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暑い日は水遊びで
        リフレッシュ!!
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みんなでワイワイ
盛り上がろう!
みんなでワイワイ
盛り上がろう!

7月・8月第１週の土曜日は、店舗も営業 !!
この機会にキッシーズパーティーストアへ行こう♪
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つくえタイプ

キッシーズオリジナルの紙管製屋台” 縁日ノ屋台”。
縁日ノ屋台があれば、実際に縁日で使用される高額な屋台がなくても

イベント開催に不慣れな方でも、どなたでもカンタンに
本物さながらの縁日をお楽しみいただけます。

カーニバルゲームボックスなどを置いて
使用するのがオススメです♪
カーニバルゲームボックスなどを置いて
使用するのがオススメです♪
ロット／各種1セット
商品サイズ／W90×H188×D90cm（組み立て後）
梱包サイズ／W40×H101.5×D21cm
セット内容／紙管・ジョイントパーツ・キャスター　1セット、
紅白テープ　1巻、屋根　1枚、腰巻　1セット
ラミネート値段カード　1枚、マジックテープ予備 2組

KIS64615
射的

KIS64616
わなげ

KIS64617
たま入れ

※画像は使用イメージです

※画像は使用イメージです



80cm プールタイプ
φ80cmまでのプールを床に置いて
使用するのにオススメです !!
φ80cmまでのプールを床に置いて
使用するのにオススメです !!

ロット／各種1セット
商品サイズ／W90×H188×D90cm（組み立て後）
梱包サイズ／W40×H101.5×D21cm

セット内容／紙管・ジョイントパーツ・キャスター　1セット、
紅白テープ　1巻、屋根　1枚、
ラミネート値段カード　1枚、マジックテープ予備 2組

KIS64618
ボールすくい

KIS64619
宝石すくい

KIS64621
ヨーヨーつり

お客様のご要望に沿った最適な組み合わせ・景品をご案内いたします。お気軽にお問合せください。

※画像は使用イメージです

ロット／1個
商品サイズ／W42×H90cm 厚さ：5mm

お祭り問屋の岸ゴムの縁日ノ屋台
天板用プラダン  2枚組

KIS64636

ロット／1セット
商品サイズ／W40.5×H51.5cm

お祭り問屋の岸ゴムの縁日ノ屋台
ワイヤーネット  2枚組

KIS64648
エスハンガー 4P 
ロット／1セット
商品サイズ／W53×H102×D5mm
色が白黒のランダムになります

PONEV00317

カーニバルゲームボックス　
ロット／1セット
ケースサイズ／W71cm×H11×D66cm

CGBEV64331

KIS64620
おもちゃすくい

中段に敷けば細かいものも置ける ワイヤーネットとエスハンガーを組み合わせれば
おもちゃなどの景品が吊るせる

縁日ノ屋台と相性バツグン!!
キッシーズオリジナルの紙製ゲームボックス

射  的 玉入れ輪投げ
など、色々 なゲームが楽しめる!!



モンスター
デザイン

射的・わな
げ用的

1～9ナンバ
ー

ご注文方法

本体とセット商品 遊び道具

かざりつけ

こちらの掲載商品は、すべてキッシーズ

『カーニバルゲームボックス』公式ページ

で購入することができます。景品を追加

購入したい・イベントを盛り上げる付属品

が欲しいなど、さまざまなご希望にお応

え致します。

※商品名の下にある商品コードで簡単に検索していただけ
ます。
※カーニバルゲームボックスの本体パーツの販売・交換は
おこなっておりません。

※掲載商品は予告なく仕様の変更、販売終了する場合がございます。

的までの
距離が伸

びて

難易度UP
!

的と的の
間が空い

て

難易度UP
!

難易度UP⁉あそびかたアレンジ 色々なあそびかたをさがしてみてね！

上のQRコードを読み取るかURLを入力してアクセスしてください

www.kishis.co.jp/cgb

本体に遊び道具と景品が入ったスターターキット
 CGBEV64331

ボールトスのためのボール（100個）
 PPYZG68015

リングトスのためのリング（大10本/小10本）
CGBEV64409

シューティングゲームのための銃
 OISEV21712

専用的
 CGBEV64408
モンスターが描かれた的。裏は1～
9の番号になっています。(本体付
属の的と同様です)

φ5.5cm、約4.5g　ポリエチレン製
素材から製造、梱包まですべて日本製の
カラフルボール。 食品検査済。

お客さんくるくる風船タワーキット
スタンダード 　KIS50191

P-ANG37906 PG570045

約180cmのタワーは、カラフルなゴム
風船の見た目とボリューム感でアイ
キャッチ抜群！スティックがついた風船
を、タワーから外してお子様に配れます！

72cm×420cm
意外と気になるテーブルの
足部分。これを使えばそん
なお悩みを解決できます。

QL260Q
カーニバルアソート 100入
 PIN99321

ひねって遊ぶバルーン
アート用バルーン。割れ
にくい高品質なプロ仕様
です。
φ5cm×150cm 

大／外径約170mm・内径約150mm
小／外径約120mm・内径約105mm
PVC製
難易度に合わせて大きさを選びましょう。 

全長約480mm、吸盤10個付
吸盤式の射的銃。吸盤を銃口にセットし、
トリガーを引いて引金を引くと吸盤が飛
んでいきます。

大当たりビッグベル
 MRSEV01075
ゲームの成功をお祝い
するならこれに決まり！

カーニバルゲームを始めるなら、これ一台あればOK!一つ
の箱にゲームに必要なすべてが入っています。ふたを開け
ると本体がそのままゲームのベースになり、立てる向きに
よってタイトルを変えることができます。

商品内容
本体：1個　専用的：1組
タワー：ショート×3個・
           ミディアム×3個・ 
           ロング×3個
ステージ：9個
ボール：20個
リング：大10個、小10個
射的銃：3丁
景品おまかせセット 50個入

景品・配布アイテム
景品内容は随時変わりますので、ご注意ください。

https://kishis.net

簡単なバルーンアートの
つくりかたを動画で配信！動画で発信！動画で発信！動画で発信！

画像は一例です

画像は一例です

輪投げ・射的用
自立する景品セット 
50個入
 KISEV64017

自立するから的にしやすい
おもちゃをセットにしました。

輪投げ・射的用
自立する駄菓子セット 
100個入
 KISDA64405
自立するから的にしやすい
駄菓子ばかりをセットにしました。

自立する射的
輪投げ用景品セット
（20個入り）
KISEV64458 
輪投げや射的に最適な自立する
おもちゃをセットにしました。

画像は一例です
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大人気！フィジェットトイ

HRIZG25053
ポップポップバブル
(くまペンポーチ)
ロット／1個
商品サイズ／
2色展開　※色の指定は出来ません

20cm×8cm×4cm

HRIZG25056
ポップポップバブル
(ユニコーンバッグ) 
ロット／1個
商品サイズ／
2色展開　※色の指定は出来ません

18.6cm×16.3cm×4.5cm

HRIOX25045
プッシュポップ パステル 

ロット／12個
サイズ／ H8cm×W5.3cm×D1cm H9.5cm×W14cm×D1.2cm

HRIOX25057
プッシュポップ パステル２ 

ロット／12個
Pサイズ／

OISOW42416
ポキポキチューブお徳用（大）

ロット／12個
サイズ／約H22cm×W3cm×D3cm

OISOW42417
ポキポキチューブお徳用（小）

ロット／12個
サイズ／約H12.5cm×W1.9cm×D1.9cm

景品玩具 大人気！フィジェットトイ/再注目！昭和レトロ玩具

OISOV12415
プチプチプッシュ 

ロット／24個
商品サイズ／約H6.5cm×W5cm×D1cm

FJPOX30178
プッシュポップ 
タイダイカラー
ロット／25個
Pサイズ／ 10cm×14.5cm×1.5cm
商品サイズ／
全10種

約5.2cm×5.2cm×1.3cm ※ナスカン除く

IMIOV64966
ポキポキチューブ2本入
カラー 
ロット／12個
Pサイズ／H20cm×W7
商品サイズ／
6色アソート

直径2cm×全長12.5ｃｍ

IMIOV64967
ポキポキチューブ2本入
パステル 
ロット／12個
Pサイズ／ H20cm×W7
商品サイズ／
6色アソート

直径2cm×全長12.5ｃｍ

HRIFL25086
光る！ポップチューブ 

ロット／12個
Pサイズ／H3cm×W20×D4
商品サイズ／
6色アソート

直径3cm　全長18.5cm 

大人気！フィジェットトイ

詳しくは
動画でチェック

HRIZG25054
ポップポップバブル
(うさぎペンポーチ) 
ロット／1個
商品サイズ／
2色展開　※色の指定は出来ません

23cm×8cm×4cm

TMYZG00737
ポップンペンポーチ

ロット／1個
商品サイズ／ 20cm×6.5cm×4cm
※色の指定は出来ません

TMYZG10808
ポップンフラットポーチ

ロット／1個
商品サイズ／ 20cm×11.5cm×3cm
※色の指定は出来ません

IMIKJ64972
プッシュポップチューブ当
（80付） 
ロット／1シート
Pサイズ／40ｘ60cm
景品80個付

- 4 -



令和の今こそ、昭和の玩具遊びを ...

昭和レトロ玩具

ABEDG12508
台紙くねくね~つちのこ
(24付)
ロット／1枚
Pサイズ／ 18cm×6.3cm×2cm

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

ABEDG12504
台紙紙風船と巻き取り
(24付)
ロット／1枚
Pサイズ／ 17cm×10.5cm×2.5cm

YAIDG11156
台紙武者めんこ
(12付)
ロット／1枚
Pサイズ／14.5cm×11cm×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／9cm×4cm×1cm

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

© 2022 SANRIO CO., LTD.

HMTZG00103
チエンリング小判 

ロット／1個
Pサイズ／ 12.3×8.6×2.9cm　リングサイズ／直径1.5cm

SBGOV00005
バンビコロン 

ロット／40個
サイズ／直径約2.5cm×H5cm

再注目！昭和レトロ玩具

HMTZG00109
マーブルオハジキ小判 

ロット／1個
Pサイズ／12.3×8.6×2.9cm　ハジキサイズ／約2cm

HMTDG64588
チエンリング台紙付（20付）

ロット／1シート
台紙サイズ：30.8×45.6cm　リングサイズ：直径1.5cm

KISZG00159
ラッキートーイの
コンビニエンスパラダイス
ロット／1個
サイズ／14cm×7cm×11cm

KISZG00169
ラッキートーイのおふろ＆水あそび 
ぷかぷかランド
ロット／1個
Pサイズ／26cm×27cm×10cm

KISZG00167
ラッキートーイのお料理しましょ

ロット／1個
Pサイズ／22cm×31cm×8.5cm

MIKWG49502
新UFOクラッカーボール色ア
ソート
ロット／12個
玉の直径：約3.8cm、リングの内寸：約2cm、重さ：約59ｇ
3色アソート

景品玩具 大人気！フィジェットトイ/再注目！昭和レトロ玩具
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KISEV64420
おうち縁日 どこでもお祭り会場

ロット／1セット
商品サイズ／360cm×40cm×1cm
Pサイズ／15cm×35cm×2cm

KISEV64422
おうち縁日 どこでも輪投げ屋さん

ロット／1セット
Pサイズ／ 20cm×25cm×6cm
輪本体サイズ／外径135mm・内径125mm

KISEV64424
おうち縁日 おまつり袋 
星柄30枚入
ロット／1セット
本体サイズ／14cm×18cm
Pサイズ／16cm×25cm×1cm

KISEV64425
おうち縁日 紅白提灯

ロット／1個
サイズ／ 高さ約24cm 最大直径約20cm

KISEV64426
おうち縁日 すくいあそび 
枠 5本入り
ロット／1セット
Pサイズ／ 16cm×25cm×4cm

KISEV64427
おうち縁日 すくいあそび 
替紙 100枚入り
ロット／1セット
Pサイズ／16cm×25cm×1cm

KISEV64428
おうち縁日 射的専用台

ロット／1セット
本体ディスプレイ時／46cm×43cm33cm
Pサイズ／ 30cm×55cm×2cm

KISEV64429
おうち縁日 輪投げ専用シート

ロット／1セット
本体ディスプレイ時／90cm×18cm×48cm
Pサイズ／ 30cm×55cm×2cm

KIS64447
おうち縁日 
おまつりバルーンガーランド
ロット／1セット

KIS64480
おうち縁日 満足セット

ロット／1セット
Pサイズ／46cm×13cm×60cm

KISHB64496
おうち縁日 花火大会 
我が家の花火師
ロット／1セット
打ち上げ花火×5個、噴出花火×5個の計10個入り ※画像はイメージです  ※画像はイメージです

おうち縁日 キッシーズオリジナルのおうちで楽しめる縁日キット

OISNS32351
おうち縁日 うきうきすくい

ロット／1セット
ボックスサイズ／約23.5cm×15cm×17cm

セット内容

・60cm丸プール    1個
・すくいあみ           3個
・景品         50個+1個
                   （計51個）

OISEV32352
おうち縁日 ヨーヨー釣り

ロット／1セット
ボックスサイズ／約23.5cm×15cm×17cm

セット内容

・60cm丸プール    1個
・ひっかけ磁石
  クルクルつりざお  2個
・景品                 15個

OISEV32354
おうち縁日 射的あそび

ロット／1セット
ディスプレイサイズ／約46cm×43cm×33cm

 ※画像はイメージです

OISEV32355
おうち縁日 輪なげあそび

ロット／1セット
ディスプレイサイズ／約90cm×18cm×48cm

 ※画像はイメージです

 ※画像はイメージです  ※画像はイメージです

イベントキット  おうち縁日 / Kishi's eセット / ヨーヨーコレクション

KIS64515
おうち縁日 ちょびっとセット

ロット／1セット
Pサイズ／31cm×16cm×29cm

本格的なおまつりごっこがいつでもどこでも楽しめるセット お祭りごっこをちょっとだけ楽しみたい、おひとり様用のおうち縁日セット

詳しくは
動画でチェック

詳しくは
動画でチェック
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セット内容

・バルーン              20個
・バルーンテープ     1巻（5ｍ）



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
＊60回分となります。

KISEV63989

セット内容
・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

Kishi's eセット
アニマルビニールくじ大会2019
ロット／1セット
＊60回分となります。

KISEV63988

セット内容
・1等 お散歩コロコロわんわんズ
・2等 りんりん あにまるハンドベル（パッケージ入） 
・3等 ヨーヨーコレクション アニマルパーク
・4等 ヨーヨーコレクション うさピヨ
・スッキリくじ 1等5-721
・スッキリくじ 2等5-722
・スッキリくじ 3等5-723
・スッキリくじ 4等5-724
・紙製抽選箱
・ハンドポンプ

10個
10個
20個
20個
10枚
10枚
20枚
20枚
1個
1個

Kishi's eセット
出た目の数だけうまい棒プレゼント
ロット／1セット
＊100～200回分を想定 ＊うまい棒はおまかせアソートです

KISEV63987
セット内容

・うまい棒いろいろ
・サイコロボール
・持ち帰り袋

600本
1個
200枚

Kishi’s eセット キッシーズオリジナルのお手軽イベント用キット

nnichi asy njoy conomyvent

人気のイベントから季節のイベントまで様々なニーズに合わせた
セットをご用意しております

準備も片付けもラクチンなキットですので、ご購入後すぐに
イベントを行えます

イベントに必要な商品がすべてキットに入っているので、
あれこれ買い揃える必要がありません

「簡単!」

「種類豊富! 」

「早い !」

メリット
そ
の

メリット
そ
の

メリット
そ
の

のココがすごい!!のココがすごい!!

KISEV64456
Kishi’s eセット 
駄菓子わなげあそびセット
ロット／1セット
ディスプレイシートサイズ／約90cm×18cm×48cm

セット内容

・当たり用駄菓子      70個
・はずれ用駄菓子     30個
・輪投げ什器　　　 1セット
・輪投げの輪　　　  10個

KISEV64457
Kishi’s eセット 
駄菓子しゃてきあそびセット
ロット／1セット
ディスプレイ什器サイズ／約46cm×43cm×33cm

セット内容

・当たり用駄菓子　  70個
・はずれ用駄菓子    30個
・射的什器　　　　 1セット
・吸盤ピストル　　  2丁

KISEV64459
Kishi’s eセット 
おうち輪投げあそびセット
ロット／1セット
ディスプレイシートサイズ／約90cm×18cm×48cm

セット内容

・自立するおもちゃ    20個
・輪投げ什器　　　 1セット
・輪投げの輪　　　  20個

KISEV64460
Kishi’s eセット 
おうち射的あそびセット
ロット／1セット
ディスプレイ什器サイズ／約46cm×43cm×33cm

セット内容

・自立するおもちゃ   20個
・射的什器　　　　 1セット
・吸盤ピストル　　   1丁

イベントキット  おうち縁日 / Kishi's eセット / ヨーヨーコレクション

イベント用のポスター付属 イベント用のポスター付属 イベント用のポスター付属

※セット内容は予告なく変更する場合がございます
＊ヨーヨーに空気は入っていません
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加
工 不 要！！

加
工 不 要！！

加
工 不 要！！

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
＊1回1個の設定で10回分となります。

KISEV23115 セット内容
・マグネット付パンチングバルーン 
・ストロー
・クレヨン（8色） 1箱

10本
10枚 Kishi's eセット

なつかし駄菓子輪投げキット
ロット／1セット 組立後サイズ／20cm×95cm×115cm
＊1回1個の設定で100回分となります。

KISEV62317 セット内容
・当たり用駄菓子
・はずれ用駄菓子
・輪投げ什器
・輪投げの輪

70個
30個
1セット
20個

セット内容
・当たり用駄菓子
・はずれ用駄菓子
・射的什器 
・吸盤ピストル

70個
30個
1セット
2丁

Kishi's eセット
なつかし駄菓子射的キット
ロット／1セット 組立後サイズ／45cm×55cm×33cm
＊1回1個の設定で100回分となります。

KISEV62318

Kishi's eセット
縁日すくい スーパーバウンドボール
ロット／1セット 梱包サイズ／16cm×29cm×31cm
＊1回6個の設定で50回分となります。

KISSB62218

セット内容

・スーパーバウンドボールアソート
・使い捨て枠
・80cm丸型プール

300個
100本
1個

・フットポンプ
・カップ
・2畳用レジャーシート
・金魚袋（星柄）

1個
10個
1枚
100枚

Kishi's eセット
縁日すくいスーパーバウンドボール 少人数用
ロット／1セット
＊1回5個の設定で20回分となります。

KISEV63990

セット内容
・プール丸型60㎝
・SB 100入スーパーバウンドボールアソート
・SB 100入変形ボール4点ミックス
・すくい用カップ（ボウル（小））
・金魚袋星柄
・ワンタッチ枠
・ワンタッチ替え紙 強め
・フットポンプ
・2畳用レジャーシート

1個
1袋
1袋
10個
100枚
5本
100枚
1個
1枚

セット内容
・すくって!キラピカアニマルコイン
・すくって！キラピカ小判
・すくって！キラピカキャンディ
・グッピーちゃん6号（標準）
・イベント用丸型プール
・フットポンプ
・すくい用カップ（ボウル（小））
・金魚袋星柄
・2畳用レジャーシート

100個
100個
100個
100本
1個
1個
10個
100枚
1枚

Kishi's eセット
縁日すくいキラピカ 2019
ロット／1セット

KISEV63991

Kishi's eセット
ヨーヨーつり 風船
ロット／1セット 梱包サイズ／11cm×31.5cm×31.5cm
＊1回1個の設定で100回分となります。

KISVY62224

セット内容

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

100個
1個
100本
100枚
30個
1個
100個
1個
1個
1枚

セット内容

・ヨーヨーコレクション
・予備ヨーヨー
・クイックフック
・釣り竿
・80cm丸型プール
・フットポンプ
・2畳用レジャーシート
・ハンドポンプ

50個
10個
50個
3本
1個
1個
1枚
1個

セット内容

・ヨーヨーコレクション
・予備ヨーヨー
・クイックフック
・釣り竿
・80cm丸型プール
・フットポンプ
・2畳用レジャーシート
・ハンドポンプ

50個
10個
50個
3本
1個
1個
1枚
1個

セット内容

・ヨーヨーコレクション
・予備ヨーヨー
・クイックフック
・釣り竿
・80cm丸型プール
・フットポンプ
・2畳用レジャーシート
・ハンドポンプ

50個
10個
50個
3本
1個
1個
1枚
1個

Kishi's eセット
縁日すくいオールミックス 2019
ロット／1セット
＊1回3個の設定で100回分となります。

KISEV64008

セット内容

・すくって！キラピカアニマルコイン
・すくって!アヒルちゃん（小）
・SB 100入スーパーバウンドボールアソート
・グッピーちゃん6号（標準）
・イベント用丸型プール
・フットポンプ
・すくい用カップ（ボウル（小））
・金魚袋星柄
・2畳用レジャーシート

100個
100個
1袋
100本
1個
1個
10個
100枚
1枚

Kishi's eセット
ヨーヨーつり キュートアニマル
ロット／1セット 梱包サイズ／16cm×29cm×31cm
＊1回1個の設定で50回分となります。
※ヨーヨーコレクションの内容は画像と異なる場合がございます

KISEV64013

Kishi's eセット
ヨーヨーつり プリティ
ロット／1セット 梱包サイズ／19cm×29cm×31cm
＊1回1個の設定で50回分となります。
※ヨーヨーコレクションの内容は画像と異なる場合がございます

KISEV64015

Kishi's eセット
縁日すくい コイン・小判
ロット／1セット 梱包サイズ／16cm×29cm×31cm
＊1回4枚の設定で50回分となります。

KISNS62217

セット内容
・キラピカコイン
・キラピカ小判
・使い捨て枠
・80cm丸型プール
・フットポンプ
・カップ
・2畳用レジャーシート
・金魚袋（星柄）

100枚
100枚
100本
1個
1個
10個
1枚
100枚

Kishi's eセット
縁日すくい あひるちゃん
ロット／1セット
＊1回3個の設定で50回分となります。

梱包サイズ／27.5cm×23.5cm×32cm

KISEV62495

セット内容
・すくい人形アヒル（大）
・すくい人形アヒル（小）
・使い捨て枠
・80cm丸型プール
・フットポンプ
・カップ
・2畳用レジャーシート
・金魚袋（星柄）

50個
100個
100本
1個
1個
10個
1枚
100枚

@Disney

Kishi's eセット
ヨーヨーつり 夏休み
ロット／1セット 梱包サイズ／19cm×29cm×31cm
＊1回1個の設定で50回分となります。
※ヨーヨーコレクションの内容は画像と異なる場合がございます

KISEV64014

KISVY64337
水ヨーヨー充填セット
50個入
ロット／50個
本体サイズ／約φ9.1cm　ノビ／約17.5cm 
※こよりや釣り針、プールなどは付属しません※こよりや釣り針、プールなどは付属しません
※受注後、納期約1週間でお届けとなります

KISVY64338
水ヨーヨー充填セット
100個入
ロット／100個
本体サイズ／約φ9.1cm　ノビ／約17.5cm 
※こよりや釣り針、プールなどは付属しません
※受注後、納期約1週間でお届けとなります

水無しでも使用できます

水無しでも使用できます

水無しでも使用できます

※セット内容は予告なく変更する場合がございます
＊ヨーヨーに空気は入っていません

詳しくは
動画でチェック

詳しくは
動画でチェック
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パッケージの内側に楽しいゲーム付き！

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／16.5cm×14.5cm
本体サイズ／約11cm×16cm

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

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！

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／16.5cm×14.5cm
本体サイズ／約16cm×16cm

パッケージの内側に楽しいゲーム付き！

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

パッケージの内側に楽しいゲーム付き！

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

パッケージの内側に楽しいゲーム付き！

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

パッケージの内側に楽しいゲーム付き！

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

パッケージの内側に楽しいゲーム付き！

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

パッケージの内側に楽しいゲーム付き！

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／16.5cm×14.5cm
本体サイズ／約12cm×8cm

竿が収縮できます！

イベント用釣竿

ロット／1本 2色アソート
本体サイズ／全長約57cm(縮めた時:34cm)
                 ※糸は含まない

LBREV21136 KISVY62520
クイックフック(50入)

ロット／1袋

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。

ヨーヨーコレクション

パッケージの内側に楽しいゲーム付き！

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／16.5cm×14.5cm
本体サイズ／約16cm×16cm

パッケージの内側に楽しいゲーム付き！

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／16.5cm×14.5cm
本体サイズ／約22cm×16cm×16cm

パッケージの内側に楽しいゲーム付き！

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／16.5cm×14.5cm
本体サイズ／約17cm×15cm×7cm

- 9 -
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すくいアクセサリー すくい枠

ラッキースクープ グッピーちゃん

薄い 厚い
ラッキースクープ
グッピーちゃんスーパーボール　18 mm

スーパーボール　22 mm
スーパーボール　27 mm
スーパーボール　32 mm
スーパーボール　38 mm
熱帯魚
すくい人形

7号
7号

6号
6号

5号
5号

4号

※あくまでも参考値です大幅に個人差があります。

4号

すくえる目安表 紙の厚みのイメージ

（単位：個数）

回転率が良く、
多くのお客さんに対応可能

もっとも良く使われる
標準的な厚み

幼稚園や保育園など
幼児向けの難易度

4号
約  37
約   21
約   9
約   3
約   2
約   24
約   12

5号
18
9
7
2
1
21
10

6号
12
6
3
2
1
9
5

7号
10
4
2
1
0
5
4

4号
約  33
約  17
約  5
約  2
約  1
約  14
約 12

5号
15
10
5
2
1
10
12

6号
10
8
3
2
1
7
8

7号
6
3
2
1
0
5
4

OISNS61819
すくいあみ
ロット／10本
サイズ／8.5cm×18cm×0.3cm

WRDNS30020
ラッキースクープ7号(紙薄め)

ロット／100本
本体サイズ／外径8.3cm、内径7.8cm

IDLNS36302
ワンタッチすくい枠2

ロット／90本
本体サイズ／外径9cm、内径7.8cm
【別途スペア紙をご購入ください】

IDLNS35518
新ワンタッチ枠

ロット／90本
本体サイズ／
【別途スペア紙をご購入ください】

外径9cm、内径8.3cm

IDLNS60792
すくい用カップ(ボウル(小))
ロット／10個
サイズ／φ10.5cm×5cm

IDLNS60791
スペア紙7号(1000枚入)(薄め) 

ロット／1箱
箱サイズ／ 10cm×3.6cm×10cm

IDLNS60790
スペア紙6号(1000枚入)(標準) 

ロット／1箱
箱サイズ／ 10cm×3.6cm×10cm

IDLNS60789
スペア紙5号(1000枚入)(厚め) 

IDLNS61740
スペア紙4号(1000枚入)(厚め)  

IDLNS31460 64027
【新】グッピーちゃん4号(紙厚め)
すくえる目安／すくい人形約12個

IDLNS31465 64028
【新】グッピーちゃん5号(紙厚め)
すくえる目安／すくい人形約12個

IDLNS31046 64029
【新】グッピーちゃん6号(紙標準)
すくえる目安／すくい人形約8個

IDLNS31467 64030
【新】グッピーちゃん7号(紙薄め)

ロット／100本 2色アソート(色指定不可)
ポイサイズ／外径 8.3cm 内径 7.8cm

すくえる目安／すくい人形約4個

IDLNS64415
取っ手付きおわん 
ロット／1個
サイズ／φ12.3cm×20.6cm×5cm

HTPNS64411
金魚ポイ4号（紙厚め） 

HTPNS64412
金魚ポイ5号（紙厚め） 

HTPNS64413
金魚ポイ6号（紙標準） 

※金魚すくい推奨です。

サイズ／φ8.5cm×全長15cm
黄・黄緑・水色3色アソート

HTPNS64414
金魚ポイ7号（紙薄め） 

ロット／200本

すくったものを一時的にいれておく
おわんとしてだけでなく

取っ手付きなのでこれですくっても楽しめます

WRDNS00020
ラッキースクープ4号(紙厚め)

WRDNS10020
ラッキースクープ5号(紙厚め)

WRDNS20020
ラッキースクープ6号(紙標準)

縁日すくい すくいアクセサリー / キラピカすくい / すくって!シリーズ / ぷかぷかポイポイシリーズ / 縁日すくい

スペア紙の取付け方

スペア紙的枠

的枠

枠を上下に開きます。
的枠の上にスペア紙を置き、枠を閉
じます。
その後枠がはずれない様に充分に押
さえてください。

スペア紙の取付け方
本体の上にスペア紙を置き、その上
からフタ（丸枠）を水平にかぶせま
す。その後フタがはずれない様に充
分に押さえてください。

断面図

スペア紙

本体

フタ（丸枠）

詳しくは
動画でチェック

詳しくは
動画でチェック
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OISNS61740
プール丸型80cm
ロット／1個
サイズ／外径：80cm 内径：65cm

KISNS63929
金魚袋(小) ジュエル柄 
ロット／100枚
サイズ／ 18cm×14cm

KISNS63928
金魚袋(小) 水ヨーヨー柄 
ロット／100枚
サイズ／ 18cm×14cm

KISNS62625
金魚袋(小)  ハート柄
ロット／100枚
サイズ／ 18cm×14cm

KISNS62898
金魚袋(小) 花火柄
ロット／100枚
サイズ／ 18cm×14cm

KISNS62626
金魚袋(小) パーティ柄
ロット／100枚
サイズ／ 18cm×14cm

KISNS60628
金魚袋(小) 水草柄
ロット／100枚
サイズ／ 18cm×14cm

KISNS60051
金魚袋(小)
ロット／100枚
サイズ／ 18cm×14cm

KISNS60050
金魚袋(大)
ロット／100枚
サイズ／ 21cm×16.5cm

OISNS61741
プール角形100cm
ロット／1個 Pサイズ／ 21cm×27cm×5cm
サイズ／21cm×27cm×5cm

ELSNS94012
小型水流ポンプ 
Rio800(50Hz)
ロット／1個
本体サイズ／6.5cm×12cm×12cm

丸型プール対応

東日本用 西日本用

ELSNS94014
小型水流ポンプ
Rio1100(50Hz)
ロット／1個
本体サイズ／10cm×16cm×13.5cm

角型プール対応

ELSNS94013
小型水流ポンプ 
Rio800(60Hz)
ロット／1個
本体サイズ／6.5cm×12cm×12cm

丸型プール対応

ELSNS94015
小型水流ポンプ
Rio1100(60Hz)
ロット／1個
本体サイズ／10cm×16cm×13.5cm

角型プール対応

すくいアクセサリー 小型水流ポンプ

すくいアクセサリー イベント用プール

すくいアクセサリー 金魚袋 ※写真はイメージです。中身はついていません。

KISNS62889
金魚袋(SS) 星柄
ロット／100枚
サイズ／ 12cm×14cm

KISNS62888
金魚袋(SS) 
ロット／100枚
サイズ／ 12cm×14cm

KISNS62890
金魚袋(小) 黒猫柄
ロット／100枚
サイズ／ 18cm×14cm

KISNS60629
金魚袋(小) 星柄
ロット／100枚
サイズ／ 18cm×14cm

KISNS62887
金魚袋(大) 星柄
ロット／100枚
サイズ／ 21cm×16.5cm

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

ロット／1個

OISNS62166
プール丸型60cm

サイズ／20cm×70cm×30cm(内径約60cm)
※ポンプは別売り

水ヨーヨー
25 個を入れた状態

スーパーボール
300個を入れた状態

プールの水を回転させる装置です。
スーパーボールや人形すくいなどの浮くおもちゃは、
水の流れがないと簡単にすくえます。
そのため、一度にたくさんすくわれてしまったりして
景品が足らなくなってしまうことも...
水流ポンプで手軽に水の流れをつくり、
難易度をアップさせることをオススメします。

プール丸型 60cm

縁日すくい すくいアクセサリー / キラピカすくい / すくって!シリーズ / ぷかぷかポイポイシリーズ / 縁日すくい

詳しくは
動画でチェック
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商品は東日本用50Hz と
西日本用 60Hz の 2種類ございます。
ご購入前にご使用になる地域の
周波数をご確認ください。
ご不明な点は電力会社にご確認ください。

水流ポンプの周波数について



キラピカすくい（キッシーズオリジナルすくい）   ロット/100個

積んで遊
べる!

作ろう!う
んちタワ

ー積んで遊
べる!

作ろう!う
んちタワ

ーヒモやチェー
ンを通して

アクセサリー
 にできる♪ヒモやチェー
ンを通して

アクセサリー
 にできる♪

ヒモやチェー
ンを通して

アクセサリー
 にできる♪ヒモやチェー
ンを通して

アクセサリー
 にできる♪

KISNS64020
すくって!キラピカうんちくん
商品サイズ／2.5cm×2.3cm

KISNS64021
すくって!キラピカ飛行機
商品サイズ／スペースシャトル：2.8cm×1.8cm×4cm
　　　　　  ジャンボジェット：3.2cm×1.5cm×3.5cm

KISNS62435
すくって!キラピカ恐竜
商品サイズ／3cm

KISNS62238
すくって!キラピカ小判
商品サイズ／5cm×3cm

KISNS62648
すくって!キラピカKeyコレクション
商品サイズ／約3cm×6.5cm

KISNS62166
すくって!キラピカハート
商品サイズ／2.7cm

KISNS62169
すくって!キラピカマウス
商品サイズ／2.2cm

KISNS62164
すくって!キラピカキャンディ
商品サイズ／3～4.5cm

KISNS62168
すくって!キラピカメロディー
商品サイズ／3cm

KISNS60940
すくって!キラピカコイン
商品サイズ／3.5cm

KISNS62165
すくって!キラピカトレジャー
商品サイズ／2.5～3.2cm

KISNS62158
すくって!キラピカこんちゅう
商品サイズ／5cm×3～3.5cm

KISNS64018
すくって!キラピカバルーンドッグ
商品サイズ／4cm×3.5cm×1.5cm

KISNS64019
すくって!キラピカアヒルちゃん
商品サイズ／3cm×2cm×3cm＊チェーンは

　付属しません

＊チェーンは
　付属しません

縁日すくい すくいアクセサリー / キラピカすくい / すくって!シリーズ / ぷかぷかポイポイシリーズ / 縁日すくい

- 12 -



すくって！シリーズ （キッシーズオリジナルすくい）

KISNS62105
すくって!アヒルちゃん(小)

ロット／100個
サイズ／ 3cm×3.5cm

KISNS62104
すくって!アヒルちゃん

ロット／50個
サイズ／ 4.5cm×5cm

ぷかぷかポイポイシリーズ おうちでおまつりしよう！すくいあそびが楽しめるセットです。　Pサイズ／φ9.5cm×24cm

KISNS64339
ぷかぷかポイポイ 
あひるセット
ロット／1個

※画像は一例です。アソート内容は
　商品によって異なります。

セット内容

・すくいあみ　　　　　1個
・金魚袋　　　　　　  1枚
・あひる大　　　　　   2個
・あひる小　　　　　   7個
・スーパーボール　　 10個

KISNS64340
ぷかぷかポイポイ 
きょうりゅうセット
ロット／1個

セット内容

・すくいあみ　　　　　1個
・金魚袋　　　　　　  1枚
・フィギュア　　　　　 1個
・スーパーボール大　　1個
・スーパーボール中　　4個
・スーパーボール小　　6個
・恐竜型おもちゃ　　　5個

※画像は一例です。アソート内容は
　商品によって異なります。

KISNS64430
ぷかぷかポイポイ 
金魚セット
ロット／1セット
Pサイズ／φ9.5cm×24cm

セット内容

・すくいあみ　　　　　    1個
・金魚袋　　　　　　      1枚
・ミニ金魚　　　　　       5個
・笛付き金魚   　　　       5個
・27mmスーパーボール 10個

※画像は一例です。アソート内容は
　商品によって異なります。

KISNS64499
ぷかぷかポイポイ 
ファンタジーセット
ロット／1セット
Pサイズ／φ9.5cm×24cm

セット内容

・すくいあみ　　　　　                1個
・金魚袋　　　　　　                  1枚
・ユニコーンフィギュア                   1個
・星型フィギュア                           1個
・月型フィギュア                           1個
・ダイヤモンドスーパーボール（大） 1個
・ダイヤモンドスーパーボール（小） 3個
・27mmキラキラスーパーボール   5個
・27mmガールズスーパーボール   5個

※画像は一例です。アソート内容は
　商品によって異なります。

縁日すくい すくいアクセサリー / キラピカすくい / すくって!シリーズ / ぷかぷかポイポイシリーズ / 縁日すくい

詳しくは
動画でチェック
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HRINS39968
カラフル恐竜すくい

ロット／100個
サイズ／平均約6.2cm×6cm

縁日すくい

OISNS81910
やわらかウニボール

ロット／100個
サイズ／2.5cm

TKWZG70104
ぷよぷよボール 

ロット／10個(100ｇ×10個)
Pサイズ／17cm×15cm×6cm

OISNS81640
やわらか昆虫

ロット／100個
サイズ／1cm×4cm×5cm

WDLNS73173
フローティングかめ

ロット／100個
サイズ／4cm×3cm

OISNS81460
ミニ金魚

ロット／100個
サイズ／4cm

KSYNS00195
すくい恐竜カラー

ロット／100個
サイズ／約5～7cm

OISNS80951
クマノミとお友達

ロット／50個
サイズ／平均5cm

TATNS50005
ぺったんトカゲすくい

ロット／100個
サイズ／10cm×4.5cm×0.5cm

KSYNS00196
ぷかぷかシーアニマル

ロット／100個
商品サイズ／2.5cm×4.5cm×2.5cm

OISNS81478
やわらか出目きんぎょ

ロット／
5色アソート

100個 サイズ／全長約4.5cm

OISNS82218
やわらかミニ恐竜

ロット／100個
6色9型アソートサイズ／平均4cm×3cm×1cm

詳しくは
動画でチェック
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詳しくは
動画でチェック

OISNS21516
うきうきアヒル(特大)
ロット／12個
サイズ／7.5cm×7cm×8.5cm

OISNS81684
うきうきアヒル(ビッグ)
ロット／6個
サイズ／14cm×13cm×17cm

OISNS40912
うきうききんぎょ(小)

ロット／100個
サイズ／2.7cm×3.8cm×2.0cm

OISNS81227
うきうききんぎょ
(5色アソート)
ロット／50個
サイズ／2.5cm×4.5cm×5.5cm

MYBNS91045
ぷかぷか世界の昆虫シリーズ
ロット／50個
サイズ／3.4cm×5.2cm×2cm 10種アソート

SYDNS28183
ぷかぷかリアル恐竜Ver2
ロット／50個
サイズ／約W4.1cm×H4.8cm×D5.8cm
6種アソート

SYDNS27607
ぷかぷか動物園
ロット／50個
サイズ／約5.5cm（種類により異なります）10種アソート

MYBNS91298
ぷかぷかお祭りわっしょい
ロット／50個
サイズ／はっぴ約6cm×6cm×2.5cm
15種アソート

OISNS82372
うきうき恐竜
ロット／50個
サイズ／平均4cm×7.5cm×3cm 5種アソート

MYBNS91212
ぷかぷかアクアリューム
ロット／50個
サイズ／マンボウ約2cm×4.2cm×4.2cm
15種アソート

MYBNS91136
ぷかぷかガブッと人気の生き物
ロット／50個
サイズ／ワニ約W4.6cm×H2.8cm
12種アソート

SYDNS28186
ぷかぷかハンバーガー
ロット／50個
サイズ／約3.2cm×4cm×3.2cm

笛付すくい 笛付すくい
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笛付すくい 笛付すくい

OISNS80947
うきうきイルカ
(4色アソート)
ロット／50個
サイズ／3.5cm×5cm×5.5cm

OISNS81375
うきうきアザラシ

ロット／50個
サイズ／3cm×4cm×6.5cm

OISNS81154
うきうきクジラ
(5色アソート)
ロット／50個
サイズ／5.5cm×5.5cm×7.5cm

OISNS40883
うきうきカメ
ロット／50個
サイズ／2.5cm×5cm×5.5cm

TMYNS30055
笛付アザラシ
ロット／50個
サイズ／2cm×4cm×4.7cm

IMINS64009

ロット／50個
商品サイズ／6cm

笛付きくまさん大
SYDNS27844
ぷかぷかカラフルジンベイザメ
ロット／50個
商品サイズ／5cm×4.5cm×3.3cm

SYDNS27404
ぷかぷかうんちくん金銀バージョン
ロット／50個
商品サイズ／3.5cm×φ4cm

SYDNS27122
ぷかぷかカラフルペンギン
ロット／50個
商品サイズ／4cm×4cm×3cm

SYDNS26930
ぷかぷか人気のどうぶつシリーズ
ロット／50個
商品サイズ／3.5～5.5cm

SYDNS27179
ぷかぷかユニコーン
ロット／50個
商品サイズ／5.5cm×2.5cm×6.5cm

SYDNS26194
ぷかぷかカラフル水ヨーヨー
ロット／50個
サイズ／4cm×4.5cm

SYDNS26431
ぷかぷか人気の海の生き物
ロット／50個
サイズ／3～7cm×3～7cm

SYDNS25887
ぷかぷかキノコ
ロット／48個
サイズ／4.5cm×φ4cm

SYDNS26509
ぷかぷかかわいい猫ちゃん'S
ロット／50個
サイズ／3cm×4.5cm×4.5cm

SYDNS26069
ぷかぷか人気ののりものシリーズ 
ロット／50個
サイズ／2～3cm×4～5cm

SYDNS26304
ぷかぷかスウィーツ 
ロット／50個
サイズ／3cm×5.5cm

SYDNS26569
ぷかぷかつむつむアニマル
ロット／50個
商品サイズ／3cm×3cm×4.5cm



ピカピカ
光る

ピカピカ
光るピカピカ

光る
ピカピカ

光る

ピカピカ
光る

ピカピカ
光る

ピカピカ
光る

ピカピカ
光る

ピカピカ
光る

ピカピカ
光る

ピカピカ
光る

ピカピカ
光る

ピカピカ
光る

ピカピカ
光る

ピカピカ
光る

ピカピカ
光る

ピカピカ
光る

ピカピカ
光る

ピカピカ
光る

ピカピカ
光る

ピカピカ
光る

ピカピカ
光る

光るすくい

OISNS11481
ピカピカうんち
ロット／48個
商品サイズ／3cm×4cm

OISNS11639
ピカピカ恐竜
ロット／48個
商品サイズ／4cm×4cm×1.5cm

OISNS11904
ピカピカアヒル
ロット／48個
商品サイズ／3.7cm×3.5cm×1.5cm

OISNS11768
ピカピカジュエルマウス
ロット／48個
商品サイズ／3cm×4cm

OISNS11341
ピカピカ水族館
ロット／48個
商品サイズ／3.5cm×3.5cm×1cm

OISNS11343
ピカピカ森の生物
ロット／48個
商品サイズ／4cm×3.5cm×1cm

OISNS82148
ピカピカジャンボクラゲさん
ロット／24個
商品サイズ／3.8cm×3.5cm×3.5cm

OISNS11489
ピカピカアニマルズ
ロット／48個
商品サイズ／3cm×4cm

OISNS11342
NEWピカピカきんぎょ
ロット／48個
商品サイズ／3.5cm×3.5cm×1cm

OISNS82060
ピカピカジャンボアヒルさん
ロット／24個
商品サイズ／3.8cm×4cm×4.5cm

OISNS81642
ピカピカジャンボきんぎょ
ロット／24個
商品サイズ／2.5cm×4.5cm×5.5cm

電池付属
交換不可

光りもの玩具は商品の性質上、不良品発生の防ぎようがなく、多い場合２割程度の不良品が発生する事があります。
光らないなどの不良品の返品・交換はお受けしておりませんので予めご了承ください。
不良品のリスクを考慮し、ご注文数量を必要数量より多めにしたり、高めの販売価格を設定する事をお薦め致します。

スイッチ式 スイッチ式 スイッチ式 スイッチ式

スイッチ式 スイッチ式 スイッチ式 スイッチ式

スイッチ式 スイッチ式 スイッチ式
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光るすくい 光るすくい



詳しくは
動画でチェック

詳しくは
動画でチェック

100個入 100個入100個入 50個入

300個入 300個入 500個入

100個入

100個入200個入

25個入 45個入 11個入30個入

300個入1000個入1000個入 300個入

スーパーバウンドボール

スーパーボール

KISSB62218
Kishi's eセット 縁日すくい 
スーパーバウンドボール
ロット／1セット 箱サイズ／16cm×29cm×31cm
1回6個の設定で50回分となります

UCYSB63966
【新】1000入スーパーバウンドボールアソートスモール
ロット／1袋
サイズ／18mm800個、ラグビー小600個、デコボコ小60個、
27mm20個、うんち20個、キューブ15個、32mm5個、ラグビー大5個、
ミラクル大5個、デコボコ大3個、38mm3個、43mm3個、60mm1個

UCYSB63965
【新】SB1000入スーパーバウンドボールアソート
ロット／1袋
サイズ／22mm700個、ラグビー小100個、デコボコ小100個、
うんち40個、27mm15個、キューブ15個、ミラクル大10個、
32mm10個、38mm3個、45mm3個、49mm3個、70mm1個　

UCYSB63880
スーパーバウンドボール 袋 300個 スモール アソート

サイズ／18mm100個、22mm100個、デコボコ小45個、
ラグビー小45個、うんち8個、38mm2個

ロット／1袋

UCYSB62183
300入キラキラボールアソート

ロット／1袋
サイズ／22mm260個、27mm25個、32mm8個、
38mm4個、49mm3個

UCYSB62496
300入変形ボール入り
キラキラボールアソート
ロット／1袋
サイズ／22mm180個、デコボコ小35個、ラグビー小35個、
カラフルうんちNP20個、キューブ20個、27mm3個、
32mm3個、38mm2個、49mm2個

UCYSB62481
500入スーパーバウンドボール
アソート
ロット／1袋
サイズ／22mm360個、ラグビー小50個、
デコボコ小50個、カラフルうんちNP12個、キューブ12個、
27mm10個、32mm2個、38mm2個、49mm1個、60mm1個

KISSB62004
100入スーパーバウンドボール
27mmアソート
ロット／1袋
サイズ／27mm100個

UCYSB62478
100入スーパーバウンドボール
アソート
ロット／1袋
サイズ／22mm55個、ラグビー小15個、デコボコ小10個、
カラフルうんちNP5個、キューブ3個、ミラクル大3個、
ラグビー大3個、27mm2個、32mm2個、38mm2個

UCYSB62185
200入変形ボールミックス(小)

ロット／1袋
サイズ／デコボコ小100個、ラグビー小100個

KISSB61050
300入スーパーバウンドボールアソート
ロット／1袋
サイズ／22mm230個、27mm40個、32mm20個、38mm10個

KISSB62707
100入スーパーバウンドボール 
27mmボーイズアソート
ロット／1袋
サイズ／27mm100個

KISSB62708
100入スーパーバウンドボール 
27mmガールズアソート
ロット／1袋
サイズ／27mm100個

UCYSB62480
100入変形ボール4点ミックス

ロット／1袋
サイズ／キューブ25個、ミラクル大25個、
デコボコ大25個、ラグビー大25個

MRGSB02750
50入 スーパーバウンドボール
アソート
ロット／1袋
サイズ／22mm18個、27mm30個、32mm2個

KISSB62174

サイズ／45mm25個

25入スーパーバウンドボール
45mmアソート
ロット／1袋

KISNS60549
スーパーボール22mm 45個入
ロット／1袋
サイズ／11.1cm×13.5cm×0.4cm

KISNS60551
スーパーボール38mm 11個入
ロット／1袋
サイズ／11.1cm×13.5cm×0.4cm

KISNS60550
スーパーボール27mm 30個入
ロット／1袋
サイズ／11.1cm×13.5cm×0.4cm

セット内容

・スーパーバウンドボール
・使い捨て枠
・80cm丸型プール
・フットポンプ
・すくい用カップ(ボウル(小))
・金魚袋
・2畳用レジャーシート

100本
300個

1枚

1個
1個
10個
100枚

IDLNS38270
DXスーパーボールすくい

ロット／1個
Pサイズ／16cm×26cm×5cm

セット内容

・ラメ入りスーパーボール
・特大スーパーボール
・すくい枠

・桶
・ネット

10個
1個
2本

・スペア紙 40枚
1枚
1個

スーパーボールのアソート内容(種類・色柄)は予告なく
変更する場合がございます。ご了承ください。

風船ショルダーバッグ KISNS64026で
持ち帰るのがおすすめ！

スーパーバウンドボール
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22mm

27mm

32mm

38mm

45mm

60mm

ロット
125個
100個

サイズ ロット 品番

スプリング

18mm 500個 KISSB62989
22mm 250個 KISSB62990
27mm 125個 KISSB62991
32mm 100個 KISSB62992
38mm 50個 KISSB62993

サイズ ロット 品番

ツートン

18mm 500個 KISSB62988
22mm 250個 KISSB61038
27mm 125個 KISSB61039
32mm 100個 KISSB61040
38mm 50個 KISSB61041

サイズ ロット 品番

マーブル

18mm ー ー
22mm 250個 KISSB61042
27mm 125個 KISSB61043
32mm 100個 KISSB61044
38mm 50個 KISSB61045

サイズ ロット 品番

スター オレンジ

27mm 100個 OISSB81031
45mm 25個 OISSB81032

ー ー ー
ー ー ー
ー ー ー

ー ー ー
ー ー ー
ー ー ー

サイズ

キラキラスター

27mm
32mm

サイズ ロット 品番

ダイヤモンド

(小)32mm 50個 KISSB61060
(大)49mm 25個 KISSB61061

KISSB61027
SB カラー22mm
ロット／250個

KISSB61028
SB カラー27mm
ロット／125個

KISSB61029
SB カラー32mm
ロット／100個

KISSB61030
SB カラー38mm
ロット／50個

KISSB61031
SB カラー45mm
ロット／25個

KISSB61032
SB カラー60mm
ロット／25個

サイズ ロット 品番

和柄

45mm 25個 IMISB64924
ー ー ー

サイズ ロット 品番

くねくねボール

40mm 25個 OISSB80975
ー ー ー

サイズ ロット 品番

カブトムシVSクワガタ 

27mm 100個 KISSB62731
ー ー ー

サイズ ロット 品番

カラフルのりもの

27mm 100個 KISSB62420
ー ー ー

サイズ ロット 品番

カラフルどうぶつ

27mm 100個 KISSB62173
ー ー ー

サイズ ロット 品番

メダマ特大

80mm 6個 UCYSB63961
ー ー ー

サイズ ロット 品番

ピカピカスーパーボール カラフルラムネ

45mm 20個 OISFL82384
ー

品番
KISSB61055
KISSB61056

サイズ ロット 品番

ピカピカスーパーボール ラメスター

45mm 20個 OISFL82379
ー ー ー

ー ー

衝撃で光
る

衝撃で光
る

衝撃で光
る

衝撃で光
る

写真は原寸大サイズです

詳しくは
動画でチェック
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サイズ ロット 品番

ハート&ハート

27mm 100個 UCYSB63962
ー ー ー

サイズ ロット 品番

ファンタジーグリッター

27mm 100個 UCYSB63963
ー ー ー

サイズ ロット 品番

ラウンドグリッター

40mm 25個 UCYSB63964
ー ー ー

サイズ ロット 品番

マウス

27mm 100個 OISSB81767
ー ー ー

サイズ ロット 品番

キュートアイ

27mm 125個 KISSB61053
ー ー ー

サイズ ロット 品番

スポーツボールミックス

27mm 125個 KISSB61071
ー ー ー

サイズ ロット 品番

光るニコニコ

27mm 100個 OISSB81960
ー ー ー

サイズ ロット 品番

カラフルうんち(顔なし)

ー 100個 UCYSB62232
ー ー ー

サイズ ロット 品番

スーパーボール ミラクル

30～40mm 100個 MRGSB10102
ー ー ー

サイズ ロット 品番

スーパーボール キューブ

22mm 100個 MRGSB99100
ー ー ー

サイズ ロット 品番

ホワイトスポット

45mm 25個 KISSB61083
ー ー ー

サイズ ロット 品番

桜模様

45mm 25個 KISSB61085
ー ー ー

サイズ ロット 品番

アース

45mm 25個 KISSB61088
ー ー ー

サイズ ロット 品番

3Dワイルドアニマル

45mm 25個 KISSB61094
ー ー ー

サイズ ロット 品番

3Dドルフィン

45mm 25個 KISSB61097
ー ー ー

サイズ ロット 品番

3D極寒アニマル

45mm 25個 KISSB61101
ー ー ー

サイズ ロット 品番

3Dペンギン

45mm 25個 KISSB61103
ー ー ー

サイズ ロット 品番

3Dダイナソー

45mm 25個 KISSB61099
ー ー ー

サイズ ロット 品番

3Dフィッシュ

45mm 25個 KISSB61100
ー ー ー

都合により、予告なくデザイン等を
変更する場合がございます。ご了承ください。

スーパーバウンドボール スーパーバウンドボール

詳しくは
動画でチェック
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KISVN63946
メガPOPかき氷
ロット／1個
Pサイズ／23cm×39cm
膨らまし後サイズ／全長約100cm
※ひも付き

KISVN63947

ロット／1個
Pサイズ／23cm×39cm
膨らまし後サイズ／全長約100cm
※ひも付き

メガPOPきんぎょ

KISVN63263

ロット／1個
Pサイズ／23cm×39cm
膨らまし後サイズ／全長約100cm
※ひも付き

メガPOPまぐろ

KISVN63264

ロット／1個
Pサイズ／23cm×39cm
膨らまし後サイズ／全長約100cm
※ひも付き

メガPOPたこ大将

KISVN63265

ロット／1個
Pサイズ／23cm×39cm
膨らまし後サイズ／全長約100cm
※ひも付き

メガPOP骨付き肉

ロット／1個
Pサイズ／23cm×39cm
膨らまし後サイズ／全長約100cm
※ひも付き

KISVN64016
メガPOPソフトクリーム

ロット／1個
Pサイズ／23cm×39cm
膨らまし後サイズ／全長約100cm
※ひも付き

KISVN63948
メガPOPフランクフルト

ロット／1個
Pサイズ／23cm×39cm
膨らまし後サイズ／全長約100cm
※ひも付き

KISVN63949
メガPOPチョコバナナ

メガPOPシリーズ

空気を注入する際は、必ず商品本体を広げてから
注入してください。

コンプレッサーなど機械での注入は圧力がかかり破損の原因
となります。ハンドポンプなどでの注入をお薦め致します。

ビニール素材が伸びてしまうほど空気を注入すると
不良率が高くなります。シワが残る程度が適正量です。

パンパンの状態 端にシワが残る状態

■ビニール玩具を膨らませる際の注意点

メガPOPシリーズ メガPOPシリーズ

肉から骨が抜けるよ !!

スリーブは着脱可能 !!

ビーチボール及びフロート以外のビニール玩具は、水上での使用を目的として
作られたものではありません。絶対に水上では使用しないでください。

ビニール玩具をご購入の皆様へお願い

詳しくは
動画でチェック
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ビニール玩具

おさんぽコロコロ　
あにまるきっず きゅーと
ロット／5個
サイズ／約35cm×35cm×19cm(平均)

KISVN64153

おさんぽコロコロ
はたらくのりもの
ロット／5個
サイズ／約27cm×17cm×15cm(平均)

KISVN63967
おさんぽコロコロ
ユニコーン（3種アソート）
ロット／6個
サイズ／約32cm×37cm×18ｃm

KISVN63242KISVN64154
おさんぽコロコロ　
あにまるきっず わいるど
ロット／5個
サイズ／約31cm×33cm×19cm(平均)

【ケース特価】おさんぽコロコロ　
あにまるきっず きゅーと
ロット／180個
サイズ／約35cm×35cm×19cm(平均)

KISVN64153

【ケース特価】おさんぽコロコロ
はたらくのりもの
ロット／180個
サイズ／約27cm×17cm×15cm(平均)

KISVN63967KISVN64154
【ケース特価】おさんぽコロコロ　
あにまるきっず わいるど
ロット／180個
サイズ／約31cm×33cm×19cm(平均)

セット内容

・うさぎ
・ねずみ
・きつね
・あひる
・ねこ

KISVN63872
おさんぽコロコロ　
わんわんズ
ロット／5個
サイズ／約25cm×30cm×17cm(平均)

おさんぽコロコロ キッシーズオリジナルのおさんぽシリーズ

こどもたちに人気のモチーフで、ご好評いただいています !

セット内容

・ライオン
・くま
・ぞう
・サイ
・パンダ

セット内容

・トイプードル
・フレンチブルドッグ
・チワワ
・柴犬
・ミニチュアダックスフント

セット内容

・ティラノサウルス
・トリケラトプス
・ブラキオサウルス
・スピノサウルス
・ステゴサウルス

セット内容

・うま
・うし
・アルパカ
・ぶた
・ひつじ

セット内容

・ペンギン
・イルカ
・アザラシ
・サメ
・カメ

セット内容

・パトカー
・消防車
・救急車
・新幹線
・飛行機

おさんぽコロコロはキッシーズの商標登録です。 食品衛生法検査適合商品で対象年齢3才以上の安心、安全な商品です。

キッシーズオリジナル おさんぽコロコロシリーズ / KOROCORO コロコロ / お散歩シリーズ / その他ビニール玩具

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。予めご了承ください。膨らませすぎや、
コンプレッサーなどによる不良品発生の原因となりやすいのでご注意下さい。

KISVN64558
おさんぽコロコロ　
キュートマリン
ロット／5個
サイズ／約31cm×26cm×19cm(平均)

KISVN64612
おさんぽコロコロ　
恐竜
ロット／5個
サイズ／約40cm×30cm×14cm(平均)

KISVN64559
おさんぽコロコロ　
まきばフレンズ
ロット／5個
サイズ／約27cm×29cm×14cm(平均)
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おさんぽがもっと楽しくなる !
おともだちをプレゼント

おさんぽがもっと楽しくなる !
おともだちをプレゼント ※バルーンは別売です

組み立てて
バルーンを
付けるだけ

おさんぽ新幹線 923形新幹線 
ドクターイエロー
ロット／1個
本体サイズ／約37cm×17cm×18cm
Pサイズ／17.2cm×27.8cm×2.5cm

WDLVN05911
おさんぽ新幹線 
E7系新幹線 かがやき
ロット／1個
本体サイズ／約37cm×17cm×18cm
Pサイズ／17.2cm×27.8cm×2.5cm

WDLVN05910
おさんぽ新幹線 
Ｅ5系新幹線 はやぶさ
ロット／1個
本体サイズ／約37cm×17cm×18cm
Pサイズ／17.2cm×27.8cm×2.5cm

WDLVN05908

おさんぽ新幹線 
Ｅ6系新幹線 こまち
ロット／1個
本体サイズ／約37cm×17cm×18cm
Pサイズ／17.2cm×27.8cm×2.5cm

WDLVN05909

お散歩動物（大）
（5種アソート）
ロット／
※種類の指定不可

5個 本体サイズ／約50cm

KSYVN00160
お散歩乗り物（大）
（5種アソート）
ロット／5個 ※種類の指定不可
本体サイズ／約31.7cm×42.4cm×28cm

KSYVN00237

たのしいおさんぽ トーマス

ロット／1個
本体サイズ／約20.5cm×21.4cm×30cm

WDLVN05215
たのしいおさんぽ パーシー

ロット／1個
本体サイズ／約24cm×17.5cm×29cm

WDLVN05626

KOROCORO 
コロコロ
ロット／5パック

KIS25467

KOROCORO コロコロ キッシーズオリジナル 色々なバルーンをおさんぽ玩具に変えちゃう

特許出願中

おさんぽシリーズ

好きなバルーンをおさんぽ玩具に
変えられる魔法のアイテム !
ふくらんだボディにタイヤが付いて、どこへでも
連れて歩けるコロコロおもちゃは、景品やノベル
ティとして不動の人気です。

セット内容

・ウマ
・パンダ
・ゾウ
・キリン
・バンビ

セット内容
・パトカー
・消防車
・救急車
・新幹線
・ヘリコプター

ＪＲ東日本商品化許諾済 ＪＲ東海承認済 ＪＲ西日本商品化許諾済 ©2022 Gullane (Thomas) Limited.

ビーチボール及びフロート以外のビニール玩具は、水上での使用を目的として
作られたものではありません。絶対に水上では使用しないでください。

ビニール玩具をご購入の皆様へお願い

セット内容

・紙製土台
・タイヤ
・車軸 2本
・持ち手用リング
・紐

4個

ビニール玩具 キッシーズオリジナル おさんぽコロコロシリーズ
KOROCORO コロコロ / お散歩シリーズ / その他ビニール玩具

詳しくは
動画でチェック
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その他ビニール玩具

100ｔビッグハンマー

ロット／ 6個 本体サイズ／95cm×55cm×37cm

TATVN50047
NEWクリアハンマーM

ロット／ 12個 本体サイズ／42cm×32cm

WDLVN73188
どうぶつハンマーS
（5種アソート）
ロット／ 25個 本体サイズ／35cm×20cm×9cm

WDLVN05318

ドラゴンデュエル
ソード
ロット／ 6個 本体サイズ／約74cm×25cm
Pサイズ／ 22cm×13cm

KISVN63132
ドラゴンデュエル
クラウン
ロット／ 6個 本体サイズ／約φ18cm
Pサイズ／ 22cm×13cm

KISVN63133
ドラゴンデュエル
シールド
ロット／ 6個 本体サイズ／約29cm×23cm
Pサイズ／ 22cm×13cm

KISVN63134

オーロラセイバー
（3種アソート）
ロット／ 6個 本体サイズ／全長約74cm

KISVN62915
サムライセイバー
（3種アソート）
ロット／ 12個 本体サイズ／約57cm

KISVN63970
ジュエルソード
（3種アソート）
ロット／ 12個 本体サイズ／約50cm

KISVN63971
バイキングソード
（4種アソート）
ロット／ 10個 本体サイズ／全長約48cm

OISVN81798

ベースボールバットM
(4種アソート)
ロット／ 12個 本体サイズ／全長約98cm

WDLVN05168
ベースボールバットＳ
（5種アソート）
ロット／ 25個 本体サイズ／全長約58cm

WDLVN05169

OISVN82126
エナジービームソード

ロット／
4色アソート

12個 サイズ／8cm×59cm×8cm

OISVN81799
ゴットソード

ロット／
4色アソート

12個 サイズ／12cm×60cm

KISVN62797
じゃんけんあにまるバット
(3種アソート)
ロット／
3種　アソート

12個 サイズ／40cm×12cm

OISVN82128
スペースシップロケット

ロット／
4色アソート

12個 サイズ／11cm×56cm×8cm

OISVN82386
日本刀クウキの刃

ロット／12個
商品サイズ／全長68cm

ビニール玩具 キッシーズオリジナル おさんぽコロコロシリーズ / KOROCORO コロコロ / お散歩シリーズ / その他ビニール玩具

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。予めご了承ください。膨らませすぎや、
コンプレッサーなどによる不良品発生の原因となりやすいのでご注意下さい。- 24 -



うみのなかまパンチボール
（2種アソート）
ロット／ 12個
本体サイズ／折径25cm、膨らまし後φ約20ｃｍ

KISVN62704
ビーチボール ラグビー

ロット／ 12個
本体サイズ／膨らまし後約35cm

BELVN03540
ビーチボールサッカー

ロット／ 30個
本体サイズ／折径35cm、膨らまし後φ約25ｃｍ

BELVN03395
ビーチボールすいか

ロット／ 30個
本体サイズ／折径35cm、膨らまし後φ約25ｃｍ

BELVN03394

マジカル☆ステッキ
（4柄アソート）
ロット／ 12個 本体サイズ／膨らまし後約68cm

TKWVN70609

ちょうちょアームリング
（5種アソート）
ロット／ 10個
本体サイズ／22cm×13cm×15cm

KISVN61944

りんりんあにまるハンドベル
パッケージ入（5種アソート）
ロット／ 10個
本体サイズ／25cm×13cm×8cm

KISVN62410
動物たちのカチューシャ
（6種アソート）
ロット／ 24個
本体サイズ／26cm×19cm(ウサギ) 21cm×22cm(その他)

WDLVN73202

昆虫王アームリング
（5種アソート）
ロット／ 10個 本体サイズ／約18.7cm×15.5cm
Pサイズ／24cm×12cm

KISVN63131

セット内容
・ウサギ
・ネズミ
・パンダ

・ハムスター
・カエル
・ネコ

ONDVN49069
昆虫の仲間ビニールアームリング

ロット／24個 サイズ／約16cm×14cm
12種アソート

ONDVN49070
乗り物ビニールアームリング

ロット／24個
サイズ／約14.5cm×11.1cm×16.7cm
12種アソート

ONDVN49106
海の仲間たちビニールアームリング

ロット／24個
サイズ／約14cm×12.5cm×17cm 12種アソート

ONDVN49457
恐竜ビニールアームリング

ロット／24個 サイズ／約23cm×12cm
8種アソート

OISVN82127
ハートキースティック

ロット／
4色アソート

12個 サイズ／ 11cm×45cm×8.5cm

ビーチボール及びフロート以外のビニール玩具は、水上での使用を目的として
作られたものではありません。絶対に水上では使用しないでください。

ビニール玩具をご購入の皆様へお願い

その他ビニール玩具

ビニール玩具 キッシーズオリジナル おさんぽコロコロシリーズ / KOROCORO コロコロ / お散歩シリーズ / その他ビニール玩具

振るとはねが動くよ！

振ると鈴の音がするよ！

CLEAR

詳しくは
動画でチェック

- 25 -



ポイウォーターシューティング

スプラッシュライト

ロット／1個

※レリューム2回分付商品サイズ／17cm×13cm×6cm
Pサイズ／22cm×20cm×7cm

SZKMP63054
スプラッシュライト赤

ロット／1個

※レリューム2回分付商品サイズ／17cm×13cm×6cm
Pサイズ／22cm×20cm×7cm

SZKMP63053
スプラッシュライト青

使い方：
1. 水鉄砲の蓋を開けて上部の2つの穴に水を入れます。
2. レリュームを蓋の溝にセットし、ケースの上から押し込みます。
3. レリュームケースを取り外し、蓋を閉め5分程待ちます。
4. 溶けたレリュームが水全体に浸透するように水鉄砲を振り混ぜます。

バイオルミネセンス
人体にも安全な生物が作り出す光 ガウシア・プリンセスと呼ばれる、小さな生物の遺伝子から探し出した発光タンパク質

『ルシフェラーゼ』と、発光源『ルシフェリン』の融合 ( バイオルミネセンス ) によって、
水が青く光出す！生物由来の成分で、人体にも安全です。

KISMP64501
ポイウォーターシューティング 
子供用2P
ロット／1セット
Pサイズ／24cm×32cm×3cm

KISMP64502
ポイウォーターシューティング 
大人用2P
ロット／1セット
Pサイズ／24cm×34cm×3cm

セット内容

・子供用フェイスシールド 
・ポイ

2枚
10個

相手のポイを水鉄砲で打ちやぶれ！ 相手のポイを水鉄砲で打ちやぶれ！

セット内容

・大人用フェイスシールド 
・ポイ

2枚
10個

サマーグッズ ポイウォーターシューティング / スプラッシュライト / 水鉄砲 / 水風船 / 単品花火 / 手持花火 / 
噴出花火 / 打上花火 / その他 / 手持花火セット / バラエティセット /特価花火セット / ホロスペックメガネ
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ロット／25個

タンク容量／60cc飛距離／約7m
本体4色アソート

商品サイズ／18.5cm×12cm×3.5cm

OISMP11638
コスミックウォーターガン

ロット／25個

本体4色アソート
商品サイズ／12cm×8.5cm×2.3cm

OISMP11738
イルカ水てっぽう(4色アソート)

ロット／12個

タンク容量／130cc飛距離／約5m
4色アソート

商品サイズ／21cm×14cm×4cm

TNRMP10158
スプラッシュウォーターガン(4色アソート)

ロット／12個

飛距離／約3.5m
タンク容量／約120cc

サイズ／15.5cm×24cm×4cm

ONDMP01306
水撃ショット ソニック

ロット／12個

飛距離／約4m
タンク容量／約100cc

商品サイズ／16cm×28cm×4cm

MRKMP14339
アクアショットジャベリン

ONEMP01655
ミニオンフリーズレイ
ウォーターシューター
ロット／1個
商品サイズ／21.5cm×35cm×8.6cm

ロット／1セット

タンク容量／約360cc
タンク容量／約550cc

シリンジ式飛距離／約8m
ポンプアクション飛距離／約7m

WMYMP13657
ウォーターガンバトルシリーズ 
マイティバトル

Pサイズ／61cm×31cm×10cm

水鉄砲

水風船

ロット／1個

タンク容量／1700cc飛距離／約8m
Pサイズ／42cm×35cm×5.5cm

WMYMP13582
バックパックシューター

ロット／1個

タンク容量／1200cc飛距離／約7m
Pサイズ／ 31cm×43cm×6cm

MRKMP15215
すみっこぐらし お水たっぷり水でっぽう

ロット／1個

タンク容量／1900cc飛距離／約6.5m
商品サイズ／ 30.5cm×70cm×8.5cm

ONDMP01966
メガロケット

ロット／1個

タンク容量／1600cc飛距離／約6m
商品サイズ／ 75cm×31cm×12cm

MRKMP12469
アクアボンバーサンダーボルト

ロット／1個

タンク容量／300cc飛距離／約5m
商品サイズ／32cm×24.5cm×6.5cm

MRKMP14932
電動ウォーターガン シデン

WMYMP13658
エアリアルアロー

ロット／1個 商品サイズ／32cm×17cm×7cm
タンク容量／約130cc 飛距離／約7m

PIN01383
4インチ ウォーターバルーンズ
ウォーターグレネイズ(100個入)
ロット／3袋
Pサイズ／ 25.5cm×14cm

TKWMP70760
超速かんたん水フーセン

ロット／12個
Pサイズ／ 31cm×9.5cm×2.5cm

セット内容

・ふうせん111個（37個×3セット）
・ホースアタッチメント（ホース内径1.2～1.7cm）

2人で対戦‼ 2個セット

ONDMP02019
ブルーソード
ロット／1個
商品サイズ／23cm×64cm×5.5cm

ONDMP02051
ドラゴンガード
ロット／1個
商品サイズ／31cm×35cm×6.5cm

ONDMP02054
ミニミニスプラッシュ
ロット／24個
商品サイズ／3cm×20cm×3cm

WMYMP13721
王者の水鉄砲
ロット／1個 Pサイズ／29cm×68cm×9cm
商品サイズ／48cm×21cm×8.5cm
タンク容量／約1000cc　射程距離約8m

WMYMP13720
魔王の水鉄砲

ロット／1個 Pサイズ／34.5cm×42.5cm×5.5cm
商品サイズ／タンク：28cm×17.5cm×4.5cm、

ピストル：27cm×15cm×5cm
タンク容量／約1450cc　射程距離約7m

WMYMP13722
覇者の水鉄砲

ロット／1個 Pサイズ／22.5cm×47cm×7.5cm
商品サイズ／32cm×18cm×7cm
タンク容量／約600cc 射程距離約6.5m

MRKMP15121
すみっコぐらし 
お水たっぷり水てっぽう
ロット／1個 Pサイズ／31cm×43cm×4.5cm
商品サイズ／タンク：16cm×22cm  ガン：26cm×15cm
タンク容量／約1200cc　射程距離約7～9m

MRKMP15229
ポンプアクションウォーターガン 
スカイナイト
ロット／1個

ONDMP01957
カップアイスクリーム 
ウォーターガン
ロット／1個
サイズ／31cm×39cm×5.5cm
タンク容量／約1200cc　射程距離約4～5m

ONDMP01781
フェアリー

ロット／1個
サイズ／17.5cm×25cm×4.5cm
タンク容量／約200cc　射程距離約3.5m

ONDMP02044
ディノウォーターガン

ロット／1個
サイズ／16.5cm×22.5cm×5cm
タンク容量／約85cc　射程距離約3.5m

WMYMP13479
水ふうせんがいっぱい

ロット／１個
Pサイズ／15cm×29cm×3.5cm　

©SAN-X CO.,LTD. ©Universal Studios.
サマーグッズ ポイウォーターシューティング / スプラッシュライト / 水鉄砲 / 水風船 / 単品花火 / 手持花火 / 

噴出花火 / 打上花火 / その他 / 手持花火セット / バラエティセット /特価花火セット / ホロスペックメガネ
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単品花火

WMYHB20057
ニュー２０変色すすき

ロット／20本
商品サイズ／3.5cm×58cm×1cm

WMYHB40047
焚昇ニューゴールドスパーク
ラーミニ
ロット／50本
Pサイズ／24cm×4.5cm×2cm

WMYHB02027
武龍伝十六尺
ロット／1個
商品サイズ／6cm×14cm×6cm

WMYHB00074
花風車
ロット／1個
商品サイズ／8cm×28cm×8cm

WMYHB30013
フェスタ大橋(ナイアガラ)
ロット／20個
商品サイズ／40cm×21.5cm×8cm

■アイコンの解説 各アイコンの示している花火の種類は以下の通りです。花火セットに入っている花火がひとめでわかります。

庭先向け花火
線香花火 手持ち花火

（ススキ・
スパーク・絵型）

回転花火
（地上回転・
糸付回転）

手持ち吹出 噴出花火

飛 ぶ 花 火
打上花火
（打上花火・
パラシュート）

連発花火飛翔花火
（ロケット・
回転上昇）

WMYHB01725
噴出線香

ロット／1個
商品サイズ／6cm×13.5cm×6cm

WMYHB70041
４m噴出

ロット／1個
商品サイズ／6cm×13cm×6cm

WMYHB03506
夜桜(ヤオウ）
ロット／1個
商品サイズ／10cm×28cm×10cm

WMYHB03473
紅芯入菊牡丹
ロット／1個
商品サイズ／10cm×28cm×10cm

WMYHB71327
本気玉
ロット／1個
商品サイズ／10cm×28cm×10cm

WMYHB03566
新・４号夜玉
ロット／1個
商品サイズ／11cm×25cm×11cm

煙の少ない星火花

紅い火とへび花火が飛び出るよ！

IGYHB82167
No200 うんち花火
ロット／1個
Pサイズ／14cm×18cm×2.5cm

サマーグッズ ポイウォーターシューティング / スプラッシュライト / 水鉄砲 / 水風船 / 単品花火 / 手持花火 / 
噴出花火 / 打上花火 / その他 / 手持花火セット / バラエティセット /特価花火セット / ホロスペックメガネ

詳しくは
動画でチェック

詳しくは
動画でチェック

詳しくは
動画でチェック

詳しくは
動画でチェック
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WMYHB04520
スマイル
ロット／1個
Pサイズ／30cm×47cm×1cm

WMYHB04525
カラフルスマイル
ロット／1個
Pサイズ／30cm×47cm×1.5cm

IGYHB03483
あっぱれ花火LL
ロット／1個
Pサイズ／30cm×48cm×2cm

MRKHB03732
カワイイハナビ
ロット／1個
Pサイズ／30cm×47cm×1cm

手持花火セット

WMYHB04471
けむり少なめ パチパチ花火No.100
ロット／20個
Pサイズ／12.5cm×32.5cm×0.5cm

WMYHB04472
けむり少なめ パチパチ花火No.200
ロット／20個
Pサイズ／19cm×34cm×1cm

WMYHB04019
花火は最高!!No.100
ロット／20個
Pサイズ／12.5cm×32.5cm×0.5cm

WMYHB04020
花火は最高!!No.200
ロット／20個
Pサイズ／19cm×34cm×1cm

WMYHB04555
ハナビンゴ ジャック
ロット／1個
Pサイズ／23cm×34cm×1cm

WMYHB04556
ハナビンゴ クイーン
ロット／1個
Pサイズ／28cm×34cm×1cm

WMYHB04557
ハナビンゴ キング
ロット／1個
Pサイズ／31cm×34cm×1cm

WMYHB04385
スゴ盛り
ロット／1個
Pサイズ／30cm×47cm×3cm

ONDHB05465
ボリュームロング LB-XL
ロット／1個
Pサイズ／29.5cm×49cm×3.5cm

IGYHB03561
かたづけ超ラクL
ロット／1個
Pサイズ／30cm×48cm×1cm

IGYHB03564
日本花火自慢
ロット／1個
Pサイズ／30cm×48cm×2.5cm

ONDHB05540
もっと花火が楽しくなるセット

ロット／1個
Pサイズ／30.5cm×47.5cm×1.9cm

WMYHB04485
花火の名人

ロット／1個
Pサイズ／30cm×47cm×1cm

WMYHB04464
庭花火の救世主

ロット／1個
Pサイズ／30cm×47cm×2.5cm

煙が少なく安心♪
袋がそのままバケツになりとても便利！

サマーグッズ ポイウォーターシューティング / スプラッシュライト / 水鉄砲 / 水風船 / 単品花火 / 手持花火 / 
噴出花火 / 打上花火 / その他 / 手持花火セット / バラエティセット /特価花火セット / ホロスペックメガネ
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SPGHB01000
ホロスペックメガネ ハート

ロット／1個
商品サイズ／41cm×3.5cm

SPGHB00000
ホロスペックメガネ スマイル

ロット／1個
商品サイズ／41cm×3.5cm

SPGHB02000
ホロスペックメガネ 雪の結晶

ロット／1個
商品サイズ／41cm×3.5cm

ホロスペックメガネ

バラエティセット

WMYHB04524
スマイルプラス
ロット／1個
Pサイズ／30cm×47cm×10cm

WMYHB04477
テモプラ
ロット／1個
Pサイズ／29.5cm×49cm×7cm

WMYHB04479
超特盛テモプラ

ロット／1個
Pサイズ／30cm×47cm×7.5cm

WMYHB04537
お庭で遊べる花火
デラックス
ロット／1個
Pサイズ／52cm×66cm×6.5cm

WMYHB04398

ロット／1個
Pサイズ／15cm×35cm×12.5cm

超めちゃ徳セットⅡ
No.3000

ONDHB05393
煙少なめスマホでキレイ
ロット／1個
Pサイズ／27cm×52.5cm×6.5cm

WMTHB04539
大満足 手持ち花火がいっぱい
ロット／1個
Pサイズ／52cm×66cm×6.5cm

WMYHB04453
大きな音のしないお庭で花火
ロット／1個
Pサイズ／27cm×41cm×15cm

特価花火セット

KISHB64576
特価花火セット 
手持ちたっぷり
ロット／1セット

KISHB64577
特価花火セット 
手持と噴出
ロット／1セット

サマーグッズ ポイウォーターシューティング / スプラッシュライト / 水鉄砲 / 水風船 / 単品花火 / 手持花火 / 
噴出花火 / 打上花火 / その他 / 手持花火セット / バラエティセット /特価花火セット / ホロスペックメガネ

光がハートマークに見える不思議なメガネ 光がスマイルマークに見える不思議なメガネ 光が雪の結晶マークに見える不思議なメガネ
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OISFL22388
光る日本刀

ロット／12個
サイズ／全長約40cm
3色アソート

低単価光りもの玩具L

TKWFL70986
ピカピカ目玉モジャ助
ロット／12個
商品サイズ／H16×W10×D10cm
4色アソート

カチッと音がするまで
折り曲げてください。
音がしたら本体を軽く
振ってください。

衝撃を加えると
光ります。

ボタンや本体を押すと光ります。一部
商品はスイッチがわかりづらい商品も
ございます。絶縁テープがついている
ものは抜き取ってからご使用ください。
電池交換可能商品もございます。
＊付属電池はテスト用です。

折って光らせるタイプスイッチ式

絶縁テープ

ショック式

HRIFL25015
光る！ガールズスティック

ロット／12個
サイズ／37.5×9×4cm
3色アソート

TKWFL70363
フラッシュうんちヨーヨー
ロット／12個
商品サイズ／H13×W7×D7cm
4種アソート

KZYFL00598
8音マシンガン

ロット／12個
サイズ／W9.5×H23.5×D1.5cm

OISFL22337
ファイバーライトスティック

ロット／12個
サイズ／
4種アソート

約H40×W4.5×D2cm

OISFL22011
ピカピコトゲトゲヨーヨー
ロット／12個
商品サイズ／直径約7cm

HRIFL40072
光るうんち棒
ロット／12個
商品サイズ／全長約36cm
4色アソート

OISFL22067
光るうちわ（祭）

ロット／12個
サイズ／H26×W15×D1.5cm

OISFL22403
フラッシュスノースティック

ロット／12個
サイズ／
２色アソート

全長約36cm

OISFL22133
フラッシュハートスティック

ロット／12個
サイズ／9.5cm×36.5cm×2.5cm
4色アソート

OISFL82377
光るフルーツせんぷうき

ロット／12個
サイズ／
3種アソート

約9.5cm×16cm×4cm

中央の羽根が回って光る!!

景品玩具 低単価光り物玩具L / 低単価光り物玩具M / 光り物その他 / ルミカライト / ルミカ ブレスレット / 自立タイプ景品 

電池付属
交換不可電池付属

交換不可

電池付属
交換不可

電池付属
交換不可

電池付属
交換不可

電池付属
交換不可

電池付属
交換不可

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 スイッチ式

ショック式 ショック式

ショック式

スイッチ式 スイッチ式 スイッチ式 スイッチ式

スイッチ式

電池付属
交換不可 電池付属

交換不可

スイッチ式 スイッチ式

3パターンの光り方!! 3パターンの光り方!! 3パターンの光り方!! 3パターンの光り方!!

詳しくは
動画でチェック
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OISFL21889
クリスタルライトソード
ロット／12個
商品サイズ／49cm×5.5cm×5.5cm
4色アソート

OISFL21827
ライトニャンコカチューシャ
ロット／12個
商品サイズ／16.5cm×12cm×2.5cm
4色アソート

IMIFL64523
光るぐにゃっとボール
ロット／12個
商品サイズ／φ約5cm
2色アソート

TKWFL70238
ピカピカミラクルめがね
ロット／12個
商品サイズ／6cm×14cm
3色アソート

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／24.5cm×9cm×3.5cm
4色アソート

OISFL21961
光る棒つきうんちくん

ロット／12個
商品サイズ／6.3cm×41cm×6.3cm
4色アソート

OISFL21906
光るのびーる剣

ロット／12個
商品サイズ／全長約53cm
4色アソート

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／23.5cm×9cm×6.5cm
4色アソート

KISFL62242
光るスピンコマ

ロット／24個
商品サイズ／7cm×6cm×4cm
3色アソート

OISFL21783
フラッシュブレイブソード

ロット／12個
商品サイズ／33cm×8cm×2.5cm
4色アソート

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色cm×3型アソート

OISFL21296
フラッシュへアーピン

ロット／12個
商品サイズ／φ6cm
3色cm×2型アソート

OISFL22025
光るアクアリウムボール

ロット／12個
商品サイズ／φ6.5cm
4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

OISFL22320
光るアニマルせんぷうき
ロット／12個
商品サイズ／8cm×15cm×3.5cm
4種アソート

OISFL82306
光るクリアスターボール
ロット／12個
商品サイズ／φ約6cm

OISFL22255
光る棒つき恐竜
ロット／12個
商品サイズ／42cm×44cm×8cm
4色アソート

OISFL22211
光るうちわ（金魚）
ロット／12個
商品サイズ／26cm×15cm×1.5cm

OISFL22224
光る棒つきユニコーン
ロット／12個
商品サイズ／45cm×7cm×3.5cm
4色アソート

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

IMIFL64697
光るたれ耳うさぎヨーヨー

ロット／12個
サイズ／
6種アソート

φ9cm×8cm 耳5.3cm

光りもの玩具は商品の性質上、不良品発生の防ぎようがなく、多い場合２割程度の不良品が発生する事があります。
光らないなどの不良品の返品・交換はお受けしておりませんので予めご了承ください。
不良品のリスクを考慮し、ご注文数量を必要数量より多めにしたり、高めの販売価格を設定する事をお薦め致します。

クセになる不思議な感触!!

3パターンの光り方!! 3パターンの光り方!!

3パターンの光り方!!

3パターンの光り方!!

電池付属
交換不可

電池付属
交換不可

電池付属
交換不可

電池付属
交換不可

電池付属
交換不可

電池付属
交換不可

電池付属
交換不可

電池付属
交換不可

電池付属
交換不可

電池付属
交換不可

電池付属
交換不可

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

スイッチ式 スイッチ式 スイッチ式

スイッチ式スイッチ式

スイッチ式 スイッチ式スイッチ式

スイッチ式

ショック式

ショック式 ショック式

光るウォーターボール!! 中央の羽根が回って光る!! 男の子に人気の恐竜モチーフ!!

女の子に人気のユニコーンモチーフ!!

電池付属
交換不可

電池付属
交換不可

電池付属
交換不可

電池付属
交換不可

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 スイッチ式 スイッチ式

スイッチ式 スイッチ式ショック式ショック式

ショック式

詳しくは
動画でチェック

詳しくは
動画でチェック

詳しくは
動画でチェック

詳しくは
動画でチェック

詳しくは
動画でチェック

詳しくは
動画でチェック

詳しくは
動画でチェック

詳しくは
動画でチェック

詳しくは
動画でチェック

詳しくは
動画でチェック
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電池付属
交換可能

電池付属
交換可能

低単価光りもの玩具M

光りものその他        

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／4cm×7cm×2.5ｃｍ
4色アソート

OISFL12120
秘密のトリックライトペン

ロット／25個
商品サイズ／13cm×2cm×1.5ｃｍ
4色アソート

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／6cm×6cm×2cm
4色アソート

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／5cm×5.5cm×2.5cm
4色アソート

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

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

HRIFL40073
光る！ポップンキャンディ

ロット／12個
商品サイズ／30.2cm×11cm×3.8cm
3色アソート

TMYFL50135
フラッシュぷにぷにヨーヨー
ロット／12個
商品サイズ／直径5.5cm

TMYFL10207
フラッシュビーズクマさん
ロット／12個
商品サイズ／W7×H9×D5cm

HRIFL25159
フラッシュグライダー

ロット／1個
サイズ／H47×W48×D6.5cm
4色アソート

KZYFL04648
8音マシンガン

ロット／1個
サイズ／
2色アソート

W15.5×H38.5×D3cm

HRIFL25153
フラッシュボールスティック

ロット／12個
サイズ／44×10.8×7.5cm

TATFL35089
トランスフォーム ガンソード

ロット／1個 サイズ／47.5cm
2色展開 ※色はお選びいただけません

TATFL20656
ホワイトフレイムソード

ロット／1個 サイズ／57cm
2色展開 ※色はお選びいただけません

OISFL82384
ピカピカスーパーボール
カラフルラムネ45mm 
ロット／20個 サイズ／φ4.5cm
5色アソート

HRIFL40152
光るサウンドピストルガン

ロット／1個 サイズ／47cm×22cm×4.3cm
2色展開 ※色はお選びいただけません

TATFL50068
サウンドガンファルコン

ロット／1個 サイズ／全長26cm
2色展開 ※色はお選びいただけません

IMIFL64425
白猫ライト

ロット／24個 サイズ／φ4cm×12cm
4色アソート

OISFL82379
ピカピカスーパーボール
ラメスター45mm 
ロット／20個 サイズ／φ4.5cm
5色アソート

サウンド搭載！剣にもピストルにもなる！ サウンド搭載！ サウンド搭載！ サウンド搭載！

景品玩具 低単価光り物玩具L / 低単価光り物玩具M / 光り物その他 / ルミカライト / ルミカ ブレスレット / 自立タイプ景品 

サウンド搭載！

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

3パターンの光り方!! 3パターンの光り方!! 3パターンの光り方!!

3パターンの光り方!! 3パターンの光り方!!

透明のペンで書いてライトで照らすと文字が浮かび上がる!!

電池付属
交換不可

電池付属
交換不可

電池付属
交換不可

電池付属
交換不可

電池付属
交換不可

電池付属
交換不可

電池付属
交換不可

電池付属
交換不可

持ち手も光る!!

電池付属
交換可能

電池付属
交換不可

スイッチ式 スイッチ式 スイッチ式 スイッチ式

スイッチ式

スイッチ式 スイッチ式 スイッチ式 スイッチ式

スイッチ式 スイッチ式

スイッチ式ショック式

ショック式 ショック式

電池付属
交換不可

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 スイッチ式 ショック式 ショック式

詳しくは
動画でチェック

詳しくは
動画でチェック

詳しくは
動画でチェック

詳しくは
動画でチェック

詳しくは
動画でチェック

詳しくは
動画でチェック

詳しくは
動画でチェック

詳しくは
動画でチェック

詳しくは
動画でチェック

詳しくは
動画でチェック

詳しくは
動画でチェック

詳しくは
動画でチェック

詳しくは
動画でチェック
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ルミカライト ルミカ ブレスレット

OISFL22267
光るマジカルボールスティック

ロット／6個
商品サイズ／36cm×8cm×8cm
3色アソート

OISFL82248
ピカピカボトルストラップ

ロット／12個
商品サイズ／ヒモ全長約49cm
4色アソート

OISFL12267
バブルライトブレスレット

ロット／24個
商品サイズ／外寸約8.2cm　内寸約6.5cm
4色アソート

OISFL21616
フラッシュサウンドソード

ロット／12個
商品サイズ／46.5cm×8cm×4cm
3色アソート

KISNS64026
風船ショルダーバッグ

ロット／30枚
商品サイズ／18cm×18cm

LUMFL31000
光るブレスレット3本入

ロット／25パック
商品サイズ／φ0.6cm×20cm

レッド LUMFL35131
ブルー LUMFL35127
イエロー LUMFL35130
グリーン LUMFL35126
ピンク LUMFL35128
ホワイト LUMFL35132
オレンジ LUMFL35129

グリーン LUMFL35058
ブルー LUMFL35059
ピンク LUMFL35060
オレンジ LUMFL35061
イエロー LUMFL35062

グリーン LUMFL30314
ブルー LUMFL30315
ピンク LUMFL30317
オレンジ LUMFL30316
イエロー LUMFL30353

LUMFL30999
レインボーブレスレット

ロット／50本
商品サイズ／φ0.6cm×20cm
＊発光時間：4～6時間

LUMFL35142
ブレスレット
１０色アソート
ロット／12パック
商品サイズ／φ0.6cm×20cm　
＊発光時間：4～6時間

6インチレギュラー25
ロット／25本
商品サイズ／φ1.5cm×18cm
＊発光時間
グリーン・オレンジ・イエロー
/10～12時間
ブルー・ピンク / 6～8時間

ルミカライト大閃光アーク 

ロット／12個
商品サイズ／φ1.5cm×18cm
＊発光時間約15分
※オレンジのみ発行時間は
約5分となります

※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 

ロット／50本
商品サイズ／φ0.6×20cm
＊発光時間：4～6時間

※お買い得な業務用の為、
個別包装はされていません。

発光時間 約4～6時間発光時間 約4～6時間

セット内容

・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

TMYFL60085
フラッシュ斬鬼ソード

ロット／12個 サイズ／6.4cm×70cm×6.4cm
仕様／ 単3電池3本付属(電池交換可能)

3種均等アソート

HRIFL40163
LEDイルミネーションスティック

ロット／12個 サイズ／18cm×46.5cm×2cm
仕様／ 単3電池3本付属(電池交換可能) 

光り方3パターン 2種×３色アソート

KZYFL04652
光と音のバタフライスタースティック

ロット／12個 サイズ／12cm×41cm×3cm
仕様／ 単4電池3本付属(交換可能) ２色アソート 

光り方3パターン 音1パターン

KZYFL04649
光るサウンドチェンジガン

ロット／12個 サイズ／21cm13cm×4cm
仕様／ 単3電池2本付属 色と個数はランダムです

光り方1パターン、音声8パターン

サウンド搭載！ サウンド搭載！ サウンド搭載！

光りもの玩具は商品の性質上、不良品発生の防ぎようがなく、多い場合２割程度の不良品が発生する事があります。
光らないなどの不良品の返品・交換はお受けしておりませんので予めご了承ください。
不良品のリスクを考慮し、ご注文数量を必要数量より多めにしたり、高めの販売価格を設定する事をお薦め致します。

OISFL11830
光るスポンジ棒

ロット／24個
商品サイズ／φ4cm×47.5cm

TATFL20657
プリンセスハート きらめき

ロット／
3色展開 ※色はお選びいただけません

1個 サイズ／42cm 電池付属
交換可能

KZYFL00602
光るマウスファイバー棒

ロット／
3色展開 ※色はお選びいただけません

1個 サイズ／45cm×8cm×5cm 電池付属
交換不可

サウンド搭載！2パターンの光り方!!

ボールとスティックが光る!! ペットボトルに装着する光るストラップ !!

 長い時間光るスティック 短い時間に発光パワーが凝縮！！とにかく明るいスティック

 単色カラーのブレスレット

光るおもちゃを入れるのにピッタリ!!

＊袋本体は光りません

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

電池付属
交換可能

電池付属
交換可能

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 スイッチ式

スイッチ式 スイッチ式 スイッチ式

スイッチ式

スイッチ式

スイッチ式 スイッチ式

折って光らせるタイプ

折って光らせるタイプ

折って光らせるタイプ折って光らせるタイプ

折って光らせるタイプ

折って光らせるタイプ

スイッチ式 スイッチ式

詳しくは
動画でチェック

詳しくは
動画でチェック 詳しくは

動画でチェック
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キッシーズにおまかせ
!

since 1946
KISHI S CO.,LTD.
www.kishis.co.jp
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