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AND

だからこそ

いよいよクリスマス。どんなご馳走をどのプレートに盛り付けよう？
おうちをどう飾ろう？考えるだけでうきうきしちゃう！
おうちだからこそ楽しめる「パーティーづくり」をはじめよう。

コーディ
けの
ネ
だ
分

自

ト
ー

テーブル
づくり
そ！
こ

ィーへよう
パーテ

PA

を
て歓迎
を詰め
お菓子
や
走
馳
トにご
プレー
RTYな

いつものグラスも
パーティー仕様に変身させて

LIMITED STOCK

PG150478

パーティーマイプラッター レッド

¥4,290 tax in

PG430785

オーナメントグラスタグ
フォイルボード

PMP23331

¥660

＜Lot : 1＞

tax in

＜Lot : 1＞

Set : 18個入

Size : 45 7.5 20.5cm ※食品は付属しません

14"プラッター
メリークリスマスラウンド
ホットスタンプドプラスチック

¥1,155 tax in ＜Lot : 1＞

Size : 35cm

PG58015.40

カップ
アップルレッド LIMITED STOCK

¥550 tax in

PG160268

ワインボトルカバー サンタスーツ

＜Lot : 1＞

¥1,100 tax in

Size : φ8 9.5cm
PKSize：φ8 14cm
Set : 8個

LIMITED STOCK

PG591680

PG541680

プレート7"メリーホリーデー

Size : 17cm
Set : 8枚

キッシーズ株式会社
〒451-0042 愛知県名古屋市西区那古野2-7-17

LIMITED STOCK

LIMITED STOCK

LIMITED STOCK

¥495 tax in

＜Lot : 1＞

PKSize：31 10cm

＜Lot : 1＞

プレート12"
オーバルメリーホリーデー

¥1,320

Size : 30cm
Set : 8枚

tax in ＜Lot : 1＞

PG501680

PG581680

ビバレッジナプキン
メリーホリデー

9ozカップ
メリーホリデー

¥495

¥605 tax in

tax in

＜Lot : 1＞

Size : 25 25cm
PKSize：12.5 12.5 1.5cm
Set : 16枚

＜Lot : 1＞

Size : 9.5ｃｍ
PKSize：14 Φ8cm
Set : 8個

TEL : 052-563-4681 FAX : 052-563-4684 www.kishis.co.jp

@kishis1946

テーブルウェアに統一感があるだけで、
いつもの食卓が大変身
セッ ト内容

・ペーパープレート ×
・ペーパーナプキン ×
・ペーパーカップ ×
・ギフトバッグ
×

9
18
9
1

PG701557

枚
枚
個
個

LIMITED STOCK

ビバレッジナプキン
メリーリトルクリスマス

¥825 tax in

＜Lot : 1＞

Set : 36枚 Size : 25 25cm
PKSize：12.5 12.5 1.5cm

LIMITED STOCK

KIS23220

テーブルウェアギフトセット
メリーリトルクリスマス

¥1,628 tax in ＜Lot : 1＞

セッ ト内容

・ペーパープレート ×
・ペーパーナプキン ×
・ペーパーカップ ×
・キ ャ ン ド ル
×
・カトラリー 3 種 × 4

KIS00115

4 枚
16 枚
4 個
18 本
セット

※安全を考慮し、
キャンドルの火花は
小さめとなっております。
ご了承ください。

PG430795

クラシカルなデザインの
テーブルウェアセット

LIMITED STOCK

クラシッククリスマス テーブルウェアセット

¥1,463 tax in

＜Lot : 1＞

Size : カップ9.5 φ8cm,カトラリー約3 15cm,
プレート７” φ17.5cm,ナプキン25cm,キャンドル17.5cm
PKSize：26 32 9cm

PG50777720

プラスチックプレート スターシェイプ
ニューイヤー メタリックシルバー＆ゴールド

ビバレッジナプキン
ホリデーチアー

Size : 26 26cm
Set : 10枚入（ゴールド5枚、シルバー5枚）

PKSize : W12.5 Ｈ12.5 D1.5cm
Size : W25 H25cm
Set : 16枚入

¥1,155 tax in ＜Lot : 1＞

¥770 tax in

＜Lot : 1＞

LIMITED STOCK

PG400016

カップケーキピック
サンタズワークショップ

¥715 tax in

＜Lot : 1＞

Size : 7.5cm ※カップケーキケースは
付属しません
Set：30本

PG400260

PG400051

ピック クリスマスツリーハニカム
ペーパーウィズウッド

ピック クリスマスホーリー
ペーパーウィズウッド

¥605

tax in

¥495 tax in

＜Lot : 1＞

Size : 6cm
Set：36本

＜Lot : 1＞

Size : 10cm
Set：12本

大きめアイテムでお部屋をドラマチックに

PG120218

バナー ホリゾンタルメリーキリスト

¥770

tax in

＜Lot : 1＞

Size : 162.5 83cm

PG370003

フェルトストッキング

プラスチックテーブルカバー

¥660 tax in

PG240267

ボウスモールレッド

¥297 tax in ＜Lot : 1＞

¥330 tax in ＜Lot : 1＞

Size : 45cm

Size : 37 27cm

POYXM39504

クリスマスツリーホールハンギング

＜Lot : 1＞

Size : 137 274cm
PKSize：18 40 1cm

PG77015.40

アップルレッド

PG77015.03

フェスティブグリーン

PG77015.08

フロスティホワイト

PG260080

ポップアップギフトボックス
アソート

¥1,430 tax in ＜Lot : 1＞

PG370093

Size : スモールボックス:H15 W15 D15cm
ミディアムボックス:H19 W19 D19cm
ラージボックス:H23 W23 D23cm
Set : 3個

キッシーズ株式会社
〒451-0042 愛知県名古屋市西区那古野2-7-17

ジャンボストッキング

¥660 tax in ＜Lot : 1＞
Size : 85cm

クリスマスハンガー

¥341 tax in

Size : 24 10cm

＜Lot : 1＞

POYXM73660

¥605 tax in

＜Lot : 1＞

Size : 16cm 19cm 0.5cm
素材 : 木、鉄

TEL : 052-563-4681 FAX : 052-563-4684 www.kishis.co.jp

@kishis1946

人も楽し
も大
め
供
子

組
み
立

る

思い出
づくり

パーティーのアクティビティにはカーニバルゲームボックスがピッタリ！
簡単に組み立て・コンパクトにお片付けできるからおうちでもらくらく♪
カラフルで可愛いので写真映えもバッチリです！
のあそびがで
きる
3種類
！
第で
次
方
て

射的

玉入れ

たっぷり
景品

CGBEV64331

輪投げ

カーニバルゲームボックス

OPEN

！
可能
文
注
加

50 個入

なったら専
用サ
がなく
イト
景品
で
追

＜Lot : 1＞

PK Size : W71cm H11 D66cm

つくってみよう！

バルーンガーランド
ボリュームたっぷりで華やかなガーランドを手作りして
思い出づくりも飾り付けも楽しもう

↓

ここを
ここをむすぶ むすぶ

KIS22953

小さい風船同士をひねる

KIS22951

チャーミィパック
バルーンガーランドセット
レッド／ホワイト

¥1,430 tax in

↓

ここを
むすぶ

チャーミィパック
バルーンガーランドセット
ペイルブルー／ホワイト

¥1,430 tax in

＜Lot : 5＞

Size : 370cm (連結時)
PKSize：8.5 18cm
Set : クイックリ ンク大12枚、
丸型小42枚

＜Lot : 5＞

Size : 370cm (連結時)
PKSize：8.5 18cm
Set : クイックリンク大12枚、
丸型小42枚

冬こそ花火

ポンプを使って風船を膨らませます。
※口で膨らませると破裂した際に危険ですので、
必ずポンプをご利用ください。

風船同士をつなげ、
天井などから吊り下げて飾ります。
吊るす際は付属のテグスをご利用ください。

空気の澄んだ冬は、花火が綺麗に見えるのです
煙の少ない映え系花火でロマンチックな冬の夜を

煙が少ないから綺麗な写真がとりやすい！
手持ち花火で空中に絵や文字を描いて
思い出の写真を残そう
WMYHB04524

スマイルプラス

OPEN

＜Lot : 1＞

PKSize：W30 H47 D10cm
Set : 線香花火、手持ち花火、
手持ち噴出

キッシーズ株式会社
〒451-0042 愛知県名古屋市西区那古野2-7-17

ONDHB05393

煙少なめスマホでキレイ

OPEN

＜Lot : 1＞

PKSize：W27 H52.5 D6.5cm
Set : 手持ち花火、手持ち噴出

TEL : 052-563-4681 FAX : 052-563-4684 www.kishis.co.jp

@kishis1946

背負って写真を
撮り
た

映えアイ
テ
たん
ム
ん

か

で

翼♡
使の
天
い

アルバム
づくり

LIMITED STOCK

スティックから空気を入れるだけで簡単にふくらむ
バルーンでできたフォトプロップス！
PTD44272

PTD エンジェルウィング
ダウンワード ホワイト

OPEN

＜Lot : 1＞

Size : W53cm H37cm

KIS23344

BPP40106

バルーンフォトプロップス
ジョヴィアルサンタ

¥638 tax in

バルーンフォトプロップス
ウィムジカルスノーマン

¥638 tax in

＜Lot : 5＞

＜Lot : 5＞

PKSize : W20 H34cm
Size : 37cm

PKSize : W20 H34cm
Size : W19cm H25cm

PTD44274

PTD エンジェルウィング
アップワード ホワイト

ps

#balloonphotopro
#kishis

OPEN

＜Lot : 1＞

Size : W75cm H45cm

由に
両面自
トが
イラス
文字や
!
す
ま
描け

BPP24288

バルーンフォトプロップス
サテンスノーフレーク

¥638 tax in

PG397649

PG395008

ブリングネックレス クリスマスツリー

クリスマスサスペンダー

¥770 tax in

¥1,650 tax in ＜Lot : 1＞

＜Lot : 1＞

Size : 90cm

※ネックレスは商品に含まれません

＜Lot : 5＞

PKSize : W20 H34cm
Size : 35cm

KIS23271

バルーンフォトプロップス
スピーチバブル

¥638 tax in

PG397749

ジングルベルブレスレット

¥935 tax in

＜Lot : 1＞

PG392323

ネックレス
クリスマスショットグラス(4個入)

¥2,805 tax in
Size : 50cm Set : 4個

PG393500

PG392069

ハット メリークリスマスサンタ

¥660 tax in

＜Lot : 1＞

Size : 30 37.5cm

PG393504

¥2,420 tax in
Size : 150 30cm

＜Lot : 1＞

tax in

＜Lot : 1＞

Size : 38 30cm
PKSize : 31 28 5cm

＜Lot : 1＞

¥935 tax in
Size : 20 15cm

＜Lot : 1＞

PG398859

ネックレス ホーホーホー

¥1,265 tax in

＜Lot : 1＞

Size : 80cm

PG392072

チャイルドサンタハット

¥330 tax in

＜Lot : 1＞

Size : 33 28cm

パーティグラス
ジャイアントスノーマン

パーティーグラス
サンタハット

¥1,760

¥330

tax in

PG398933

PG397529

ロングサンタハット

帽子 フェルトサンタフォルデッドカフ

＜Lot : 5＞

PKSize：Ｗ20 Ｈ34cm
Size : 35cm

＜Lot : 1＞

PG395012

PG392299

パーティーグラス
ジャイアントツリー

¥935 tax in
Size : 25 15cm

キッシーズ株式会社
〒451-0042 愛知県名古屋市西区那古野2-7-17

＜Lot : 1＞

LIMITED STOCK

フォトキット
クリスマスプロップ

¥1,815 tax in
PKSize：21 35cm
Set：13本

PG398858

＜Lot : 1＞

フォトプロップス チアーズ

¥1,100 tax in
PKSize：68.5 33cm

TEL : 052-563-4681 FAX : 052-563-4684 www.kishis.co.jp

@kishis1946

ぶら下げたり壁に貼ったりするだけで
お部屋の雰囲気を変えられるアイテム

お部屋
づくり

り
ぷ

ク

ムードた
マス
っ
ス
リ

くるみ割
り人形の物語
の世界観で
絵本みた
いなクリスマ
スを演出

PTD18482

PTD ペーパーガーランド
ナットクラッカー

OPEN

＜Lot : 1＞

Size : 2m

ゴム風船を膨らませてバルーンテープに通すだけで
かんたんにバルーンガーランドが完成！
クリスマスツリー、
サンタクロース、
スノーマンをイメージした
赤・白・緑の3種類の風船が各7枚入っています

KIS26104

PG290134

クリスマスバルーンガーランド

¥1,100

tax in

¥1,925 tax in

PKSize : W16 H12 D2cm
セット内容：バルーン21個・バルーンテープ1巻（5ｍ）

Size : 約35cm

PG290049

¥1,980 tax in

PG242430

＜Lot : 1＞

Size : 25cm 、
30cm 、35cm

PTD17464

PTD バックドロップ
クリスマスツリーズゴールド

Size : 100cm 245cm

＜Lot : 1＞

Set : 3個

PG242306

¥1,980 tax in

＜Lot : 1＞

Size : Rolls/ 1.2 3.65m Add Ons:/85cm 1.65m
Set : Rolls/ 2枚 Add Ons:/4枚

キッシーズ株式会社
〒451-0042 愛知県名古屋市西区那古野2-7-17

＜Lot : 1＞

Size : 24cm Set : 3個

ジャイアントシーンセッター デコレーティングキット クリスマス

¥3,520 tax in

＜Lot : 1＞

Set : 3個

ランタン
トラディショナルクリスマス

ハンギングデコレーション
ツリーハニーカム

OPEN

LIMITED STOCK

ハッピークリスマス ペーパーパック
クリスマスハット、
ツリー、
スノーフレーク

＜Lot : 1＞

PG670203

シーンセッター ウォールデコキット
マジカルクリスマス

¥1,375 tax in ＜Lot : 1＞

PG290099

ハッピークリスマス ハンギングデコレーション
トラディショナルクリスマス

¥1,870 tax in

＜Lot : 1＞

Size : 28 18cm、25 25cm、26 21cm

Set : 3個

PG679852

スワールバリューパック
キャンディケイン

¥990 tax in

＜Lot : 1＞

Size : カットアウト付60cm スワールのみ45cm Set : 12個

PG672154

シーンセッター スノーメン アドオン

¥880 tax in

Size : 85cm 165cm

TEL : 052-563-4681 FAX : 052-563-4684 www.kishis.co.jp

＜Lot : 1＞
Set :

2枚

@kishis1946

PG120410

レターバナーグリッター ピースラブジョイ

¥1,320 tax in

＜Lot : 1＞

Size : リボン360cm
各文字約15cm

PG120106

LIMITED STOCK

レターバナー メリークリスマス

¥825 tax in

＜Lot : 1＞

Size : 18 210cm

PG120224

ペーパーバナー クリスマスペナント

¥1,210 tax in

＜Lot : 1＞

Size : 32 270cm

PG220103

LIMITED STOCK

ガーランド クリスマスカードホルダー

¥1,430 tax in

＜Lot : 1＞

Size : 360 7.5cm

※クリスマス柄のカードは付属しておりません

PG210526

LIMITED STOCK

レターバナー ハッピーホリデー

¥1,650 tax in

＜Lot : 1＞

Size : 365 12.7cm

温かみのあるフェルト生地

PG120535

バナーフェルト ジンジャーブレッド

¥2,420 tax in

＜Lot : 1＞

Size : 約160cm 15cm

PG210279

レターバナー
メリークリスマスリボンバナー

¥1,210 tax in

＜Lot : 1＞

Size : 360 7.5cm

PG220292

バリューガーランド クリスマスホリー/ベリーズ

¥440 tax in

＜Lot : 1＞

Size : 270cm

ウィンドウに施すスノーアート

YIGXM14273

すりこみくんパウダースプレー

YIGXM00481

ふきとりスプレー

150ml

¥1,078 tax in ＜Lot : 1＞

¥968 tax in

Size : 内容量280ml
雪のようなパウダーを
吹付けるスプレーです

Size : 内容量150ml
スノースプレーを拭き取るための
スプレーです

＜Lot : 1＞

YIGXM97976

スノースプレー用型紙（A２）
MCタイトル

¥1,408 tax in

＜Lot : 1＞

Size : 42cm 59.4cm
スノースプレー用の型紙です

キッシーズ株式会社
〒451-0042 愛知県名古屋市西区那古野2-7-17

YIGXM97899

スノースプレー用型紙（A2) ツリー

POY42286

カタガミリース LIMITED STOCK

¥1,408 tax in ＜Lot : 1＞

¥825 tax in

Size : 42cm 59.4cm
スノースプレー用の型紙です

Size : 50cm
スノースプレー用の型紙です

＜Lot : 1＞

POY42289

カタガミ MCモジVI

¥825

tax in

LIMITED STOCK

＜Lot : 1＞

Size : 50cm
スノースプレー用の型紙です

TEL : 052-563-4681 FAX : 052-563-4684 www.kishis.co.jp

@kishis1946

ンでかざ
ルー
る
バ

ディスプレイ
づくり

あなたの思い描くクリスマスを実現できるアイテムがたくさん！
バルーンなら設置もお片付けも簡単で、個性豊かな空間がつくれます
抱きしめた
くな
るか
わ
い
♡
さ
AG オーブス オーナメントキット

¥2,750 tax in

＜Lot : 1＞

Size : W38cm H50cm/エア専用

ANG40406

AG オーブス グリーン
オーブス オーナメントキット

ANG40408

BLT25024

BLT25147

BLT25026

L-SHP
ホリデーレインディア

スペシャルデリバリー
サンタ

OPEN

AG オーブス シルバー
オーブス 1オーナメントキット

＜Lot : 1＞

Size : 76cm 150cm 200L

OPEN

＜Lot : 5＞

Size : 40cm 60cm 20L

キッシーズ株式会社
〒451-0042 愛知県名古屋市西区那古野2-7-17

ANG40404

AG オーブス レッド
オーブス オーナメントキット

BLT L-SHP
スペシャルデリバリーキャンディケーン

¥2,530 tax in

＜Lot : 1＞

Size : 65cm 140cm 60L

TEL : 052-563-4681 FAX : 052-563-4684 www.kishis.co.jp

@kishis1946

SIB38584

スナップイットバルーン
18”H サテンリュクス
サングリアハート

¥660 tax in ＜Lot : 5＞

PKSize : W10 H14.7cm
Size : 45cm 15L

SIB38297

スナップイットバルーン
L-SHP サテンリース

¥1,650 tax in

SIB40104

SIB36913

¥660 tax in

スナップイットバルーン
18”R ラスティッククリスマス

＜Lot : 5＞

PKSize : 10 14.7cm
Size : 43cm 14L

¥660

tax in

＜Lot : 5＞

スナップイットバルーン
18”SHP ジョヴィアルサンタ

スナップイットバルーン
18”SHP アドラブルスノーマン

¥660 tax in

¥715

tax in

¥660 tax in

¥715

tax in

＜Lot : 5＞

PKSize : W10 H14.7cm
Size : 45cm 15L

PKSize : W10 H14.7cm
Size : 45cm 15L

¥660 tax in

＜Lot : 5＞

¥660 tax in

＜Lot : 5＞

SIB37117

スナップイットバルーン
18” スノー＆スタークリスマス

スナップイットバルーン
18” にこにこサンタ＆ツリー

¥660 tax in

＜Lot : 5＞

PKSize : W10 H14.7cm
Size : 45cm 15L

PKSize : W10 H14.7cm
Size : 43cm 14L

スナップイットバルーン
18”H サテンリュクス
ホワイトサテンハート

スナップイットバルーン
18”SHP ホワイトクリスマス
スノーフレークプリズマティック

SIB37116

スナップイットバルーン
17” メリークリスマスアイコンズ

＜Lot : 5＞

＜Lot : 5＞

PKSize : 10 14.7cm
Size : W45cm H53cm 20L

SIB29392

SIB33984

スナップイットバルーン
17” サンタハットエモティコン

PKSize : W10 H14.7cm
Size : 43cm 14L

PKSize : 10 14.7cm
Size : 45cm 13L

＜Lot : 5＞

PKSize : 10 14.7cm
Size : W35cm H50cm 20L

PKSize : W10 H14.7cm
Size : W68 H76cm

スナップイットバルーン
17”R クリスマスパイン
アンドオーナメンツ

SIB40107

¥715 tax in

＜Lot : 5＞

SIB38590

SIB111796

SIB40108

＜Lot : 5＞

PKSize : W10 H14.7cm
Size : 45cm 15L

PG185051.19

クレープストリーマー ゴールド

¥825 tax in

＜Lot : 1＞

Size : 2.4m

PG249520

LIMITED STOCK

キットデコ３Dフォイルスター
シルバー＆ゴールド

PG242426

3Dグリッターツリー
デコレーション ゴールド

PG185051.18

¥1,320 tax in ＜Lot : 1＞

クレープストリーマー シルバー

¥825 tax in

Size : 9cm,13cm,23cm,30cm
Set : 16個

¥1,210 tax in

＜Lot : 1＞

＜Lot : 1＞

Size : 25cm 20cm

Size : 2.4m

PG242425

3Dグリッターツリー
デコレーション シルバー

¥1,210 tax in

＜Lot : 1＞

PG24200.19

メタリックカーテン ゴールド

¥1,760 tax in

＜Lot : 1＞

Size : 240 90cm

Size : 25cm 20cm

PG192300.19

PG192300.18

¥495 tax in

¥495 tax in

＜Lot : 1＞

Size : 13cm 5枚入

Size :

CLEARZ
GLIT TER
SPHERE

¥660

＜Lot : 1＞

tax in

¥660 tax in

＜Lot : 5＞

＜Lot : 5＞

PKSize : W10 H14.7cm
Size : 48cm 14L

PKSize : W10 H14.7cm
Size : 48cm 14L

13cm 5枚入

＜Lot : 1＞

スナップイットバルーン
19"S サテンリュクス
プラチナムスター

スナップイットバルーン
19"S サテンリュクス
ゴールドサテンスター

スターカットアウト
シルバー

¥1,760 tax in

Size : 240 90cm

SIB36807

SIB36804

スターカットアウト
ゴールド

PG24200.18

メタリックカーテン シルバー

TM

キラキラのグリッターを
とじこめたバルーン。

光に反射して幻想的にかがやきます。

空気で膨らませて装飾のポイントに！

JUICY FRUIT

orange × gold

petit

KIS25470

クリアーズ グリッタースフィアプチ
ジューシーフルーツ バルク

¥440 tax in

＜Lot : 10＞

Size : 膨まし後25cm〜30cm
ガス容量：13〜30L

クリアーズ グリッタースフィア
ジューシーフルーツ バルク

Size : 膨まし後45cm
ガス容量：38L

clear ×gold&silver

petit

KIS25122

¥528 tax in

SPARKLING SODA

LIMITED STOCK

＜Lot : 10＞

KIS25472

クリアーズ グリッタースフィアプチ
スパークリングソーダ バルク

¥440 tax in

＜Lot : 10＞

Size : 膨まし後25cm〜30cm
ガス容量：13〜30L

KIS25119

クリアーズ グリッタースフィア
スパークリングソーダ バルク

¥528 tax in

Size : 膨まし後45cm
ガス容量：38L

キッシーズ株式会社
〒451-0042 愛知県名古屋市西区那古野2-7-17

＜Lot : 10＞

BPP58271

バルーンフォトプロップス
11” クローム ゴールド（6個入）

¥638 tax in

＜Lot : 5＞

PKSize : W10cm H18.5cm D3cm
Size : 28cm（膨らまし後）

BPP58270

バルーンフォトプロップス
11” クローム シルバー（6個入）

¥638 tax in

＜Lot : 5＞

PKSize : W10cm H18.5cm D3cm
Size : 28cm（膨らまし後）

TEL : 052-563-4681 FAX : 052-563-4684 www.kishis.co.jp

@kishis1946

パ

ーン
ル
バ

OPEN

自立
す
る

ス
マ
ス
リ

size
91cm

BLT25025

L-SHP
ウォーターカラーポインセチア

でスイー
カラー
トな
テル
ク
ス

＜Lot : 5＞

Size : 60cm 60cm 38L

GRB72092

GRB41インチ
マカロンキャンディーケイン

OPEN

＜Lot : 5＞

Size : W50 H91cm 28L

GRB72093

GRB41インチ
ピンクキャンディーケイン

OPEN

＜Lot : 5＞

Size : W50 H91cm 28L

GRB70006

GRB38インチ
スタンドアップ クリスマスツリー

OPEN

＜Lot : 1＞

Size : 44x79x24cm

PTD18359

絵本の世界に迷い込んだような
クリスマスを演出できるバルーン

PTD LSHP
クリスマスボバルミックスカラー

OPEN

＜Lot : 5＞

Size : W51cm W49cm

PTD19224

PTD13391

PTD LSHP
ディア

OPEN

PTD LSHP
サンタ

OPEN

＜Lot : 5＞

Size : W80cm H105cm

＜Lot : 5＞

Size : 37cm 60cm

PTD18358

PTD LSHP
クリスマスボバルレッド

OPEN

PTD17102

OPEN

＜Lot : 5＞

Size : W45cm H45cm

PTD LSHP
ディアフェイス

＜Lot : 5＞

Size : W73cm H64cm

PTD13728

PTD LSHP
レインディア

OPEN

＜Lot : 5＞

Size : サイズ／W50cm H62cm

PTD14280

PTD LSHP
ジンジャーブレッドマン

OPEN

＜Lot : 5＞

Size : 58cm 86cm

キッシーズ株式会社
〒451-0042 愛知県名古屋市西区那古野2-7-17

PTD11442

PTD18355

L-SHP
キャンディコーン ピンク

PTD LSHP
ポｰラーベア

OPEN

＜Lot : 5＞

Size : W51cm H45cm

OPEN

＜Lot : 5＞

Size : 50cm 82cm 44L

TEL : 052-563-4681 FAX : 052-563-4684 www.kishis.co.jp

@kishis1946

PG679497

ハンギングスワールデコレーション
スノウフレイク

¥990 tax in

＜Lot : 1＞

Size : 7”カットアウト付スワール/3個
5”カットアウト付スワール/3個
スワール/6個
Set :

LIMITED STOCK

PG671015

シーリングデコレーション レットイットスノウ

¥1,870 tax in

PG672015

ストリングデコレーション
スノーフレーク

PG290072

ハッピークリスマス
スノーフレークイリデセント

¥825 tax in＜Lot : 1＞

＜Lot : 1＞

Size : 30 300cm

12個

¥3,080 tax in

Size : 210cm
Set : 6個

＜Lot : 1＞

Size : 30cm 1個、40cm 2個
Set : 3個入

結晶の形の
テーブルマット
LIMITED STOCK

¥3,300 tax in

＜Lot : 1＞

Size : H90 W50cm

¥1,210 tax i n ＜Lot : 1＞

Size : H50 W50cm

スーパーメガバリュー
コンフェッティミックス
スノーフレイクス

プレースマット ビニール
イリディセントスノーフレーク

3Dスター 60cm

スターシースター

エンジェルウィング

PG360550

PG670822.15

EP-16

EP-13

EC-005

¥1,540 tax in＜Lot : 1＞

¥1,078 tax in

PKSize : 33.8 42.1 0.1 cm
Size : 50 57 28cm

¥2,200 tax in ＜Lot : 1＞

＜Lot : 1＞

Size : 約140ｇ

Size : 45cm

BLT25145

雪の結晶モチーフのデコレーションと
バルーンをくみあわせた
オーロラにきらめくクリスマス

L-SHP
スノーフレークトリオ

OPEN

＜Lot : 5＞

Size : 70cm 110cm 37L

EC-24975

¥3,300 tax in

BLT25146

EC-24974

カスケード 40cm

L-SHP
オパールクリスマスツリー

カスケード 20cm
＜Lot : 1＞

PKSize : 45 51.7 3cm
Size : 40 149 40cm

¥1,760 tax in

OPEN

＜Lot : 1＞

PKSize : 28.3 33 4cm
Size : 20 145 20cm

BLT26145

＜Lot : 5＞

18インチ SHP
スノーフレークワンダーランド

容量 : 32L

OPEN

＜Lot : 5＞

Size : 45cm 15L

FJB25273

FJB25288

FJB25274

FJB25289

FJB25275

FJB25290

FUNJOY Balloon
丸型ホワイト50枚入

FUNJOY Balloon
丸型ホワイト6枚入

FUNJOY Balloon
丸型ブルー50枚入

FUNJOY Balloon
丸型ブルー6枚入

FUNJOY Balloon
丸型ライトブルー50枚入

FUNJOY Balloon
丸型ライトブルー6枚入

Size : 23cm
PKSize：W14 H23 6cm
Set : 50個

Size : 23cm
PKSize：W10 H14.7cm
Set : 6個

Size : 23cm
PKSize：W14 H23 6cm
Set : 50個

Size : 23cm
PKSize：W10 H14.7cm
Set : 6個

Size : 23cm
PKSize：W14 H23 6cm
Set : 50個

Size : 23cm
PKSize：W10 H14.7cm
Set : 6個

¥858 tax in ＜Lot : 1＞ ¥198 tax in ＜Lot : 5＞ ¥858 tax in ＜Lot : 1＞ ¥198 tax in ＜Lot : 5＞ ¥858 tax in ＜Lot : 1＞ ¥198 tax in ＜Lot : 5＞

キッシーズ株式会社
〒451-0042 愛知県名古屋市西区那古野2-7-17

BPP24802

バルーンフォトプロップス
11”メリークリスマスアラウンド
（6個入）

¥748 tax in

＜Lot : 5＞

PKSize : W10 H18.5 D3cm
Size : 28cm（ふくらまし後）

TEL : 052-563-4681 FAX : 052-563-4684 www.kishis.co.jp

@kishis1946

ANG83119

エアルーンズラージ
ナッツクラッカー

OPEN

＜Lot : 1＞

Size : W60cm H154cm
エア専用

ANG83117

エアルーンズラージ
クリスマスツリー

OPEN

＜Lot : 1＞

Size : 78cm 149cm
エア専用

size
154cm

ANG83118

エアルーンズラージ
スノウマン

OPEN

＜Lot : 1＞

Size : 88cm 139cm
エア専用

で
の
る
す

エアルー
ンズ
ラー
設置 ジは
も簡 自
単 立
！

ANG43341

ANG40429

L-SHP
クリスマスプレゼント

L-SHP
ジンジャーバードハウス

¥1,100 tax in ＜Lot : 5＞

¥1,320 tax in ＜Lot : 5＞

Size : W63cm H68cm 60L

Size : 71cm 76cm 39L

ANG38296

SIB27229

スナップイットバルーン L-SHP サンタウィズツリー

¥1,320 tax in

PKSize : W10 H14.7cm

＜Lot : 5＞
Size : W66 H93cm

キッシーズ株式会社
〒451-0042 愛知県名古屋市西区那古野2-7-17

ANG40426

エアウォーカー
サンタ＆レインディア

L-SHP
アイグリーンクリスマスツリー

Size : 78cm 121cm 100L

Size : W66cm H91cm 48L

¥4,180 tax in ＜Lot : 1＞

¥1,430 tax in ＜Lot : 5＞

TEL : 052-563-4681 FAX : 052-563-4684 www.kishis.co.jp

@kishis1946

model size
150cm

inner size
200cm

size
280cm

KIS24074

エアブロウ クリスマスアーチ2018

¥36,300 tax in

＜Lot : 1＞

Size : 500 280 100cm
内径 : 200 200cm
消費電力 : 85W
ライト付 ポリエステル製

size
150cm

遠くからでも目立つ大きさ！
たたむとコンパクトで収納しやすい！

size
120cm

KIS24077

KIS24075

エアブロウ ミニスノーマン2018

¥9,460 tax in

エアブロウ サンタ2018

¥13,200tax in＜Lot : 1＞

＜Lot : 1＞

Size : 98 120 80cm
消費電力 : 8W
ライト付 ポリエステル製

バルーン専用資材

プロも愛用・ビギナーにもおすすめ！バルーンを扱うための必須アイテムをまとめました

どな たで も買えて使える使 い 捨てヘリウムガス！
FUNJOYBalloonなら
約 8 個 膨らみます

押しても引 いても
空 気 が 入る！
時 短 ハンドポンプ

Size : 95 150 75cm
消費電力 : 12W
ライト付 ポリエステル製

使 用 後 は 各 自 治 体 の 処 理 方 法 に 従って廃 棄してください
FUNJOYBalloonなら
約 1 6 個 膨らみます

FUNJOYBalloonなら
約 2 7 個 膨らみます

フィル ム バ ル ーンの 元 気 が なくなってきたときは
こちらをご 使 用ください

HUK06350

KIS23137

チャーミィパック
レギュラー2WAYポンプ

¥528 tax in

Size : 29.5cm

＜Lot : 1＞

HUG70121

120リットル バルーンタイム
（小）

OPEN

＜Lot : 1＞

Size : H38 W20cm
重さ：約1.7kg ※飛行機輸送不可商品

HUG70051

230リットル バルーンタイム
（中）

OPEN

＜Lot : 1＞

Size : H43.5 W24.5cm
重さ：約3.0kg ※飛行機輸送不可商品

キッシーズ株式会社
〒451-0042 愛知県名古屋市西区那古野2-7-17

SAG07020

バルーンタイム コンパクト 400L

OPEN

HUK06330

4.8リットル補充缶
ふわふわ缶ミニ
＜Lot : 1＞

従来の
「中」
サイズ容器に
「大」
の容量400Lを充填！
お値段も従来の
「大」
と同じ嬉しい据え置き♪

¥550 tax in

ふわふわ缶（11.6リットル）
＜Lot : 1＞

4.8L補充缶です。
フィルム用の補充缶になります。
※ゴム風船には対応しておりません。
※飛行機輸送不可商品

¥1,100 tax in ＜Lot : 1＞

11.6L補充缶です。
フィルム用の補充缶になります。
※ゴム風船には対応しておりません。
※飛行機輸送不可商品

TEL : 052-563-4681 FAX : 052-563-4684 www.kishis.co.jp

@kishis1946

動画を見ながら
動画を見ながら
ツイストバルーンで
ツイストバルーンで
つくってみよう！
つくってみよう！

サンタさんが
トナカイのソリに乗って
みんなにお菓子をおとどけ！

KIS25160

ひねっちゃお ライト
アソート 100本入

ソーシャルディスタンスを保った
キュートなお菓子配りのご提案！

OPEN

＜Lot : 1＞

Size : 約5 150cm
PKSize：W12 H18.5 D7cm
Set : 15色アソート

つくりかたは
kishis.net
youtubeをチェック！

色を変えてアレンジもできます！

KIS25529

KIS25528

ひねっちゃおNEXT
パステルカラー 70本入

¥1,320 tax in

ひねっちゃおNEXT
クロームカラー 60本入

＜Lot : 1＞

Size : 約5 150cm
PKSize：W11 H23 D7cm
Set : 7色各10本

¥1,320 tax in＜Lot : 1＞
Size : 約5 150cm
PKSize：W11 H23 D7cm
Set : 6色各10本

バルーンができたら
バルーンができたら
KOROCORO
KOROCORO にとりつけて連結！
にとりつけて連結！
まい棒」の
大人気「う
です!
詰め合わせ

コーンポタージュ 60本
チーズ 60本
やさいサラダ 60本
めんたい 60本
チキンカレー 60本
エビマヨネーズ 60本
テリヤキバーガー 30本
サラミ 30本
とんかつソース 30本
牛タン塩 30本
タコヤキ 30本
やきとり 30本
なっとう 30本
シュガーラスク 30本

600本
KISDG62286

バルーンが
もちゃに
車輪付きお
大変身！
KIS25467

うまい棒 600本
詰め合わせセット

「○味が○本」など、
内容はご指定いただけません。
欠品の味がある場合はランダムに
味をお入れします。

という
」
買ったぞ〜
「うまい棒 せてくれる
さ
に
届け！
気持ち
ール箱でお
専用ダンボ

おおよそ
15袋入り！ プで
イ
小さい粒タ
！
食べやすい

FHSXM15600

クリスマスクッピーラムネ

¥194

tax in

＜Lot : 1＞

PKSize : 17 20 7cm
内容量：60g（4g 15袋）
賞味期限：360日

キッシーズ株式会社
〒451-0042 愛知県名古屋市西区那古野2-7-17

OPEN

KOROCORO コロコロ

＜Lot : 1＞

賞味期限：約2ヶ月
アソート（味・種類指定不可）

OPEN

＜Lot : 5＞

Set : 台紙、
タイヤ4個、
スティック2本、
プラ輪1個、紐
※風船は別売です

カゴに入れるお菓子はこれがおすすめ♪
カゴに入れるお菓子はこれがおすすめ♪
個包装には
ゲームが
！
ついてるよ

FHSDA24139

ブラックサンダーミニバー
クリスマス

¥324

tax in

＜Lot : 1＞

PKSize : 24.5 17.5 3.8cm
内容量：191g（個包装約15本入）
賞味期限：360日

TEL : 052-563-4681 FAX : 052-563-4684 www.kishis.co.jp

れる
たくさん配
！
どっさり1kg

FHSDA10357

クリスマスキャンディー
（1kg）

OPEN

＜Lot : 1＞

内容量：1kg（個包装紙込）

@kishis1946

お宝が手に入る？！
ミニソックスをさがせ！
ツリーがあれば
ツリーにかざって
ひとりひとつ取ってもらっても OK ！

かわいくてたのしいミニゲームのご提案！

くつしたの中に
あたりがでたら
大当たりのプレゼント！？

サンタ靴下に
サンタ靴下に
ちいさなお菓子・おもちゃを
ちいさなお菓子・おもちゃを
入れたプールに
入れてプールに IN
IN ！
！

つりざおで
つりざおで
ひとりひとつ釣って
ひとりひとつ釣って
プレゼント！
プレゼント！

OISEV61837

ひっかけ磁石クルクルつりざお

PG370305

ストッキングバリューパック
ウルトラミニ

¥1,210 tax in ＜Lot : 1＞
Size : 9cm
Set : 10個

OISNS61740

プール丸型 80cm

OPEN

＜Lot : 1＞

Size : Ｈ30xＷ80xＤ80cm

キッシーズ株式会社
〒451-0042 愛知県名古屋市西区那古野2-7-17

OPEN

＜Lot : 1＞

Size : H46.5xW3.5xD6.5cm
全長約47cm（縮めたとき：27cm）
※糸は含まない
竿最長時のひもの長さ：約55cm
2色アソート（色のご指定は出来ません）

住宅展示場では
モデルハウス内に隠して
宝探しにしても楽しい！

TEL : 052-563-4681 FAX : 052-563-4684 www.kishis.co.jp

@kishis1946

くつしたに入れるおもちゃにおすすめ！

IWKXM14011

¥55 tax in

モチーフが可愛い
冬の タンプセッ
ト！
ス

IWKXM14012

雪だるま消しゴム

PG394896

サンタクロース消しゴム

＜Lot : 60＞

Size : 3〜5cm

スモチーフの
スマ
クリ キュートな消しゴムです！

¥55 tax in

PG390729

スタンパーセット ウィンターファン

＜Lot : 60＞

¥495 tax in

¥605 tax in

＜Lot : 1＞

Size : 2.5 4cm
Set : 6個

Size : 3〜5cm

PG394897

ウィンターファンイレイザー

ホリデーファン イレイザー

¥605 tax in

＜Lot : 1＞

＜Lot : 1＞

Size : 3.8cm
Set : 12個

Size : 3.8cm
Set : 12個

あたり景品におすすめ！
※季節商材につき在庫に限りがございます。

ンの
デザイ
マス ブレスレットです
ス
ン
。
コ
クリ シリ

OISXM42010

スノーキッズ ミニまきとり

¥55 tax in

＜Lot : 50＞

Size : 8 7 1.5cm
＊３種アソート

OISXM12089

OISXM11265

スノーキッズ パーティーメガネ

¥77 tax in

スノーキッズ リストバンドベル

＜Lot : 25＞

Size : 6 15 14cm

¥77 tax in

＜Lot : 25＞

Size : 直径13cm 内径5.5〜6cm

OISXM42105

スノーキッズ クリスマスブレスレット

¥55 tax in

＜Lot : 144＞

Size : φ約6.5cm

OISXM11844

OISXM21962

フラッシュクリスタル
スノーペンダント

¥77 tax in

光る棒つきスノーマン

＜Lot : 36＞

Size : φ6cm ひもの長さ69cm
＊4色アソート

¥165 tax in

＜Lot : 12＞

Size : 6 43ｘ5cm
＊2色アソート

らしい
が愛
つです
た顔 付のえんぴ
け
ぼ
ゴム
と
消し

OISXM41263

¥77 tax in

OISXM00250

OISXM11852

スノーキッズ
消しゴム付えんぴつ

＜Lot : 24＞

Size : えんぴつ全長19cm

¥77 tax in

OISXM12194

スノーキッズ
スノードロップゲーム

スノーキッズ らくがきボード

¥77 tax in

＜Lot : 25＞

Size : 16.5 18 0.2cm
＊4種アソート

スノーキッズ
クリスマスヨーヨー

＜Lot : 25＞

Size : 7.5 11 1cm
＊4種アソート

¥77 tax in

BELXM03048

＜Lot : 24＞

Size : φ5.5 D3cm PKSize : W9 H14 D3.5cm
＊3種アソート

サンタ面付巻き取り

¥77 tax in

＜Lot : 50＞

Size :約15cm

うれしいお菓子！
ビス、
ホワイトビス、冬ちろる、
コーヒーヌガー、
いちごマシュマロ、
ミルクの６種のアソート

FHSDA03346

FHSDA33171

チロルチョコ
クリスマスカップ

たべっ子どうぶつ
クリスマス8P

¥378 tax in

¥540 tax in

＜Lot : 1＞

スの定番！
スマ
クリ

FHSXM64375

クリスマスブーツ500

¥540 tax in ＜Lot : 1＞
Size : H35cm(リング込）
Set : お菓子5点入
賞味期限：120日

＜Lot : 1＞

PKSize : 9.8 12 9.8cm
内容量：40粒入
賞味期限：360日

PKSize : 30 20 8cm
内容量：個包装8パック入り
賞味期限：360日

お菓子
９点入！

お菓子
7点入！

FHSXM64376

クリスマスブーツ1000

¥1,080

tax in＜Lot : 1＞

Size : H45cm(リング込）
Set : お菓子7点入
賞味期限：120日

キッシーズ株式会社
〒451-0042 愛知県名古屋市西区那古野2-7-17

YOKDA83015

おもいっきりパック

¥216 tax in

＜Lot : 20＞

PKSize：23 30cm 4cm
賞味期限：120日

YOKDA83001

びっくりパック

¥324 tax in

＜Lot : 20＞

PKSize：23 32cm 5cm
賞味期限：120日

TEL : 052-563-4681 FAX : 052-563-4684 www.kishis.co.jp

@kishis1946

ほかにもあります！イベントゲーム
キーを
クッ
口に ぶゲーム！
の
て遊
タ
ン 投げ
サ

るか
当た
何が お楽しみ！

LBRXM01069

PG270138

ディスクトス サンタ

¥2,530 tax in

＜Lot : 1＞

Size : ボード51 40cm、ディスクφ９cm
Set : ボード1枚、ディスク４枚

ーフの
スモチ
スマ ーヨー！
リ
ヨ
ク ール
にもなるよ！
ビニ ーの飾り
ツリ

クリスマスグッズあつめるんです
(60回分)

¥3,300

tax in

＜Lot : 1＞

Size : 21 23 21cm

ゲームの
おまけつき！

LIMITED STOCK

KISXM64131

ヨーヨーコレクション
メリークリスマス

・ヨーヨーコレクション…50 個
(+ 予備 10 個 )
・イベント用丸型プール…1 個
・イベント用釣竿…3 本
・フットポンプ…1 個
・レジャーシート…1 枚
・ミドル 2WAY ポンプ…1 個

KISEV62574

OPEN

¥11,660 tax in ＜Lot : 1＞

PKSize : 15 14cm
Size : サンタ/H13.5xW12.5xD7cm
スノーマン/H14xW9.5xD7cm
ツリー/H16xW11.5xD7cm
リース/H12xW11xD7cm
トナカイ/H15xW10.5xD7cm
5種アソート

kishi 's eセット
ドキドキクリスマスフィッシング

PKSize : 16 29 31cm
※1回1個の設定で50回分です。

＜Lot : 10＞

※1回1個の設定で50回分です。

ラッピング
アイテム

取手付きで
持ち
お菓子や
やす
い
クリスマ おもち
ゃを ！
スプ
レゼ
詰
ント め

！
に

て

！
景品に
ムの る
ー
れ
ゲ に配
のセットです！
すぐ ちゃ入り
おも

お手軽かわいい
人気のパッケージ！

オモテ

KISXM63879

KISXM63224

おまかせ景品セット クリスマス
10個セット

おたのしみミニボックス
クリスマス

OPEN

OPEN

ウラ

＜Lot : 10＞

＜Lot : 1＞

PKSize :18 13 3.5cm
Set : おもちゃ3種入

Size : 18 13 3.5cm
※こちらはパッケージのみの商品です。中身は別途お求めください。

※画像は一例です。景品内容は予告なく変更になる場合があります。

プのタグが
シールタイ
と10 0個！
全 部でなん

LIMITED STOCK

PG378569

PG378568

スモールセロバッグ
サンタ

ラージセロバッグ
サンタ

¥550 tax in

LIMITED STOCK

＜Lot : 1＞

Size : 12.5 29 8cm
Set : 20枚

¥495 tax in

＜Lot : 1＞

Size : Ｗ10 Ｈ24 5.5cm
Set : 20枚

LIMITED STOCK

LIMITED STOCK

PG371108

スモールセロバッグ
スノーマン

¥495 tax in

＜Lot : 1＞

PG370440

コージーチェロ
パーティーバッグラージ

¥550 tax in

Size : Ｗ10 Ｈ24 5.5cm
Set : 20枚

キッシーズ株式会社
〒451-0042 愛知県名古屋市西区那古野2-7-17

＜Lot : 1＞

Size : 12.5 29 8cm
Set : 20枚

PG396605

PG262096

タグ ホリデーファンパッド

¥825 tax in
Size : 23 13cm
Set : 100個

＜Lot : 1＞

ラージゲイブルボックス
カードボード ホリー

¥1,100 tax in

＜Lot : 1＞

Size : H18 W15 D10cm
Set : 5枚

TEL : 052-563-4681 FAX : 052-563-4684 www.kishis.co.jp

@kishis1946

配りの定番！ゴム風船も
配りの定番！ゴム風船も
かわいいクリスマス柄！
かわいいクリスマス柄！

キッシーズ
オリジナルプリントの
ゴム風船

ゴム風船 に付けるスティックは
リングスティックがオススメ！
ひと工 夫で持ちやすい♫

ACC30115

リングスティック 赤

OPEN

＜Lot : 100＞

ACC30119

リングスティック 緑

OPEN

＜Lot : 100＞

KIS24772

Size : 24cm

Size : 24cm

レギュラーゴム風船 クリスマス

KIS62855

お客さんくるくる
クリスマスゴム風船タワー

¥17,600 tax in ＜Lot : 1＞
Size : 約58 180cm 約10段
作成時間 : 約20分（2名の場合）

バルーンテープで
バルーンガーランド！

OPEN

ゴム風 船
のタワーを
作る
すべてがセ
ットに！
ゴム風船 100 枚

＜Lot : 50＞

Size : 約23cm（膨らまし後）
4柄4色アソート

プラム S×10 枚
ベーススタンド
のぼりポール
リングスティック×100 本
ポンプ 2 本
説明書付

BPP25061

いろいろなサイズと
色のバルーンを穴に通せば
かんたんでボリューミーな
バルーンガーランドが完成！
BSH25103

¥418 tax in

バルーンテープの
使い方

バルーンテープ

OPEN

バルーンフォトプロップス
28cm ホリーベリーゴム風船
クリスマスアソート
（6枚入）
＜Lot : 5＞

PKSize : W9 H16.5 D2cm
Size : 柄/28cm、無地/13cm
Set : 柄/2個、無地/4個

＜Lot : 1＞

Size : 5m

FJB25271

FJB25286

FUNJOY Balloon
丸型グリーン50枚入

¥858 tax in ＜Lot : 1＞
Size : 23cm
PKSize：W14 H23 6cm
Set : 50個

FUNJOY Balloon
丸型グリーン6枚入

FJB25272

¥198 tax in ＜Lot : 5＞
Size : 23cm
PKSize：W10 H14.7cm
Set : 6個

FUNJOY Balloon
丸型レッド50枚入

¥858 tax in ＜Lot : 1＞
Size : 23cm
PKSize：W14 H23 6cm
Set : 50個

KIS22925

FJB25287

バルーンフォトプロップス 28cm
ポルカドットゴム 風船 クリスマスアソート

FUNJOY Balloon
丸型レッド6枚入

¥418 tax in

¥198 tax in ＜Lot : 5＞

＜Lot : 5＞

Size : 柄付き28cm、無地13cm
PKSize：9 16.5 2cm
Set : 柄付き3個、無地5個

Size : 23cm
PKSize：W10 H14.7cm
Set : 6個

ワークショップにおすすめおもちゃ
ワークショップにおすすめおもちゃ

KIS22926

バルーンフォトプロップス 28cm
サンタ＆ツリーゴム風船 クリスマスアソート

¥418 tax in

＜Lot : 5＞

Size : 柄付き28cm、無地13cm
PKSize：9 16.5 2cm
Set : 柄付き3個、無地5個

のツノを
カイ
トナ 自由にデコレーション！

リーに
のツ
陶器 インティング！
ペ

・モミの木モール…2本
・ツリー台…1個
・丸棒…1本
・モール…8色組
・ベル…1個・綿

YIGXM98882

クリスマス
ペイントオーナメントツリー

¥495 tax in

Size : 5.8 5.5 9cm
Set : 絵具・筆付

＜Lot : 1＞

・モミの木モール…2本
・モール…8色組
・ベル…1個 ・綿

ATKXM00417

ATKXM02460

OPEN

Size : 組立時約φ12 25cm

＜Lot : 5＞

OPEN

Size : 組立時約21 21cm

キッシーズ株式会社
〒451-0042 愛知県名古屋市西区那古野2-7-17

KYSPP11162

PG396540

クリスマスリース作り

クリスマスツリー作り

レインディアーアントラークラフトキット

＜Lot : 5＞

¥715 tax in
Size : 25 21cm

＜Lot : 1＞

ハサミのいらないペーパークラフト
クリスマスツリー グリーン

OPEN

＜Lot : 10＞

Size :30 22cm

TEL : 052-563-4681 FAX : 052-563-4684 www.kishis.co.jp

@kishis1946

新年
リモート
ご挨拶

遠方で会えない たいせつなひとに

バックを華やかに飾って

リモートでメッセージ

！

Hel2l0o22!

AGジャンボナンバー

ANG38890

¥3,190 tax in ＜Lot : 1＞

34"プレミアムレターバルーンゴールド

NSB00106

Size : 78cm 134cm

ANG38888

「2」
ゴールド

＜Lot : 1＞ Size : 約90cm

47リットル

数字「0」

「0（ゼロ）」
ゴールド

LIMITED STOCK

LIMITED STOCK

PG397200

PG396550

ハットトップキットクラフト
ニューイヤーズ

フォトキット
ニューイヤーズプロップ

¥715 tax in ＜Lot : 1＞

¥1,815 tax in ＜Lot : 1＞
PKSize：35 21cm

¥1980 tax in

NSB00104

数字「2」

PKSize：25 21cm

Set : 13個

16インチ プレミアムレターバルーン
ジェリーオンブレ

NSB86369

ナンバー2

¥440 tax in＜Lot : 1＞

Size : H30cm
※エアー専用 バルブ付

NSB86364

ナンバー0

NSB01227

NSB16"
ハッピーニューイヤーキット ゴールド

¥4,290

tax in

＜Lot : 1＞

PKSize : 25cm 20cm
＊エアー専用

LIMITED STOCK

PG120291

レターバナー
ニューイヤーリボン グリッターゴールド

¥1,210 tax in
Size :20 365cm

キッシーズ株式会社
〒451-0042 愛知県名古屋市西区那古野2-7-17

＜Lot : 1＞

PG252033

ハッピーニューイヤープリンセスティアラ

¥715 tax in
Size : 12 9cm

＜Lot : 1＞

SIB11228

スナップイットバルーン
19"シルバーダスラースター

SIB11227

スナップイットバルーン
19"ゴールドダスラースター

¥660 tax in ＜Lot : 5＞

¥660 tax in ＜Lot : 5＞

Size : 48cm 14L
PKSize : 10 14.8cm

Size : 48cm 14L
PKSize : 10 14.8cm

TEL : 052-563-4681 FAX : 052-563-4684 www.kishis.co.jp

@kishis1946

!

Hello2022

!
y
t
r
a
P
s
’
r
NewYea
リモートでも明るく

直接会えた仲間と楽しく

PG120419

ミッドナイトニューイヤーズイブ
マルチパックバナー

¥1,760 tax in

新年を迎えるパーティー！

＜Lot : 1＞

Size：365cm 20cm 365cm 10cm
Set : 2個

PG242470

ミッドナイトニューイヤーズイブ
デコキットペーパー＆ホイル

¥3,740

tax in

＜Lot : 1＞

Set : フリンジペーパーガーランド1個、
バーティカルストリングガーランド2個、
フォイルスワール6個、
ペーパーファン3個、
ホットスタンプペーパーファン2個

る
自立 す
ンド！
空 気で
ンスタ
ル
バ ー
な
き
おお

ANG42468

エアルーンズラージ
バブリーワイングラス

OPEN

表

＜Lot : 1＞

裏

Size : 104cm 129cm
エア専用

ANG40441

AG18SHP ＨＮＹ
ゴールドアンドブラックバブリーボトル

¥715 tax in

PG542206

LIMITED STOCK

PG542207

¥880 tax in

＜Lot : 1＞

¥660 tax in

＜Lot : 5＞

Size：Φ17.5cm
Set : 8枚

Size : 25cm 66cm 15L

ANG42463

エアルーンズラージ
スタークラスターブラック＆ゴールド

OPEN

＜Lot : 1＞

Size : 86cm 149cm
エア専用

PG350103.86

LIMITED STOCK

ビッグパーティーパック
シャンパンフルートクリア

¥3,300 tax in

＜Lot : 1＞

Size : 5.5oz.(162.6ml)
Set : 20個 プラスチック製

MOVIE!

PG350492

LIMITED STOCK

PG512207

7インチプレート
7インチメタリックプレート
ディスコボールドロップイリディセント ミッドナイトニューイヤーズイブ

PG250907

LIMITED STOCK

¥1,210 tax in

LIMITED STOCK

グリッターコーンハット
レッツパーティー

シャンパングラス
ハッピーニューイヤークリア
＜Lot : 1＞

Size : 5oz.(148ml)
Set : 2個
プラスチック製

¥660 tax in

＜Lot : 1＞

Size : 23cm 21cm

ランチョンナプキン
ミッドナイトニューイヤーズイブ

＜Lot : 1＞

Size：Φ17.5cm
Set : 8枚

PG250636

LIMITED STOCK

¥660 tax in

＜Lot : 1＞

PKSize：12.5 12.5 1.5cm
Set : 16枚

PG3900489

PG259005.19

¥550 tax in ＜Lot : 1＞

デラックスティアラ
ハッピーニューイヤー

ヘッドバンド
ディスコボールドロップ

¥1,210 tax in＜Lot : 1＞ ¥2,090 tax in

Size : 23cm

Size : 30 30cm

Size : 33cm 25cm

コーンハットニューイヤー

が
テープ
ラキラ
！
び 出す
金 銀キ
飛
に
ミック
ダイナ

PG251040

＜Lot : 1＞

A

LIMITED STOCK

グラス ハッピーニューイヤー
ホワイト イリデセント

¥1,650

tax in ＜Lot : 1＞

Size : 11.4x14cm

ると の
ー
ンを 割
バ ルードとシル バ
ゴール雪！
吹
紙

BPP24115

バルーンフォトプロップス
36" ジャイアントコンフェッティバルーン
ゴールドシルバー

¥1,980 tax in

＜Lot : 5＞

PKSize : W14cm H21.5cm D4cm
Size : 90cm(膨らまし後)

FJKCR11865

スーパーゴージャス
クラッカーW

¥2,750 tax in

PKSize : 29 42 15 cm
Size : 15 35cm 2本入

B

KNKCR10348

A

¥308 tax in

¥220 tax in

＜Lot : 1＞

PG129853

ニューイヤーズフォイルバナー
ジュエルトーン

¥418 tax in

Size : 270 12.5cm

キッシーズ株式会社
〒451-0042 愛知県名古屋市西区那古野2-7-17

＜Lot : 1＞

Size : 80cm

PKSize : 17 12 3cm
Size : 3 10cm

LIMITED STOCK

PG399405.19

ネックレス
ハッピーニューイヤーゴールド

スターボムクラッカー
5個入
＜Lot : 1＞

LIMITED STOCK

＜Lot : 1＞

PG3900490

トップハット
ディスコボールドロップ

¥3,080 tax in

Size : 15cm 28cm

＜Lot : 1＞

B

PG399499

ネックレス
ブラック、シルバー＆ゴールドスター

¥418 tax in

TEL : 052-563-4681 FAX : 052-563-4684 www.kishis.co.jp

＜Lot : 1＞

@kishis1946

令和四年

迎春

Kishi s

エア

152ｃｍ

ブロウ

店舗を華やかに飾って
明るく新しい年を迎えよう！

大
凧

腕 が動 いて
福 を呼ぶ！

動く！大きな招き猫！

日本を感じる和玩具や装飾で

大大
奴凧

オリジナル

宣伝幕

着脱簡単！

KIS24121

AWYWG31203

大大奴凧 No.312青奴凧

エアブロウ 招福招き猫2018

OPEN

¥20,900 tax in ＜Lot : 1＞

＜Lot : 1＞

OPEN

Size : 61 66cm

PKSize : 22 32 12cm
Size : 100 152cm
消費電力：30W

IUSWG60369

AWYWG21329

大凧 No.404七福神

新大大角凧 No.219迎春
＜Lot : 1＞

Size : 61 46.5cm

OPEN

＜Lot : 1＞

Size : 51 37cm

風情のある和凧は 天高く舞い上がる縁起の良さで
新年の店舗装飾に人気です
だるま
IWTWG60211

IWTWG60212

tax in

IWTWG60213

赤張子だるま 1号

赤張子だるま ０号

¥220

＜Lot : 1＞

¥253 tax in

赤張子だるま 2号

¥275 tax in

＜Lot : 1＞

Size : 6.5cm

Size : 7.5cm

IWTWG60214

IWTWG60215

IWTWG60216

赤張子だるま ３号

赤張子だるま ４号

＜Lot : 1＞

Size : 9cm

IWTWG60217

¥605 tax in

連凧

Size : 12cm

IWTWG60219

IWTWG60220

¥2,420 tax in＜Lot : 1＞

Size : 18cm

Size : 24cm

Size : 26cm

赤張子だるま ８号

IWTWG60222

Size : 28cm

Size : 30cm

＜Lot : 5＞

Size : 20 15cm

＜Lot : 1＞

¥1,210 tax in＜Lot : 1＞ ¥1,815 tax in ＜Lot : 1＞

赤張子だるま 10号

OPEN

Size : 15cm

赤張子だるま 7号

赤張子だるま 9号

AWYWG81045

ミニ凧 No.810奴

赤張子だるま ５号

¥935 tax in

＜Lot : 1＞

赤張子だるま 6号

IWTWG60221

新ミニ

＜Lot : 1＞

Size : 5cm

¥330 tax in

ミニ
凧

取り寄せに３.４日程度かかります。

KIS26070

AWYWG88700

新 ニ連凧 No.887 7連

¥3,025 tax in ＜Lot : 1＞ ¥3,630 tax in ＜Lot : 1＞

OPEN

Size : 20 15cm

＜Lot : 1＞

だるま風船 10個入り

OPEN

＜Lot : 1＞

入数：10枚
Size : 膨らませ後横幅約20cm

ズ展開！
ら豊富なサイ
手のりサイズか
にぴったりの
あなたの願い
！
っと見つかる
だるまさんがき

あそぶだけでなく かざっても様になるおもちゃです

OKKWG13112

羽子板セット(柄アソート)

¥990 tax in

＜Lot : 1＞

PKSize : 13 45 1.5cm
Set : 羽子板1枚（柄指定不可）、
矢羽根2個

キッシーズ株式会社
〒451-0042 愛知県名古屋市西区那古野2-7-17

OKKWG15468

矢羽根6P 袋入

¥396 tax in
PKSize : 1.5 11 14cm
Size : 1.5 5 9cm

＜Lot : 5＞

KTMWG08025

福笑い

¥550 tax in

＜Lot : 3＞

Size : 49 38cm

TEL : 052-563-4681 FAX : 052-563-4684 www.kishis.co.jp

@kishis1946

おうちで年越し・お正月 世代を超えてたのしいあそび
油性ペンや絵の具で
着色できます

TIYWG61505

ATKKK02443

TIYWG60555

小倉百人一首

手回しゴマ 無着色

犬棒かるた

¥1,320 tax in ＜Lot : 1＞

¥550 tax in

Size : 16.5 12 5cm

¥352 tax in

＜Lot : 3＞

＜Lot : 5＞

Size : φ5.8 7cm

Size : 14.5 19 3.5cm

けん玉は お手軽おもちゃからプロフェッショナル仕様まで豊富なラインナップ
BELWG01760

く軽いので
お皿が大き
年寄りにも
初心者やお
い！
す
や
い
つか

YGKWG61143

競技用けん玉 大空 REShape2

¥3,960 tax in

＜Lot : 1＞

ONDWG01764

ONDZG01694

¥2,728 tax in ＜Lot : 1＞ ¥2,728 tax in ＜Lot : 1＞
Size :約18cm 日本製

YGKWG61195

YGKWG61196

競技用けん玉 大空
REShape2 赤

＜Lot : 30＞

Size : φ3.5 14 6cm

Size : 約18cm 日本製

YGKWG61138

福祉けん玉 大晴 赤

Size :約18cm 日本製

¥165 tax in

しさ！
工芸品の美
ラーリング
お洒落なカ

PKSize：7.4 18 6.2cm

福祉けん玉 大晴 青

木製ケン玉

YGKWG61197

競技用けん玉 大空
REShape2 青

¥1,848 tax in

競技用けん玉 大空
REShape2 緑

ONDWG01765

けん玉名人「匠」 ピンク

けん玉名人 匠（赤）

＜Lot : 1＞

¥1,848 tax in

＜Lot : 1＞

Size : 11.5 26.5 6.5cm

Size : 11.5 26.5 6.5cm

けん玉名人「匠」ブルー

¥1,848 tax in

＜Lot : 1＞

Size : 11.5 26.5 6.5cm

新年最初の運試し！何度でも挑戦したくなる抽選くじグッズ！
！
運気UP？
の
輝く黄金
抽選器！

IKSEV62945

木製ガラポン抽選器300球用

OPEN

＜Lot : 1＞

Size : 25 26.5 15cm φ19.5cm

IKSEV62946

木製ガラポン抽選器500球用

OPEN

＜Lot : 1＞

Size : 28 27.5 15cm φ21.2cm

IKSEV62948

IKSEV62947

OPEN

OPEN

＜Lot : 1＞

布製の本格的な紅白幕です！

JNSEV22324

JNSEV22325

布製紅白幕(大) 天竺木綿4間

布製紅白幕(小) 天竺木綿3間

Size : 720 180cm

Size : 540 180cm

¥22,880 tax in ＜Lot : 1＞ ¥18,260 tax in ＜Lot : 1＞

キッシーズ
の
オリジナル
三角くじ！

OPEN

OPEN

＜Lot : 1＞

Size : φ1.2cm

金の抽選器1000球用

＜Lot : 1＞

OPEN

＜Lot : 1＞

Size : 30 32.5 18cm φ26.5cm

Size : 28 29 17cm φ24cm

抽選玉はお客様のご希望の数量でご提供いたします。
ご注文の際は各色の内訳をご指示ください。

IKSEV62423

黄

YMGEV60729 銀

IKSEV62426

紫

IKSEV62427

青

IKSEV62421

白

YMGEV60728

金

IKSEV62430

薄緑

IKSEV62431

赤

IKSEV62424

ピンク

IKSEV62422

黒

IKSEV62429

濃緑

IKSEV62425

オレンジ

IKSEV62428

水色

SSKEV60760

品。
よる手作り
職人さんに
す！
ま
い
違
が
鳴り音

SZSEV60740

開きくじ(1000枚入)

OPEN

＜Lot : 1＞

IKSEV62944

金の抽選器500球用

Size : 41 38.5 21cm φ32cm

Size : 30 33 18cm φ26.5cm

抽選玉

IKSEV62943

木製ガラポン抽選器2500球用

木製ガラポン抽選器1000球用

＜Lot : 1＞

Size : 一辺90mm
糊付けされてない三角くじです。
黒塗り部分の裏面に好きな文字を書き込み、
のりやホッチキスなどで閉じてください。

キッシーズ株式会社
〒451-0042 愛知県名古屋市西区那古野2-7-17

紙製抽選箱

OPEN

＜Lot : 1＞

Size :20 20 20cm
取り出し口穴サイズ：φ10.5cm
※組立式・底板付属

YMGEV61286

洋リン

OPEN

＜Lot : 1＞

Size : φ約10cm、Ｈ21cm

TEL : 052-563-4681 FAX : 052-563-4684 www.kishis.co.jp

@kishis1946

人気
キ
空高 ャラク
タ
く揚
げよ ーのカイ
う！
トを

ONDCH02032

カイト 鬼滅の刃

¥858

tax in ＜Lot : 1＞

Size : 116 64cm
PKSize：12 69 1cm

©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable ©Aniplex Inc.
©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV ©Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.
©Disney ©Nintendo
© Fujiko-Pro,Shogakukan,TV-Asahi,Shin-ei,and ADK
© Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku © Pokemon

ONDCH02031

カイト ポケットモンスター

¥858

tax in

＜Lot : 1＞

PKSize : 12 69 1cm
Size : 116 64cm

ONDCH01953

ONDCH13285

カイト ミニオン

¥858

tax in

カイト マリオカート7

＜Lot : 1＞

PKSize : 12 69 1cm
Size : 116 64cm

ONDCH01863

¥858

tax in

¥858

PKSize : W12 H69 D1cm
Size : 116 63cm

tax in

＜Lot : 1＞

カイト ディズニープリンセス

カイト ミッキー＆フレンズ

＜Lot : 1＞

tax in

Size : 118 64 0.5cm
PKSize：68 12 1.5cm
糸の長さ: 約30m

ONDCH01733

ONDCH12621

カイト ドラえもん

¥858

¥858 tax in

＜Lot : 1＞

＜Lot : 1＞

Size : 118 64 0.5cm
PKSize：68 12 1.5cm
糸の長さ: 約30m

Size : 118 64 0.5cm
PKSize：68 12 1.5cm
糸の長さ: 約30m

IKDCH04558

凧糸袋入

¥165

tax in ＜Lot : 3＞

Size：糸の長さ 80m
PKSize：22 6 2.7cm

人気のキャラクターせいぞろい！
日本語力が身に付くしかけがついてます！

&
ひらがなひょうが
ついてるよ！

ひらがなひょうが
ついてるよ！

SSBCH30680

SSBCH30678

©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV ©Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.
©Disney © Fujiko-Pro,Shogakukan,TV-Asahi,Shin-ei,and ADK
© Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku © Pokemon

ひらがなひょうが
ついてるよ！

SSBCH30681

かるた それいけ！アンパンマン

かるた 怪盗グルーシリーズ/ミニオンズ

かるた ディズニードリームフェスティバル

PKSize : 15.8 19.5 3.8cm

PKSize : 15.8 19.5 3.8cm

PKSize : 15.8 19.5 3.8cm

¥1,045 tax in ＜Lot : 1＞

¥1,045 tax in ＜Lot : 1＞

5

¥550

tax in

PKSize : 18.4 25.7 0.15cm

すごろくあそび

すごろくあそび

パズルあそび

パズルあそび

ごっこあそび

カードあわせ
ふくわらい

トントンずもう

マトあてあそび

＜Lot : 1＞

¥1,045 tax in＜Lot : 1＞
PKSize：13.4 17.6 3cm
かるたあそび、
かずあそび、ABC
カードあそび、
ひらがな表付

¥1,045 tax in ＜Lot : 1＞
PKSize：13.4 17.6 3cm
かるたあそび、
かずあそび、ABC
カードあそび、
ひらがな表付

つのあそびが
たのしめる！

マトあてあそび

SSBCH05827

＜Lot : 1＞

SWNCH67047

かるた ドラえもん

5

つのあそびが
たのしめる！

5つのあそびのすごろくパズル
それいけ！アンパンマン

¥1,045 tax in

SWNCH67046

かるた ポケットモンスター

SSBCH31159

5つのあそびのすごろくパズル
怪盗グルーシリーズ/ミニオンズ

¥550

tax in

＜Lot : 1＞

PKSize : 18.4 25.7 0.15cm

キッシーズ株式会社
〒451-0042 愛知県名古屋市西区那古野2-7-17

SWNCH22606

すぐろくふくわらい
ドラえもん

¥550 tax in ＜Lot : 1＞

PKSize：21 34 0.3cm
Set : すごろくコマ、
ふくわらいパーツ 1、
ふくわらい台紙 1（両面印刷）、
すごろく台紙 1

SWNCH22605

すごろくふくわらい
ポケットモンスター

¥550 tax in ＜Lot : 1＞

PKSize：21 34 0.3cm
Set : すごろくコマ、
ふくわらいパーツ 1、
ふくわらい台紙 1（両面印刷）、
すごろく台紙 1

TEL : 052-563-4681 FAX : 052-563-4684 www.kishis.co.jp

@kishis1946
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