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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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ジュエルアイス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
約200ベア

ダイヤモンドハート 約180
フラワー 約200

約155
約120

アニマルランド
金魚

ハート

シェル

海の仲間
約250

約190

約150

約130ドルフィン

約220ミニフルーツ ミニボトル 約285

ABSミニボトル 約205飛行機 約260
キャンディ 約220

ベル 約265

音符 約240
マイカー 約200

数　量
バルーンドッグ 約230
アヒルちゃん
うんちくん 約220

ケーキ 約135約130

ロック 約250
ダイヤモンド

トレイン 約180
マイカーMIX 約220

約250 約240クリアスタンダードMIX

約230マルチネオンスタンダードMIX

約280マウス

ABSゴールドラッシュ 約230
ABSベルMIX 約230

お持ち帰りアイテム

★Kishi’s　eセット★

ヒモを通せる穴が開いています。
かわいいバルーンドッグ型の
ジュエルアイスです。

つかみ取り、すくい取りなどのイベント用に
ふうせんのおもりに
手作りクラフト用品のパーツとして

ジュエルアイスのお持ち帰り
用の中の球ビンです！
取っ手付なので持ちやすい！

ジュエルアイスのお持ち帰り用
バックです！　
２色アソート

KISEV63989
Kishi's eセット ジュエルアイス宝石詰め放題
ロット／1セット

KISNS64026
風船ショルダーバッグ
ロット／30枚
袋サイズ／18×18cm

TKWJI70585
ＰＶＣバック
ロット／50個　
商品サイズ／7×10cm
（持ち手含まず）

CLNJI63881
ジュエルアイス
お持ち帰り球ビン（取っ手付）
ロット／10個　商品サイズ／約7.5×7cm
（取っ手含めず）　
※シェルスタンダードMIXは中に入りません

KISJI62660
蛍光クリア ハート(1kg)

KISJI62654
蛍光クリア ミニボトル(1kg)
※入数増量しました

KISJI62655
蛍光クリア ベル(1kg)

KISJI62656
蛍光クリア 飛行機(1kg)
※入数増量しました

KISJI62657
蛍光クリア トレインコレクション(1kg)

KISJI62658
蛍光クリア マイカーMIX(1kg)

KISJI62659
蛍光クリア ドルフィン(1kg)

KISJI62661 
蛍光クリア 海の仲間(1kg)

KISJI62662
蛍光クリア シェル(1kg)

KISJI62663
蛍光クリア ミニフルーツ(1kg)

KISJI62664
蛍光クリア フラワー(1kg)

KISJI62665
蛍光クリア 金魚(1kg)

KISJI62666
蛍光クリア アニマルランド(1kg)
※入数増量しました

KISJI62667
蛍光クリア ベア(1kg)

KISJI62668
蛍光クリア ダイヤモンドハート(1kg)

KISJI62669
蛍光クリア マイカー(1kg)

KISJI62670
蛍光クリア ケーキ(1kg)
※入数増量しました

KISJI62671
蛍光クリア キャンディ(1kg)

KISJI62672 
蛍光クリア マウス(1kg)

・アクリルクリアMIX
・金魚袋（星柄）
・ボトルBOX
・お玉

3kg（約720個）
100枚
1個
1個

・アクリルネオンMIX
・金魚袋（星柄）
・ボトルBOX
・お玉

3kg（約690個）
100枚
1個
1個

・プール丸型60㎝
・アニマルランド1㎏
・ケーキ1㎏
・マウス1㎏
・ミニボトル1㎏
・持ち帰り球ビン（取手付）
・フットポンプ

1個
約155個
約135個
約260個
約285個

60個
1個

KISAR62225
Kishi’s eセット すくいどり アクリルクリアMIX
ロット／1セット　商品サイズ／22.5×17.5×17.5cm
取り出し口/Φ13cm　※ひとすくいで平均7個すくえます

KISAR62229
Kishi’s eセット すくいどり アクリルネオンMIX
ロット／1セット　商品サイズ／22.5×17.5×17.5cm
取り出し口/Φ13cm　※ひとすくいで平均7個すくえます

CLNJI63244
ジュエルアイス
お持ち帰りボトル
ロット／10個　
サイズ／Φ7.3×6.1cm

KISJI62649
蛍光クリアスタンダードMIX(1kg)

ロット

1袋
約3～5ｃｍ
前後

連結します
人気の
5種アソ

ート

バラエティー
蛍光クリア KISJI63943

蛍光クリア バルーンドッグ(1kg)

愛らしいアヒル型の
ジュエルアイスです。

KISJI63944
蛍光クリア アヒルちゃん(1kg)

面白いうんち型の
ジュエルアイスです。
たてに積み重ねられます。

KISJI63945
蛍光クリア うんちくん(1kg)

ジュエルアイス宝石を
たくさん小ビンにつめて
フタをしめて持ち帰ろう！！　
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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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クラッシュアイス

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
数　量 約245

約195
約220
約320
約280
約210

約320
約300
約390
約340
約245

四葉のクローバーイエロー系ミックス
貝マリン
ハートレッド
フラットマウストロピカル
バラピンク系ミックス
ダイヤリング10カラー

海物マリン
スカイミックスラメ10カラー
マウスリングミックス10カラー
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

約350
約355
約355
約400

80
約320

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
数字＆アルファベット10カラー
サイコロマリン
カブトムシ＆クワガタ

人気の海物に、マリンカラーが登場！
宝石すくいや
装飾に人気です。

三日月や星のモチーフの
かわいいクラッシュアイスが登場！
宝石すくいや装飾にも
人気です。

FASJI56560
クラッシュアイス数字&アルファベット10カラー(1kg)

FSAJI61750
クラッシュアイスイルカトロピカル(1kg)

FSAJI61749
クラッシュアイスイルカマリン(1kg)

FSAJI62632
クラッシュアイスクイーンフラワーマリン(1kg)

FSAJI62639
クラッシュアイスフラットマウストロピカル(1kg)

FSAJI61752
クラッシュアイス貝マリン(1kg)

FSAJI61772
クラッシュアイスインゴットゴールド（800g）

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)

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)

KISJI62651
ABSゴールドラッシュ(800g)

FASJI55571
クラッシュアイスサイコロマリン(80個入)

FSAJI61766
クラッシュアイスバラピンク系ミックス(1kg)

FSAJI62635
クラッシュアイスダイヤリング10カラー(1kg)

FSAJI61756
クラッシュアイスハートレッド (1kg)

ABSゴールドラッシュの、
内容量は800gになっています。注意

KISJI62675
ネオン ドルフィン(1kg)

KISJI62677
ネオン 海の仲間(1kg)

KISJI62678
ネオン ミニフルーツ(1kg)

KISJI62680
ネオン ダイヤモンドハート(1kg)

KISJI62681
パールネオン ケーキ(1kg)

KISJI62682
パールネオン キャンディ(1kg)

KISJI62683
パールネオン 音符(1kg)

KISJI62684 
パールネオン マウス(1kg)

KISJI62685
パールネオン マウスマルチブルー(1kg)

KISJI62686
パールネオン マウスマルチピンク(1kg)

KISJI62688
ダイヤモンド 蛍光クリア オレンジ(1kg)

KISJI62689 
ダイヤモンド 蛍光クリア グリーン(1kg)

KISJI62690
ダイヤモンド 蛍光クリア ピンク(1kg)

KISJI62691
ダイヤモンド 蛍光クリア ブルー(1kg)

KISJI62692
ダイヤモンド 蛍光クリア イエロー(1kg)

KISJI62693
ダイヤモンド 蛍光クリア レッド(1kg)

KISJI62694
ダイヤモンド 蛍光クリア 透明(1kg)

KISJI62695 
ダイヤモンド パールネオン ホワイト(1kg)

KISJI62696
ロック 蛍光クリア ミックス(1kg)

KISJI62697
ロック 蛍光クリア オレンジ(1kg)

KISJI62698
ロック 蛍光クリア グリーン(1kg)

KISJI62699
ロック 蛍光クリア ピンク(1kg)

KISJI62700
ロック 蛍光クリア ブルー(1kg)

KISJI62701
ロック 蛍光クリア イエロー(1kg)

KISJI62702
ロック 蛍光クリア 透明 (1kg)

KISJI62703
ロック 蛍光クリア レッド(1kg)

KISJI62650
マルチネオンスタンダードMIX(1kg)

ダイヤモンド

ロット

1袋
約3～5ｃｍ
前後

ロック

バラエティーネオン・
パールネオン

ABS

人気の
5種アソ

ート

インゴットゴールドの、内容量は
800gになっています。注意

FSAJI63959
クラッシュアイス 海物マリン（1kg)

FSAJI63960
クラッシュアイス スカイミックスラメ10カラー（1kg)

FSAJI56585
クラッシュアイス マウスリングミックス10カラー（1kg）

キッシーズのロックは、他社製品に比べ鋭い角がなく丸みを帯びたやさしいデザインです。

KISJI64165
ダイヤモンド 蛍光クリア 8色ミックス（1kg）

KISJI64166
ダイヤモンド 蛍光クリア パープル（1kg）

FSAJI64205
クラッシュアイス カブトムシ&クワガタ パステル6カラー（1kg）

FSAJI64206
クラッシュアイス カブトムシ&クワガタ グリーン系ミックス（1kg）


