玉 低単価玩具L

ONDSD01466
わくわくソフトクリームしゃぼん玉
ロット／12個　商品サイズ／4.5×13×4.5cm
4色アソート

YUKSD11004
マジックしゃぼん玉
ロット／12個
Pサイズ／10×2×2.5cm
4色アソート

さわっても
割れない！？

TNRSD10169
おっきくつくれるアニマルしゃぼん
ロット／12個
商品サイズ／4.5x28x3cm
Pサイズ／9x36x3cm　4種アソート　

ONESD01483
でんきゅう シャボン玉
ロット／24個
商品サイズ／4.5x8x4.5cm

TNROX10051
のせのせチェアーゲーム
ロット／12個
Pサイズ／16×11×4.5cm

TNROX10163
ピンポンバスター
ロット／12個
商品サイズ／12×15×4cm

TNROX10159
ぺったんこ！ゼリーダーツ
ロット／12個
Pサイズ／26×21×1.5cm

WDLOX73238
フィッシングゲームＳＴＤ
ロット／12個
Pサイズ／35×15cm
商品サイズ／釣竿25cm、魚約6cm

TNROX10144
スピードブロックゲーム
ロット／12個
Pサイズ／16×11×4.5cm

TNROX10151
腕時計ディスクシューター
ロット／12個
Pサイズ／27×14×1.5cm

BELOX02741
ホームランゲーム
ロット／24個
商品サイズ／13×13×4cm

IMIOX64328
ゆびさし＆うんち棒ねこの手入り
ロット／12個
サイズ／全長43cm

KIS62932
ふわふわ風船
ロット／6個
サイズ／23×13.5cm

TNROX10153
ポンポン玉入れ合戦
ロット／12個
サイズ／19×13×4.5cm

TNROX10150
エキサイトボウリング
ロット／12個
サイズ／10×14×4cm

OISOX22018
スキップダンシングボール
ロット／12個　リング／外寸Φ16cm、内寸Φ13cm
ボール／Φ約7cm　ゴム紐／約53cm



67 68●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。

光りもの　台紙玩具　シャボン玉　低単価玩具L　低単価玩具M　景品おまかせセット　低単価玩具S
ガチャコロ倶楽部　カプセル景品　玩具その他

光りもの　台紙玩具　シャボン玉　低単価玩具L　低単価玩具M　景品おまかせセット　低単価玩具S
ガチャコロ倶楽部　カプセル景品　玩具その他

景品玩具 景品玩具

低単価玩具L

WDLOX05601
吸盤ライフルＤＸ
ロット／12個
商品サイズ／約50×10×2.5cm

OISOX22059
バリバリスパークガン
ロット／12個
サイズ／全長38×12.5cm

KZYOX03444
マシンガンシューター
ロット／12個
商品サイズ／28.5×13×1.5cm

YUKOX15038
ピストルダーツ
ロット／12個
Pサイズ／15×22×2cm

TNROX10157
サイクロンランチャー
ロット／12個
商品サイズ／23×15×3cm

BELOX03360
名入れレインボーなわとび
ロット／24個
Pサイズ／24.5×13.5cm
縄の長さ／約245cm

OISOX21631
キャッチピンポン
ロット／12個
商品サイズ／19×11×11cm

TNROX10117
ぴたポン!ボールダーツ
ロット／12個
Pサイズ／27×21cm

OISOX21103
ハッピー
バドミントンセット
ロット／12個
商品サイズ／34×15×2cm

OISOX21506
ペッタンキュウバン
キャッチボール
ロット／12個
グローブ／Φ15cm
ボール／Φ4.5cm

OISOX21944
ガブッとワーニング
ロット／12個
サイズ／33×8×5cm

YUKOX13020
ポータブルウォーターⅡ
ロット／12個
商品サイズ／15×18×2cm

WDLOX73199
ドラム缶スライム クリア大
ロット／12個
商品サイズ／7.5×5.5cm

YUKOX16020
キラメタスプリング
ロット／12個
サイズ／7.5×6.8×7.5cm

OISOX21617
パワーハンマー
ロット／12個
商品サイズ／26×13×9cm

OISOX21027
ロボットハンド
ロット／6個
商品サイズ／全長54cm

OISOX21458
キングアイスパンチ
ロット／12個
商品サイズ／Φ8×20cm

KZYOX03871
忍び剣
ロット／12個
サイズ／10×64×4cm

OISOX21774
メタルブレード(大)
ロット／12個
商品サイズ／全長51cm

OISOX21574
弓矢（矢2本付）
ロット／12個
商品サイズ／弓全長約53cｍ

TKWOX70475
恐竜のたまご
ロット／12個
商品サイズ／10.5×7.7×5.5cｍ

YUKOX14032
クロカン4ＷＤ
ロット／12個
Pサイズ／21×15×6.6cm

TKWOX00244
ビートルチャンピオン
ロット／24個
商品サイズ／11×4.5×4cm

TNROX10131
テクニカルヨーヨー 
アクセルスピン
ロット／12個
Pサイズ／17.5×10.7×3.8cm
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景品玩具 景品玩具光りもの　台紙玩具　シャボン玉　低単価玩具L　低単価玩具M　景品おまかせセット　低単価玩具S
ガチャコロ倶楽部　カプセル景品　玩具その他

光りもの　台紙玩具　シャボン玉　低単価玩具L　低単価玩具M　景品おまかせセット　低単価玩具S
ガチャコロ倶楽部　カプセル景品　玩具その他

低単価玩具M

KZYOV04136
コミカルサングラス
ロット／24個
商品サイズ／6×12.2×11cm

KZYOV03847
コロコロピンポン
ロット／25個
商品サイズ／18×10×3cm

OISOV12091
にぎにぎ寿司大将
ロット／25個
商品サイズ／15.5×13×3cm

OISOV21205
ちびけん玉
ロット／25個
商品サイズ／9×4×2.1cm

OISOV11697
バラエティブロック
ロット／25個
商品サイズ／平均2cm

TNROV05191
ボヨヨ～ン！うんち棒
ロット／25個
商品サイズ／23×11.5×6cm

TNROV05223
ぐるぐるルーレット
ロット／25個
Pサイズ／14.5×9×1.6cm

TNROV05227
ハッピーティータイム
ロット／25個
Pサイズ／16×11.5×4cm

ぐるぐる楽しいルーレ
ット！

きょうはどんな日かな
？

占ってみよう！

ドーナツとドリンクで
楽しいティータイム

OISOV11610
スマートピンボールゲーム
ロット／24個
Pサイズ／11.5×6×1cm

OISOV11228
次世代ケータイDEゲーム
ロット／25個
商品サイズ／10×5.5×2cm

OISOV11098
レッツマジック
ロット／24個
Pサイズ／12.5×8×2.5cm

OISOV11634
キャッチボール
ロット／25個
商品サイズ／14×6×6cm

OISOV10847
フライングＵＦＯ（小）
ロット／25個
商品サイズ／スターター29cｍ 
はね／Φ13cm

KISOV62241
ぶたボール
ロット／12個
商品サイズ／8×7×6cm

OISOV12085
ぷるぷるクラゲボール
ロット／24個
サイズ／5x5x5cm

WDLOV73212
ビックリ缶
ロット／24個
サイズ／6×5cm

OISOV11750
ビックリスライム
ロット／24個
商品サイズ／5×5×5cm

KISOV62986
ドキドキむぎゅっと生たまご
ロット／12個
サイズ／5×7×5cm

IMIOX64393
キューティードール
ロット／24個
Pサイズ／5×12×4cm

BELOX03635
トキメキへアーセット
ロット／24個
Pサイズ／26×18×3cm　
ドライヤー／10.5cm　くし／11cm　
手鏡／10.5cm

TNROX10130
飛んでけ!ヘリコプター
ロット／12個
Pサイズ／27×22cm

TNROX10122
エレガントプリンセス
ロット／12個
Pサイズ／36×12cm

YUKOX70000
たのしい手芸セット
ロット／12個
Pサイズ／17.5×14.5×2ｃｍ

TNROX10119
ラブラブコンパクト
ロット／12個
Pサイズ／22×16×1.5cm

低単価玩具L



景品玩具 景品玩具光りもの　台紙玩具　シャボン玉　低単価玩具L　低単価玩具M　景品おまかせセット　低単価玩具S
ガチャコロ倶楽部　カプセル景品　玩具その他

光りもの　台紙玩具　シャボン玉　低単価玩具L　低単価玩具M　景品おまかせセット　低単価玩具S
ガチャコロ倶楽部　カプセル景品　玩具その他
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景品おまかせセット

低単価玩具M

OISOV12107
ペッタンサウルス
ロット／25個
商品サイズ／1.5×6.5×6.5ｃｍ

OISOV12134
ショットアロー
ロット／25個
商品サイズ／19×2×3.5ｃｍ

TNROV05222
街のけんせつトラック
ロット／25個
Pサイズ／14.5×11×4.3cm

TNROV05200
ドラゴンシューター
ロット／25個
Pサイズ／27×8.5×1.4cm

OISOV11963
プリドルマイク
ロット／25個
商品サイズ／16×3.8×3.8cm

YUKOV01042
わんぱくジェット
ロット／25個
商品サイズ／12.5×5×16cm

YUKOV15015
ダブルトップ
ロット／25個
商品サイズ／8.5×3.9×1.8cm

TNROV05219
のび～る！ボールペン
ロット／25個
商品サイズ／13.7×8.9×2.3cm

OISOV10822
きらきら指輪
ロット／25個
商品サイズ／2.5×2.5×1.5cm

OISOV10687
おしゃれ倶楽部
ロット／25個
商品サイズ／15×13×2.5cm

YUKOV15020
ハッピー☆シールバック
ロット／25個
商品サイズ／2.1×0.1×2.7cm

KZYOV03882
リトルエンジェル
ロット／25個
商品サイズ／17×9.7×1cm

ビューん！と
プルバック走行するよ

！

OISOV11646
ブーブークッション
ロット／25個
商品サイズ／Φ17cm

OISOV11524
日本刀（小）
ロット／24個
商品サイズ／38×5×6.5cm

OISOV10288
吹き矢
ロット／25個
商品サイズ／Φ2.3×26cm

OISOV10336
スポンジガン
ロット／25個
商品サイズ／12.5×10×4.5cm

TMYOV50078
アサルトライフル
ロット／25個
ライフル／9×22×1.5cm
弾／9.5cm

OISOV11658
メタルブレード
ロット／25個
商品サイズ／28×6×2cm

OISOV11091
しゃんしゃんスティック
ロット／25個
商品サイズ／18×5×5cm

FJYOV01004
ネイルセット
ロット／25個
Pサイズ／14.6×8.2×1.2cm

OISOV10546
おままごと
ロット／25個
Pサイズ／19.5×10.5×4cm

いろいろな
種類が

入っていて
お得！！いろいろな
種類が

入っていて
お得！！いろいろな
種類が

入っていて
お得！！

ランチの
おまけに最

適！！ランチの
おまけに最

適！！ランチの
おまけに最

適！！

KISOV61395
景品おまかせセット50個入り
ロット／1袋
袋サイズ／32×61cm

KISOV60716
景品おまかせセット100個入り
ロット／1袋
袋サイズ／6×33×56cm 100個入50個入

KISOW62033
おまかせおもちゃエコノミー男の子セット50個入り
ロット／1袋　袋サイズ／21×40×13cm程度

KISOW62034
おまかせおもちゃエコノミー女の子セット50個入り
ロット／1袋　袋サイズ／21×40×13cm程度

50個入 50個入

※商品内容は、常に異なりますのでご了承下さい。

TNRBG05217
よくばり！文具セット
ロット／25個
商品サイズ／24×9.3×1.1cm

OISBG11914
アニマルフレンズらくがきちょう
ロット／25個　
商品サイズ／8×10.5×0.5cm

OISOV11954
大漁一本釣り
ロット／25個
竿／21.5cm　魚／約5×6cm



景品玩具 景品玩具光りもの　台紙玩具　シャボン玉　低単価玩具L　低単価玩具M　景品おまかせセット　低単価玩具S
ガチャコロ倶楽部　カプセル景品　玩具その他

光りもの　台紙玩具　シャボン玉　低単価玩具L　低単価玩具M　景品おまかせセット　低単価玩具S
ガチャコロ倶楽部　カプセル景品　玩具その他
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アイデア❶
ダイレクトメールと一緒にメダルを同封し、
メダルを持ってご来場頂いた方には設置
済のガチャ機でガチャガチャを楽しんで頂
いた上で、ご来場プレゼントとして出てき
た景品を差し上げます。通常のDMよりも
客引き効果はきっと違うはず！

アイデア❸
イベント会場にガチャ機を設置し、
参加賞としてメダルをお渡しして、
ガチャガチャまわして出てきた景
品を参加賞としてプレゼント。

アイデア❹
お子様ランチをご注文された際に、おも
ちゃそのものではなく、メダルを一緒につ
けてお持ちし、店内のガチャ機でお子様に
ガチャガチャして頂けます。

アイデア❷
住宅展示場やカーディーラーなどの販売
店内にガチャ機を設置し、ご来場のお子様
へメダルをお渡しして店内でガチャガチャ
を楽しんでいただけます。カプセル内にく
じ紙を入れておくことで、抽選器としての
役割も果たせます。

ガチャコロ倶楽部キューブ・V

カプセル景品

低単価玩具S

ガチャコロ倶楽部に最適なカプセルです！アイデア次第で用途が広がる♪

カラフルポップな
ガチャマシーン

買取り

販促に
　最適！

※レンタルは行っておりません。 買取り ※レンタルは行っておりません。

※専用メダル・中身の
　カプセル景品は別売です。

KISCP62498
ガチャコロ倶楽部キューブ本体
ロット／1台
本体サイズ／約53×33×36cm
重量:約5.3kg
対応カプセル:4.8～7.5cm
セット内容:本体×1基、
上蓋用鍵×2個、
コインボックス用鍵×2個、
六角レンチ×1個、
取扱説明書×1部

KISCP60714
カプセル景品男女ミックス
ロット／100個　サイズ／Φ4.8cm
※景品内容は都度変更になる場合がございます。

KISCP60713
カプセル景品女の子ミックス
ロット／100個　サイズ／Φ4.8cm
※景品内容は都度変更になる場合がございます。

KISCP60712
カプセル景品男の子ミックス
ロット／100個　サイズ／Φ4.8cm
※景品内容は都度変更になる場合がございます。

SYICP60717
48パイカプセル
ロット／100個
サイズ／Φ4.8cm

AMZCP99024
ガチャコロ倶楽部キューブ・V専用メダル
ロット／100枚
サイズ／Φ2.5cm

※カプセル景品は別売です
※硬貨対応タイプにも変更可能です。詳しくは担当者までお問い合わせ下さい。

AMZCP99022
ガチャコロ倶楽部Ｖ本体
ロット／1台
本体サイズ／117.5×48×48cm
梱包サイズ／120×50×50cm
重量／約8kg　電源／不要
対応カプセル／Φ4.5～5.5cm
カプセル容量／適量140～150個程度
付属品／金庫キー×2個、商品キー×2個
対応コイン／専用メダル

OISOW41999
シュートサッカーボール
ロット／50個
商品サイズ／（ゴール）4×5.2×3.1cm

OISOW41584
サッカーボールヨーヨー
ロット／50個
商品サイズ／6.5×7×3cm

OISOW41940
ラバーショットアーチェリー
ロット／50個
商品サイズ／25.5×6×1.8cm

OISOW42069
おにぎりストラップ
ロット／50個
商品サイズ／2.3×2.7×1.8cm

OISOW42062
カットフルーツパテ粘土
ロット／24個
商品サイズ／1.7×5.7×5.7cm

OISOW42063
うさみみヘアゴム
ロット／50個
商品サイズ／10×10×0.6cm

OISOW41926
パッチンカップスポーツ32mm
ロット／48個
商品サイズ／1.5×3.2×3.2cm

OISBG41447
どうぶつけしごむ付えんぴつ
ロット／24箱
商品サイズ／全長19ｃｍ

本体8種アソート本体8種アソート

OISOW40899
ウォーターヨーヨー
ロット／50個
商品サイズ／Φ4cm

OISOW41578
バードグライダー
ロット／50個
商品サイズ／5×19×18.5cm

OISOW40902
ペーパーヨーヨー
ロット／50個
商品サイズ／全長20cm

OISOW41214
おだんごいろえんぴつ
ロット／50個
商品サイズ／11×1.5×1.5cｍ

OISOW40911
ミニどうぶつ巻鳥
ロット／50個
商品サイズ／9×8×1.5cm

LBROW30139
ペタペタマン
ロット／50個
商品サイズ／9×4cm 

OISOW41681
ジュエリーゆびわ
ロット／50個
商品サイズ／2.5×2.5×2.5cｍ

OISOW41158
ビックショック
ロット／50個
商品サイズ／7.5×7×1cｍ

OISOW41875
ミニめいろゲーム
ロット／50個
商品サイズ／6×6×0.5cm

KZYOW04064
リンリンモンスター
ロット／25個
商品サイズ／6.3×5.5×2.2ｃｍ

OISOW42137
ビュンビュンカー
ロット／50個
商品サイズ／5×3×2.5ｃｍ

OISOW42040
ハッピーホイッスル
ロット／50個
商品サイズ／5.5×2.8×3ｃｍ
4色アソート
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SHOOTING RACE CAR

BLOCK GAME REVERSE BREAK A BLOCK

玩具その他

YIGZG63112
磁石でのびる！ドリーミーねんど
ロット／1個
商品サイズ／26×3.6×15cm

ONDZG01420
お砂deアイスショップ
ロット／1個
サイズ／19×28×5.5cm

ONDZG01656
光る！アイスクリームマイク
ロット／1個
サイズ／11×20×5.5cm

わごむでブレスや
ゆびわが作れるよ!

MROZG00375
白黒パンダゲーム
ロット／1個
Pサイズ／26×20×2.5cm

ONDZG01367
カラフルルーム
ロット／1個
Pサイズ／16.5×23.5×2.5cm

ONEZG01134
レスキュー4（2種アソート）
ロット／1個
Pサイズ／7.5×24×6cm

MRKZG13762
ゲームポケット スマゲー
ロット／1個
Pサイズ／15.5×11.5×3cm

OISZG21588
ハッピージャイアントアイスパンチ
ロット／1個
商品サイズ／31×13×13cm

OISZG21630
ハッピースーパーパンチハンド
ロット／1個
商品サイズ／33×2×9cm

ONEZG01395
デラックスツブたまちゃん
ロット／1個
サイズ／31×19×4cm

ONEZG01075
NEW激ブルフィッシング
ロット／1個
サイズ／16.5×26×4.5cm

ONEZG01077
NEWカラフルビーズ
カシャボン!!
ロット／1個
サイズ／17×25×3.5cm

ONEZG01197
LCDキューブゲーム プラス
ロット／1個
サイズ／13.5×16×4.5cm

ONEZG00914
3Dターゲットシューター改
ロット／1個
サイズ／16×23×4.5cm

YIGZG43260
クラッシュアイスゲーム
ロット／1個
Pサイズ／22.5×19.5×7.5cm

PPYZG68015
セーフティーボール（日本製）
ロット／100個
ボールサイズ／Φ5.5cm、約4.5g

これひとつに
リバーシ、将棋、チェス

3種類のゲームが楽し
めます！

SNSで大人気！
ペンギンを落とさない

ように

周りのブロックを崩し
ていく

ゲームです！

磁石にくっつく粘土で
す！

MRKZG13609
ショットガンライフル
ロット／1個
Pサイズ／74×19.5×3cｍ

FJYZG00210
組立てフラフープ
ロット／1個
組立て時サイズ／Φ74cm

ONEZG01180
デラックスゴルフプレイセット
ロット／1個
商品サイズ／15×60×13cm

TMYZG41003
レールキング
ロット／1個
サイズ／35.5×24.5×4cm

ONDZG13518
たのしいおえかきボード
ロット／1個
サイズ／41×32×4.5cm

ACSZG05832
ゲームスタジアムトリプル
ロット／1個
サイズ／36.2×29.2×3.8cm

TMYZG50014
スチールバトミントン
ロット／1個
サイズ／20×65.5×2cm

IYMZG03100
カラーボール（12個入）
ロット／1セット
商品サイズ／Φ7cｍ

SANZG09010
キャンディボール8号
（4色アソート）

ロット／6個
商品サイズ／Φ20cｍ
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タカラトミー

タカラトミーアーツ

TTOZG88347
トミカ　はこんであそぼう！
トミカトランスポーターセット
ロット／1個
Pサイズ／28×19.5×6.5cｍ

TTOZG48304
プラレール　N700A新幹線ベーシックセット
ロット／1個
Pサイズ／29×23×12.5cｍ

TTOZG96579
ウーニーズ　スタンダードセット
ロット／1個
Pサイズ／30×29×8cｍ

TTOZG96587
ウーニーズ専用ペレット　
たっぷりセット
ロット／1個
Pサイズ／27×24×4cｍ
※こちらは本体が入っていない
　ペレットのみの商品となります。

TTOZG88629
人生ゲームMOVE!
ロット／1個
Pサイズ／50.4×29.7×7.5cｍ

TTOZG87504
ポケット人生ゲームMOVE!
ロット／1個
Pサイズ／10.5×18×2.5cｍ

EPCZG06191
ドーナツ・オン・ドーナツ+3
ロット／1個
Pサイズ／60×6.5×37.5cm

EPCZG07290
サッカー盤ロックオンストライカー　
サッカー日本代表ver.
ロット／1個
Pサイズ／60×6.5×37.5cm

EPCZG05495
エポック社のポカポンゲーム
ロット／1個
Pサイズ／25×6.8×18.5cm

GKSZG97682
ニューブロック しょうぼうしゃボトル
ロット／1個
商品サイズ／14×18×20cm

GKSZG98267
ニューブロック ようちえんバスボトル
ロット／1個
商品サイズ／14×18×21cm

EPCZG79921
はじめてのアクアビーズ
ロット／1個
Pサイズ／30×7×21cm

EPCZG32110
ホイップる 
ジュエルケーキセット
ロット／1個
Pサイズ／13×6×21cm

EPCZG06147
野球盤3Ｄエース 
オーロラビジョン
ロット／1個
Pサイズ／43×7.5×43cm

EPCZG05604
ドンケツゲーム
ロット／1個
Pサイズ／15.5×13.5×17.8cm

トミカトランスポーターと
トミカ4台のセット！！

カラフルなぷにぷにペレットが
9色90個入っています。

ギアが回転することで
リアルタイムにマス目も動くので、
最後までドキドキ感を
楽しめます！

持ち運びに便利な
ポケットサイズの人生ゲーム！！

初心者にもおすすめな
プラレールのベーシックセット！

ぷくっとピタッと
ふしぎなふうせん「ウーニーズ」。
カラフルなぷにぷにペレットを
膨らませることができる本体と、
ペレット36個がセットになった
基本セットです。

材質/ブロック:PE
説明書付
材質/ブロック:PE
説明書付

TTAZG53376
黒ひげ危機一髪ジュニア
ロット／1個
Pサイズ／20.5×12×11.5cｍ

GKSZG12480
ニューブロック はじめてのセット1
（19種70パーツ入り）

ロット／1個
Pサイズ／16×35×24.5cm

TTAMP52678
バンチ オ バルーン（3束パック）
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

EPCZG78570
ホイップる 
ラブリーマカロンセット
ロット／1個
Pサイズ／13×18×5cm

ミニサイズの
かわいいマカロンが
８コ作れるよ！
専用ギフトボックスつき！


