
●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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これ1セットでヨーヨー風船イベントが楽しめます!

・ヨーヨー風船
 メタル クリスタル
 カラーアソート   　100個
・糸ゴム　　　　  100本
・パッチンスタンド      1個
・しばらず
 パッチンクリップ　100個
・クイックフック  　 100個

・ヨーヨー風船　　 100個
・糸ゴム（輪っかが
できているゴムひも）100本
・らくらくポンプ　　　 1本
・釣り針＆
 釣り紙セット　　 100枚
・しばらず
 パッチンクリップ　100個
・パッチンスタンド 　 １個

・ヨーヨー風船  　　100個
・らくらくポンプ    　　  1本
・糸ゴム       　      100本
・つり紙  　  　      100枚
・つり針　  　　   　30個
・パッチンスタンド 　   １個
・しばらずパッチンクリップ 100個
・80cm丸型プール 　 1個
・フットポンプ　　　    1個
・2畳用レジャーシート   　  1枚

・LED入ジャンボ
 ヨーヨーバルーン    20個
・糸ゴム            20本
・専用アタッチメント付
 ポケットポンプ　  　1本
・しばらず
　パッチンクリップ    20個
・ミニスタンド    　 1個
・作り方説明書     1枚

・ヨーヨー風船　　　 100個
・ゴムポンプ 　     　　 1個
・糸ゴム　　　　　　 100本 
・つり紙  　　　　　  100枚
・つり針　　　　　　  30個　
・パッチンスタンド　 　   1個
・しばらずパッチンクリップ 100個

水ヨーヨー
対応タイプ

透明ポンプ専用の
パッキンです。

・ヨーヨー風船
 メタル クリスタル
 カラーアソート   　100個
・糸ゴム　　　　  100本
・パッチンスタンド  　 1個
・しばらず
 パッチンクリップ　100個

・ヨーヨー風船　100個
・らくらくポンプ 　  1本
・糸ゴム　　　  100本
・つり紙　　　  100枚
・つり針　　　　30個
・パッチンスタンド  1個
・しばらず
　パッチンクリップ　100個

・ヨーヨー風船　500個
・糸ゴム　　　  500本

・ヨーヨー風船　500個

・ヨーヨー風船　100個
・らくらくポンプ 　  1本
・糸ゴム　　　  100本
・つり紙　　　  100枚
・つり針　　　　30個
・パッチンスタンド  1個
・しばらず
　パッチンクリップ　100個

・ヨーヨー風船　    100個
・糸ゴム　　　　  100本
・パッチンスタンド  　 1個
・しばらず
 パッチンクリップ　100個

・ヨーヨー風船　    100個
・糸ゴム　　　　  100本
・パッチンスタンド  　 1個
・しばらず
 パッチンクリップ　100個

・ヨーヨー風船
 アソート メタリック、
 クリスタル　　　100個
・糸ゴム　　　    100本
・パッチンスタンド     1個
・らくらくポンプ　　  1本
・作り方説明書　  　1枚
・つり紙　　       100枚
・つり針　　　　　30個
・サイズゲージ　　　1枚
・しばらず
 パッチンクリップ  100個

誰もが一度
は

手にした事
のある

定番カラー
です

メタリックカ
ラーと

クリスタル
カラーの

人気アソー
トです

しばらず
パッチンの

ない

プロ向けの
商品です

可愛らしい
柄ばかりの

透明感のあ
るカラーで

す

最初からつり紙とつり針が
セット加工してありますので
今までのように
手間と時間が、かかりません！！

新提案
！！

KISVY62520
クイックフック（50入）
ロット／1袋

KISVY62224
Kishi’s eセットヨーヨーつり風船
ロット／1キット
Pサイズ／11×31.5×31.5cm

SZKVY10031
らくらくヨーヨーセット
ロット／1箱
Pサイズ／29.5×14×4cm

SZKVY50100
パッチンＹＯＹＯ100（100入）
ロット／1袋
Pサイズ／35.5×4.5×5cm

SZKVY10021
ヨーヨーＮｏ.100青箱
ロット／1箱　Pサイズ／22×14.5×5cm

SZKVY00742
つり紙（こより）（1000枚入）
ロット／1袋
Pサイズ／11×8×2cm

SZKVY00743
つり針（100本入）
ロット／1袋
Pサイズ／10×9×2cm

SZKVY00740
つり針・つり紙セット
ロット／1袋　Pサイズ／10×9×2cm 
※つり針30個・つり紙100枚

SZKVY20308
透明ポンプ
ロット／1本
商品サイズ／長さ38cｍ

SZKVY63111
透明ポンプ用パッキン
ロット／1個
商品サイズ／Φ約4cm

SZKVY61107
糸ゴム（ノビ）（100本入）
ロット／1束
Pサイズ／29×2×2cm

SZKVY50013
ヨーヨーＮｏ.500ノビ無
ロット／1袋　
Pサイズ／18×22×5cm 
※糸ゴム・クリップなし

SZKVY50010
ヨーヨーＮｏ.500ノビ付
ロット／1袋　
Pサイズ／18×22×5cm
※クリップなし

SZKVY02003
ぴかぴかYOYO
BALLOON（20入）
ロット／1箱
Pサイズ／24×12×4cm

SZKVY50101
パッチンＹＯＹＯ100メタルクリスタル（100入）
ロット／1袋
Pサイズ／35.5×4.5×5cm

SZKVY10023
ファンタスティックヨーヨー（100入）
ロット／1袋
Pサイズ／29×16×5cm

SZKVY10032
メタルクリスタル
らくらくヨーヨーセット
ロット／1箱
Pサイズ／34×16×4.5cm

SZKVY10041
ファンタスティック
らくらくヨーヨーセット
ロット／1箱
Pサイズ／29.5×14×4cm

・ヨーヨー風船　    100個
・糸ゴム　　　　  100本
・パッチンスタンド　   1個
・しばらず
 パッチンクリップ　100個
・クイックフック  　 100個

・ヨーヨー風船    100個
・糸ゴム　　　   100本
・パッチンスタンド     1個
・しばらず
 パッチンクリップ 100個
・クイックフック    100個
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KISVY62516
パッチンＹＯＹＯ100 クイックフックセット
ロット／1セット

KISVY62518
ファンタスティックヨーヨークイックフックセット
ロット／1セット

KISVY62517
パッチンＹＯＹＯ100
メタルクリスタル クイックフックセット
ロット／1セット

SZKVY10051
【超】らくらくヨーヨーセット
ロット／1箱
Pサイズ／30×16.5×6cm

水ヨーヨー
対応タイプ

SZKVY20300
らくらくポンプ
ロット／1本
商品サイズ／長さ29cｍ

超らくらくの理由
こよりが最初から
セットされていますその1
糸ゴムが最初から
輪っかになっていますその2



●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。19 20

ヨーヨーつり
ヨ
ー
ヨ
ー
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

水ヨーヨー

ヨーヨー
コレクション

キャラクター
ビニール
ヨーヨー

水ヨーヨー

ヨーヨー
コレクション

キャラクター
ビニール
ヨーヨー

ヨ
ー
ヨ
ー
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

キャラクター
ソフビ
ヨーヨー

キャラクター
ソフビ
ヨーヨー

ヨーヨーコレクション

KISVY63909
ヨーヨーコレクション 
ドルチェ
ロット／10個
Pサイズ／16.5×14.5cm
本体サイズ／約16×16cm

KISVY63910
ヨーヨーコレクション 
プリティプリンセス 
ロット／10個
Pサイズ／16.5×14.5cm
本体サイズ／約16×16cm

KISVY63911
ヨーヨーコレクション 
うさピヨ
ロット／10個
Pサイズ／16.5×14.5cm
本体サイズ／約16×16cm

KISVY63956
ヨーヨーコレクション おまつり
ロット／10個
Pサイズ／16.5×14.5cm
本体サイズ／約16×16cm

KISVY63957
ヨーヨーコレクション ニンジャ
ロット／10個
Pサイズ／16.5×14.5cm
本体サイズ／約16×16cm

KISVY63958
ヨーヨーコレクション あにまるきゅーとフェイス
ロット／10個
Pサイズ／16.5×14.5cm
本体サイズ／約16×16cm

KISVY63955
ヨーヨーコレクション 昆虫図鑑
ロット／10個
Pサイズ／16.5×14.5cm
本体サイズ／約20×10cm

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。注意
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パッケージの内側に
楽しいゲーム付き！

パッケージの内側に
楽しいゲーム付き！

プリンセスが持ってい
る

アイテムのアソートで
す。

パッケージの内側には
楽しいゲーム付き！

うさぎとひよこの
ほのぼのアソートです

。

パッケージの内側には
楽しいゲーム付き！

パッケージの内側に
楽しいゲーム付き

パッケージの内側に
楽しいゲーム付き

パッケージの内側に
楽しいゲーム付き

ゴム付き

ヨーヨーコレクションを
使ったイベントに最適！ 竿を収縮できます！クイックフックはつり紙につり針が

セットしてあるのですぐに使えます！

KISVY62520
クイックフック（50入）
ロット／1袋

LBREV21136
イベント用釣竿
ロット／1本
サイズ／全長約57cｍ（縮めたとき：34cm）
糸は含まない 2色アソート

KISVY62728
ヨーヨーコレクション 
おすし 
ロット／10個
Pサイズ／16.5×14.5cm
本体サイズ／約7×15×5cm

KISVN62910
ヨーヨーコレクション 
にゃんこ
ロット／10個
Pサイズ／16.5×14.5cm
本体サイズ／約17×18×9cm

KISVN62854
ヨーヨーコレクション 
ミッフィー
ロット／10個
Pサイズ／14×20cm
本体サイズ／約12×17cm

KISVN62911
ヨーヨーコレクション 
ダイナソー
ロット／10個
Pサイズ／16.5×14.5cm
本体サイズ／約22×16×16cm

KISVN62912
ヨーヨーコレクション 金魚
ロット／10個
Pサイズ／16.5×14.5cm
本体サイズ／約8×12×6cm

KISVN62913
ヨーヨーコレクション 
フラワー
ロット／10個
Pサイズ／16.5×14.5cm
本体サイズ／約6×13×7cm

KISVY63238
ヨーヨーコレクション アニマルパーク
ロット／10個
Pサイズ／16.5×14.5cm　
本体サイズ／約16×16cm

KISVY63241
ヨーヨーコレクション 
フルーツ王国
ロット／10個
Pサイズ／16.5×14.5cm　
本体サイズ／約12×8cm

KISVY63239
ヨーヨーコレクション すいぞくかん
ロット／10個
Pサイズ／16.5×14.5cm　
本体サイズ／約17×15×7cm

KISVY63240
ヨーヨーコレクション 
はたらくくるま
ロット／10個
Pサイズ／16.5×14.5cm　
本体サイズ／約11×16cm
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キャラクタービニールヨーヨー

キャラクターソフビヨーヨー

DICCY80645
ソフビヨーヨー 
騎士竜戦隊リュウソウジャー 
リュウソウレッド
サイズ／7.5×5×3cm

DICCY80643
ソフビヨーヨー 
スター☆トゥインクルプリキュア 
キュアスター
サイズ／7.5×5×3cm

DICCY80641  
ソフビヨーヨー 
仮面ライダージオウ
サイズ／7.5×5×3cm

DICVY70846
うんこ漢字ドリル 顔うんこ先生
サイズ／約10×11cm

DICVY70854
キラッとプリ☆チャン 桃山みらい
サイズ／Φ約10cm

DICVY70857
キラキラハッピー☆ひらけ！ここたま
サイズ／Φ約10cm

DICVY70856
ポケットモンスター サン＆ムーン
顔イーブイ
サイズ／Φ約13×18ｃｍ

DICVY70858
仮面ライダージオウ
サイズ／Φ約10cm

DICVY70867
スター☆トゥインクルプリキュア
サイズ／Φ約10cm

DICVY70870
騎士竜戦隊リュウソウジャー
サイズ／Φ約10cm

DICVY70865
がんばれ！ルルロロ（緑Ver.)
サイズ／Φ約10cm

DICVY70864
がんばれ！ルルロロ（青Ver.)
サイズ／Φ約10cm

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。注意

使用例

DICVY70618
顔アンパンマン
サイズ／Φ10cm

DICVY70619
顔ばいきんまん
サイズ／Φ10cm

DICVY70620
顔ドキンちゃん
サイズ／Φ10cm

DICVY70498
顔ドラえもん
サイズ／Φ10cm

DICVY70497
顔リラックマ
サイズ／8.5×12.5cm

DICCY80508
ソフビヨーヨー
ピカチュウ
サイズ／9×5×3.5cm

DICCY80591
ソフビヨーヨー
リラックマ
サイズ／6.5×6.5×4cm

DICCY80503
ソフビヨーヨー
アンパンマン 飛び
サイズ／6×6.5×8cm

DICCY80502
ソフビヨーヨー
アンパンマン 立ち
サイズ／7×6.5cm

DICCY80563
ソフビヨーヨー
ばいきんまん
サイズ／7.5×5.5cm

DICCY80564
ソフビヨーヨー
ドキンちゃん
サイズ／7.5×5.5cm

DICCY80532
ソフビヨーヨー
ドラえもん
サイズ／8×3.5×3cm

DICCY80505
ソフビヨーヨー
きかんしゃトーマス
サイズ／4.5×4×5cm

ITOVY62297
顔ぼんぼんりぼん
サイズ／10×19cm

TKGVY61134
ビニールヨーヨー用
うずまき棒
ロット／100本
サイズ／39cm

DICVY70733
ドラえもん15Ver. ドラえもん
サイズ／Φ9cm

DICVY70508
きかんしゃトーマス
サイズ／Φ9cm

DICVY70633
リラックマ（ハワイ柄）
サイズ／Φ9cm

ITOVY62045
スイーツキティ 丸型
サイズ／Φ12cm

ENAVY62202
すいかキティ
サイズ／Φ約9cm

ロット

10枚糸ゴム付き

ロット

12個
DICVY70737
それいけ！アンパンマン
アンパンマン16Ver.
サイズ／Φ9cm

ITOVN62997
顔けろっぴ
サイズ／14×13cm

ITOVN62999
顔シナモン
サイズ／20×10cm

DICVY70778
ポケットモンスター サン＆ムーン 
モクロー
サイズ／Φ9cm

DICVY70779
ポケットモンスター サン＆ムーン  
ニャビー
サイズ／Φ9cm

DICVY70780
ポケットモンスター サン＆ムーン 
アシマリ
サイズ／Φ9cm

DICVY70760
リルリルフェアリル りっぷ
サイズ／Φ9cm

DICVY70761
リルリルフェアリル ひまわり
サイズ／Φ9cm

ITOVY62807
ぐでたまスイム
サイズ／15×12cm

ITOVN62994
シンカイゾク
サイズ／Φ9cm

ITOVN62995
ハミングミント
サイズ／Φ9cm

DICVY70782
顔ピカチュウ
サイズ／12×16cm

DICVY70815
トミカハイパーレスキュー 
ドライブへッド 
ソニックインターセプター
サイズ／Φ約10cm

DICVY70816
顔コキンちゃん
サイズ／約15×12cm

DICVY70817
顔メロンパンナ
サイズ／Φ約12cm

ITOVY63275
顔キティ（2色アソート）
サイズ／Φ約12cm

DICVY70849
ポケットモンスター サン＆ムーン 
ベベノム
サイズ／Φ約10cm




