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インクジェット
プリンター対応

・うちわ骨　
・タック紙×2枚
■  別途必要なもの 
  絵を描く為の
  筆記具

セット内容

・マグネット付パンチング
 バルーン10枚
・ストロー×10本　
・クレヨン（8色）×1箱 

セット内容

・スーパーボールが作れる粉3色3袋
・ボールの型1個 
・アソート2種

セット内容

・球径約φ106mm 
 縮尺約1/120,000,000
・土台　・枠　・本体台紙

セット内容
・吸水ビーズ×1袋
・風船×2個

セット内容

・アルギン酸ナトリウム8g×1
・乳酸カルシウム16g×1
・薬さじ×1　　・スポイト2ml×1
・蛍光粉3g(プラスチック容器入)×1
・プラ製皿×1　・説明書×1

セット内容

ふりふりシェイクでふうせんスライムを作ろう！！

自分で組み立てる
ペーパークラフト
小型地球儀

手でつかめる不思議な水が作れる化学実験キット

水に浸して固めて、
スーパーボールを作ろう！とっても簡単♪
楽しく実験♪

組み立て簡単!!

・透明板
 (切り取り加工済み)
 (14×14cm)×1
・ふた×1　
・キャップ×1　
・ポール
 (Φ0.7×20cm)×1

セット内容

KISEV23115
Kishi's eセット 
おえかきバルーン（マグネット入）
ロット／1セット　風船サイズ／約20cm

TKWKK70549
自分でつくるスーパーボール
ロット／12個　Pサイズ／12.5×17.5×3cm

ATKKK02670
ミニクリアかざぐるま
ロット／1個　
完成サイズ／約Φ20cm

ATKKK07886
お絵かき万華鏡
ロット／1個　本体サイズ／Φ5.4×18.4cm

IKDKK05637
パタパタ飛行機
ロット／1個　サイズ／全長35cm、幅45cm

ATKKK38099
うちわ作り（タック付）
ロット／1個　サイズ／23.8×34cm

TMDKK20208
バルーンスライムアソートセット
ロット／6個　サイズ／2×10.5×4.5cm

ABEKF54382
紙風船5号
ロット／50枚
折りたたみサイズ／１7×7×0.3ｃｍ
膨らまし時サイズ／Φ約１１ｃｍ

ABEKF54381
紙風船6号
ロット／50枚
折りたたみサイズ／2１×8×0.3ｃｍ
膨らまし時サイズ／Φ約１2ｃｍ

YAIKF61430
紙風船 パンダボディ１号（袋入）
ロット／12枚　Pサイズ／0.5×8.5×22ｃｍ
折りたたみサイズ／１7×6.5ｃｍ
膨らまし時サイズ／Φ約１１ｃｍ

YAIKF61431
紙風船 パンダ顔（袋入）
ロット／12枚　Pサイズ／0.5×１１×24.5ｃｍ
折りたたみサイズ／22×8ｃｍ
膨らまし時サイズ／Φ約１2ｃｍ

YAIKF61432
紙風船 ペンギン１号（袋入）
ロット／12枚　Pサイズ／0.5×8.5×22ｃｍ
折りたたみサイズ／１7×6.5ｃｍ
膨らまし時サイズ／Φ約１1ｃｍ

YAIKF61437
紙風船 スイカ3号（袋入）
ロット／12枚　Pサイズ／0.5×１１×25.5ｃｍ
折りたたみサイズ／23×9ｃｍ
膨らまし時サイズ／Φ約15ｃｍ

YAIKF61447
紙風船 ねこ（6柄アソート）（袋入）
ロット／12枚　Pサイズ／0.5×8.5×23ｃｍ
折りたたみサイズ／2１×8ｃｍ　膨らまし時サイズ／Φ約12ｃｍ

YAIKF61443
紙風船 金魚１号（袋入）
ロット／12枚　Pサイズ／0.5×8.5×22ｃｍ
折りたたみサイズ／１7×6.5ｃｍ　膨らまし時サイズ／Φ約11ｃｍ

TBMWG00501
プロペラグライダー
ロット／30個　Pサイズ／1×8.8×24.5cm

TBMWG00504
アクロバットグライダー
ロット／30個
商品サイズ／全長21～21.5cm　翼長／22.3cm

TBMWG00502
ゴムとばしグライダー
ロット／30個　Pサイズ／1×8.5×24.5cm

TBMWG01201
ライトプレーン
ロット／12個　Pサイズ／2.5×9×46cm

YAIKF61442
紙風船 イルカ3号（袋入）
ロット／12枚　Pサイズ／0.5×１１×24.5ｃｍ
折りたたみサイズ／23×9ｃｍ　膨らまし時サイズ／Φ約15ｃｍ

YAIKF61429
紙風船 とら１号（袋入）
ロット／12枚　Pサイズ／0.5×8.5×22ｃｍ
折りたたみサイズ／１7×6.5ｃｍ
膨らまし時サイズ／Φ約１１ｃｍ

YAIKF61425
紙風船 さる１号（袋入）
ロット／12枚　Pサイズ／0.5×8.5×22ｃｍ
折りたたみサイズ／１7×6.5ｃｍ
膨らまし時サイズ／Φ約１１ｃｍ

YAIKF62016
紙風船 コアラ１号（袋入）
ロット／12枚　Pサイズ／0.5×8.5×22ｃｍ
折りたたみサイズ／１7×6.5ｃｍ
膨らまし時サイズ／Φ約１１ｃｍ

YAIKF62080
紙風船 アザラシ（袋入）
ロット／12枚　Pサイズ／0.5×8.5×22ｃｍ
折りたたみサイズ／１8×0.7ｃｍ
膨らまし時サイズ／Φ約１１ｃｍ

ABEKF54380
紙風船8号
ロット／50枚
折りたたみサイズ／24×9×0.3ｃｍ
膨らまし時サイズ／Φ約１4ｃｍ

YAIKF62015
紙風船 てんとう虫1号（袋入）
ロット／12枚　Pサイズ／0.5×8.5×22ｃｍ
折りたたみサイズ／18×0.7ｃｍ
膨らまし時サイズ／Φ約11ｃｍ

YAIKF61436
紙風船 地球儀3号(袋入)
ロット／12枚　Pサイズ／0.5×11×25.5cm 
折りたたみサイズ／23×9cm 
膨らまし時サイズ／約15cm

TBMWG01106
脚付グライダー
ロット／24個　商品サイズ／全長27.5～28.5cm　翼長／32cm

ATKKK09796 
ペーパークラフト
地球儀(10.6cm)
ロット／1個
完成サイズ／16×11.5×10.6cm 球径Φ10.6cm

ATKKK56888
光る！つかめる！不思議な水！
ロット／1個
Pサイズ／8×8×3cm

LUMKK31204
やわらかいぷにょボール
ロット／12個
Ｐサイズ／9×13cm
原材料：吸水性ポリマー・天然ゴム
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TIYWG61505
小倉百人一首
ロット／1個
Pサイズ／16.5×12×5cm
札サイズ／約5.3×7.5cm

紙風船
大、中、小 各1枚
巻鳥
大、小 各1個

回すと

逆立ちし
ちゃう

不思議
なコマ

回すと

逆立ちし
ちゃう

不思議
なコマ

日本けん玉協会
認定
日本けん玉協会
認定

YHKWG61368
小巻取り（色アソート）
ロット／144本　商品サイズ／2.3×2.5×12cm
※色指定はできません

YHKWG61367
一本巻取り（色アソート）
ロット／72本　商品サイズ／2.5×5×24.5cm
※色指定はできません

ABEWG00001
三方巻取り（色アソート）
ロット／12本　商品サイズ／4×10.5×24.5cm
※色指定はできません

YHKWG61369
ウサギ巻取り（色アソート）
ロット／36本
商品サイズ／2.5×10.8×20cm
※色指定はできません

ロット／1個
Pサイズ／12×28×2.5cm

TKEWG01518
縁日セット(W)

TKEWG01534
しゃぼん玉セット
ロット／1個　Pサイズ／3×16.5×27.5cm
商品サイズ／〔しゃぼん玉液〕2.8×2.8×7cm
　　　　　  〔ストロー〕Φ1.2×10.3cm

OKKWG01445
木のおもちゃヨーヨー（色アソート）
ロット／1個　Pサイズ／3.5×10×13.5cm
商品サイズ／3.5×5.5×5.5cm
※色指定はできません

TKEWG01437
逆立ちコマ3Ｐ
ロット／1個　Pサイズ／3×10×12.5cm
商品サイズ／Φ3×3.5cm

OKKWG01428
力士コマ
ロット／1個　Pサイズ／2.3×12×20cm
商品サイズ／〔台〕1×6.8×6.8cm、〔コマ〕Φ2×4cm

TKEWG01108
竹トンボセット
ロット／1個　Pサイズ／0.5×8×21cm
商品サイズ／0.5×13.6×17.5cm

KYBWG60137
太鼓すもう　大
ロット／1個　Pサイズ／2.8×15.5×25cm
商品サイズ／〔台〕2.8×12×12cm、〔駒〕2×2×3.5cm

TKEWG01455
だるま落とし7寸
ロット／1個
商品サイズ／Ф5×22cm

OKKWG01444
投げコマ2寸（色アソート）
ロット／1個
商品サイズ／〔コマ〕Ф6×5.5cm、〔ひも〕Ф0.4×112cm
※色指定はできません

TKSWG60719
パイプ風車（色アソート）
ロット／60個　商品サイズ／6.5×11×31.5cm
※色指定はできません

TKSWG61370
組み上がり風車 16ｃｍ（色アソート）
ロット／50個　商品サイズ／45×16×6cm
※色指定はできません

TKSWG60720
ダブル風車（色アソート）
ロット／50個　商品サイズ／6.5×19×29cm
※色指定はできません

OKKWG60447
木地玩具 投げこま 3寸
ロット／1個
商品サイズ／Ф8×9cm

TKEWG01433
ひねりコマ ３P
ロット／1個
商品サイズ／Ф4×4.3cm

ONDWG01872
オフィシャルけん玉 名人 極
ロット／1個
商品サイズ／18×7×6cm

BELWG01760
木製ケン玉
ロット／30個
商品サイズ／14×6×3.5cm

福祉けん玉 大晴 
YGK61138　赤
YGK61143　青
ロット／1個　商品サイズ／約18cm

競技用けん玉 大空
ソリッドカラー
YGK61200　赤
YGK61201　青
ロット／1個　商品サイズ／約18cm

YGKWG61190
5連けん玉
ロット／1個　サイズ／横幅約30cm

ロット／1個　Pサイズ／7.4×18×6.2cm

競技用けん玉 大空
REShape2
YGKWG61195　赤
YGKWG61196　青
YGKWG61197　緑YHKWG16601

黄箱の吹き戻し（36個入り）
ロット／1個
サイズ／26×17×6cm
※色指定はできません
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TKEWG01150
ゴム銃（色アソート）
ロット／1個　Pサイズ／3×11×26cm
商品サイズ／3×7×24cm　
※色指定はできません

TKEWG01166
水鉄砲(ネット入)
ロット／1個
Pサイズ／4.3×7×37.5cm
商品サイズ／4.3×7×29cm

TKEWG01601
知育パズル 日本地図
ロット／1個
Pサイズ／0.6×24×36cm
商品サイズ／0.6×22.5×30cm

MTNWG50227
ビー玉（色アソート）
ロット／12ネット　
Pサイズ／1.5×5×17.5cm
商品サイズ／Ф1.5cm
※色指定はできません

MTNWG62940
ダイヤハジキ MIX（500個入）
ロット／1箱　商品サイズ／Ф2cm

ITUWG04023
手芸セット
ロット／12個
Pサイズ／2.5×11.5×18cm

ITUWG00008
クリスタルあやとりひも
ロット／24個
Pサイズ／1×10×17.8cm

OKKWG13301
お手玉5Ｐ（色アソート）
ロット／1個　Pサイズ／4.5×7×7cm
商品サイズ／Φ3.7×3.2cm
※色指定はできません

MTNWG50226
おはじき（色アソート）
ロット／12ネット　
Pサイズ／2×4.5×15.5cm
商品サイズ／Ф1.7×0.3cm
※色指定はできません

TKEWG01604
知育パズル 世界地図
ロット／1個
Pサイズ／0.6×24×36cm
商品サイズ／0.6×22.5×30cm

MIKWG61372
15パズルゲーム・大
ロット／12個
商品サイズ／1.4×8.5×8.5cm

TKEWG01555
丸面子セット
ロット／5個　Pサイズ／0.5×12×14cm
商品サイズ／10、8、6.5、5、3.5cm

FJKWG11316
131ピストルセット
ロット／1個
商品サイズ／23×14×0.4cm

KZYWG01699
大マジックダートゲーム
ロット／1個
商品サイズ／35×35×1cm

TKEWG01524
ポンポン丸
ロット／1個　Pサイズ／3.8×6.3×13.5cm
商品サイズ／3.5×6×13cm

MIKWG00045
ＵＦＯクラッカーボール
（色アソート）
ロット／6個　Pサイズ／3.5×9.2×13cm
商品サイズ／〔ボール〕Φ3.5×4.5cm、
〔紐〕0.3×0.3×45.5cm
※色指定はできません

TRYWG11007
トラバルーン3Ｐ
ロット／24個
Pサイズ／1×10.2×15.8cm
商品サイズ／〔本体〕1×1.5×6.4cm
〔ストロー〕Φ0.4×5cm

笑う門には
福来る！
笑う門には
福来る！

さまざま
に変化す

る

模様が
見えるよ

！さまざま
に変化す

る

模様が
見えるよ

！

TKEWG01515
友禅万華鏡
ロット／12個　
Pサイズ／9.4×15.8×28.5cm
商品サイズ／Φ4.5×15cm

TKEWG01521
友禅糸電話
ロット／1個　
Pサイズ／11×8.7×4.5cm
商品サイズ／4.2×4.2×6.3cm　
〔ひも〕Ф0.8×126cm

①TKEWG01404
でんでん太鼓（小）
ロット／1個
商品サイズ／3.8×7.5×20cm

①MTNWG62735
ビー玉（大） オーロラカラー
マーブル クリアー（65個入）
ロット／1箱　商品サイズ／Ф約2.5cm

②TKEWG01402
でんでん太鼓（中）
ロット／1個
商品サイズ／4.2×9×22.8cm

③TKEWG01403
でんでん太鼓（小）巴
ロット／1個
商品サイズ／3.8×7.5×19.5cm

OKKWG13112
羽子板セット（柄アソート）
ロット／1セット　Pサイズ／1.5×13×45cm
商品サイズ／〔羽子板〕1.5×10.5×37cm、〔矢羽根〕1.5×5×9cm
※絵柄指定はできません

OKKWG15468
矢羽根6P 袋入
ロット／1セット
Pサイズ／1.5×11×14cm
商品サイズ／1.5×5×9cm

KTMWG08025
福笑い
ロット／1セット　Pサイズ／0.4×16×25.5cm　商品サイズ／0.05×37.5×48.5cm

②

FJKWG00120
128ハイキャップブレッダー
ロット／1個
商品サイズ／17×11×0.9cm

MTNWG62939
並ハジキ コバルト（800個入）
ロット／1箱　商品サイズ／Ф2cm

MTNWG62938
ビー玉 大錦 MIX（65個入）
ロット／1箱　商品サイズ／Ф2.5cm

MTNWG62937
ビー玉 中錦 MIX（200個入）
ロット／1箱　商品サイズ／Ф1.7cm

②MTNWG62741
ビー玉（中） オーロラカラー
マーブル クリアー（200個入）
ロット／1箱　商品サイズ／Ф約1.7cm

③MTNWG62740
ビー玉（小） オーロラカラー
マーブル クリアー（500個入）
ロット／1箱　商品サイズ／Ф約1.25cm

①MTNWG62934
ビー玉（大） フロストマーブル 
MIX（65個入）
ロット／1箱　
商品サイズ／Ф約2.5cm

②MTNWG62935
ビー玉（中） フロストマーブル 
MIX（200個入）
ロット／1箱　
商品サイズ／Ф約1.7cm

③MTNWG62936
ビー玉（小） フロストマーブル 
MIX（500個入）
ロット／1箱　
商品サイズ／Ф約1.25cm

①MTNWG62738
ビー玉（大） オーロラカラー
マーブル MIX（65個入）
ロット／1箱　
商品サイズ／Ф約2.5cm

②MTNWG62737
ビー玉（中） オーロラカラー
マーブル MIX（200個入）
ロット／1箱　
商品サイズ／Ф約1.7cm

③MTNWG62736
ビー玉（小） オーロラカラー
マーブル MIX（500個入）
ロット／1箱　
商品サイズ／Ф約1.25cm

①

① ② ③

① ② ③ ② ③
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MTNWG63842
ビー玉(小)カラーマーブル　
イエロー(500個入)
ロット／1箱
サイズ／Ф約1.25㎝

MTNWG63843
ビー玉(小)カラーマーブル　
グリーン(500個入)
ロット／1箱
サイズ／Ф約1.25㎝

MTNWG63844
ビー玉(小)カラーマーブル　
コバルト(500個入)
ロット／1箱
サイズ／Ф約1.25㎝

MTNWG63846
ビー玉　小錦　MIX(500個入)
ロット／1箱
サイズ／Ф約1.25㎝

MTNWG63845
ビー玉(小)オーロラカラーマーブル　
コバルト(500個入)
ロット／1箱
サイズ／Ф約1.25㎝

MTNWG63847
ビー玉(中)カラーマーブル　
ブルー(200個入)
ロット／1箱
サイズ／Ф約1.7㎝

MTNWG63848
ビー玉(中)カラーマーブル　
イエロー(200個入)
ロット／1箱
サイズ／Ф約1.7㎝

MTNWG63850
ビー玉(中)カラーマーブル　
レッド(200個入)
ロット／1箱
サイズ／Ф約1.7㎝

MTNWG63849
ビー玉(中)カラーマーブル　
グリーン(200個入)
ロット／1箱
サイズ／Ф約1.7㎝

MTNWG63851
ビー玉(中)カラーマーブル　
コバルト(200個入)
ロット／1箱
サイズ／Ф約1.7㎝

MTNWG63852
ビー玉(中)オーロラカラーマーブル　
コバルト(200個入)
ロット／1箱
サイズ／Ф約1.7㎝

MTNWG63854
ビー玉(中)水玉マーブルミックス
(キャッツアイ)(200個入)
ロット／1箱
サイズ／Ф約1.7㎝

MTNWG63855
ビー玉(大)カラーマーブル　
イエロー(65個入)
ロット／1箱
サイズ／Ф約2.5㎝

MTNWG63856
ビー玉(大)カラーマーブル　
グリーン(65個入)
ロット／1箱
サイズ／Ф約2.5㎝

MTNWG63858
ビー玉(大)オーロラカラーマーブル　
コバルト(65個入)
ロット／1箱
サイズ／Ф約2.5㎝

MTNWG63857
ビー玉(大)カラーマーブル　
コバルト(65個入)
ロット／1箱
サイズ／Ф約2.5㎝

MTNWG63859
ビー玉(大)フロストカラーマーブル　
ブルー(65個入)
ロット／1箱
サイズ／Ф約2.5㎝

MTNWG63860
ビー玉(大)フロストカラーマーブル　
イエロー(65個入)
ロット／1箱
サイズ／Ф約2.5㎝

MTNWG63862
ビー玉(大)フロストカラーマーブル　
レッド(65個入)

ロット／1箱
サイズ／Ф約2.5㎝

MTNWG63861
ビー玉(大)フロストカラーマーブル　
グリーン(65個入)

ロット／1箱
サイズ／Ф約2.5㎝

MTNWG63863
ビー玉(大)フロストカラーマーブル　
コバルト(65個入)
ロット／1箱
サイズ／Ф約2.5㎝

MTNWG63864
花ハジキ(500個入)
ロット／1箱
サイズ／Ф約2㎝

MTNWG63866
砡ハジキ(500個入)
ロット／1箱
サイズ／Ф約2㎝

MTNWG63865
オーロラカラー
ハジキ(500個入)
ロット／1箱
サイズ／Ф約2㎝

MTNWG63867
花ケリ(120個入)
ロット／1箱
サイズ／Ф約2.5㎝

MTNWG63868
ビー玉(大)フロスト
クリアーマーブル(65個入)
ロット／1箱
サイズ／Ф約2.5㎝

MTNWG63841
ビー玉(小)カラーマーブル
ブルー(500個入)
ロット／1箱
サイズ／Ф約1.25㎝

FHSDA05280
ベビースターいろいろパック
ロット／1袋
Pサイズ／31.5×43×8cm

通常サイズのキャベツ太郎が
20袋入っています

28ｇ×8袋入り！ 28ｇ×8袋入り！

57ｃｍ

特大サイズ
の

うまい棒登
場！！

いろいろな味のうまい棒が
40本アソートされて
います。

子供会や、運動会の景品にピッタリ！！首に掛ける紐もついてきます。
中に20粒のおいしいチョコレートが入った金メダル、銀メダル、銅メダル

8種の味がそれぞれ
1袋ずつ入っています。

いろいろ味

YOKDA83981 
特大！うまい棒
ロット／1袋　Pサイズ／57×22×10cm
※パッケージ柄、味の指定はできません。

YOKDA02952
特大 キャベツ太郎
ロット／1袋
Pサイズ／42×34×10cm

FHSDA50378
ポテトチップス SUPER8 うすしお
ロット／1袋
Pサイズ／48×36.5×11cm

FHSDA52352
ポテトチップス SUPER8 コンソメパンチ
ロット／1袋
Pサイズ／48×36.5×10cm

FHSDA20032
AMハッピーターン
ロット／1袋
Pサイズ／39×29.5×8cm
324グラム入り 

FHSDA20033
AM揚一番
ロット／1袋
Pサイズ／39×29.5×8cm
350グラム入り 

FHSDA20023
AMカレーせん
ロット／1袋
Pサイズ／39×29.5×8cm
32枚入り（2枚×16袋個包装） 

FHSDA20013
AMぽたぽたやき
ロット／1袋
Pサイズ／43×32.5×8cm
54枚入り（2枚×27袋個包装） 

FHSDA20079
AMソフトサラダ
ロット／1袋　Pサイズ／43×32.5×8cm
50枚入り（2枚×25袋個包装） 

MKNDA05557
金メダル（チョコボールピロ）
ロット／1個　
箱（メダル部分）サイズ／φ約12cm×3cm　
チョコ1個装のサイズ／約2.3×3.7×1.2cm

MKNDA05556
銀メダル（チョコボールピロ）
ロット／1個　
箱（メダル部分）サイズ／φ約12cm×3cm　
チョコ1個装のサイズ／約2.3×3.7×1.2cm

MKNDA05566
銅メダル（チョコボールピロ）
ロット／1個　
箱（メダル部分）サイズ／φ約12cm×3cm　
チョコ1個装のサイズ／約2.3×3.7×1.2cm 


