
発送まで
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お客さんくるくる風船タワーキット 装飾にも配り用にもおすすめなタワーキット

ゴム風船でタワーを作成するオリジナルキット商品です。短期設営でのご利用には安価で簡単に作成できるお薦めのキットです。
屋内使用：設営期間／約1週間程度　　屋外使用：設営期間／1日間短期設営向け

お客さんくるくる
風船タワーキット
スタンダード
ロット／
風船カラー／アソート

1セット

KIS50191
お客さんくるくる 
アニマルゴム風船タワー

ロット／1セット

KIS63052

約58ｃｍ

お客さんくるくる風船タワーキット内容

・ゴム風船　　　　　100枚
・プラムS　　　　　　10枚
・ベーススタンド　　　1台
・のぼりポール　　　　1本
・ポンプ　　　　　　　2個
・リングスティック　100本
・説明書付き

スタンダード

2色カラー

アニマル

ベースキット

お客さんくるくる
アニマルゴム風船タワー内容
ゴム風船100枚、プラムS×10枚、ベーススタンド、
のぼりポール、ポンプ×2個、リングスティック×100本、
説明書付き

お客さんくるくる
風船タワーキット
ベースセット
ロット／
セット内容／プラムS×10枚、ベーススタンド、のぼりポール、ポンプ×2本
※風船・リングスティック別売

1セット

KIS50197

お客さんくるくる
風船タワーキット
レッド/ピンク
ロット／
風船カラー／レッド・ピンク

1セット

KIS50192
お客さんくるくる
風船タワーキット
ブルー/ライトブルー
ロット／
風船カラー／ブルー・ライトブルー

1セット

KIS50193
お客さんくるくる
風船タワーキット
レッド/ホワイト
ロット／
風船カラー／レッド・ホワイト

1セット

KIS50194
お客さんくるくる
風船タワーキット
レッド/グリーン
ロット／
風船カラー／レッド・グリーン

1セット

KIS50195
お客さんくるくる
風船タワーキット
オレンジ/ブラック
ロット／
風船カラー／オレンジ・ブラック

1セット

KIS50196

名入れ可能です!

名入れ可能です! 名入れ可能です! 名入れ可能です! 名入れ可能です! 名入れ可能です!

約180ｃｍ
約180ｃｍ

(ゴム風船50個使用時)

バルーン お客さんくるくる風船タワーキット

詳
し
く
は 

動
画
で
チ
ェ
ッ
ク

- 120 -



デコバルーンでアーチを作成するオリジナルキット商品です。屋外設置も可能です。
ゴム風船に比べ断然丈夫で長持ちします。はじめてご利用になる方でも簡単に作成できます。長期設営向け

デコバルーンアーチキット

デコバルーンでタワーを作成するオリジナルキット商品です。屋外設置も可能です。
ゴム風船に比べ断然丈夫で長持ちします。はじめてご利用になる方でも簡単に作成できます。長期設営向け

デコバルーンコラムタワーキット

アルミアーチ
フレーム
×1セット

プラムS×43枚
（予備4枚含む）

×2台

ベーススタンド（水重り）

連結接続ネジ×7本

ドライバー×1本

18cmデコバルーン
各色×合計 210枚
（予備15枚含む）

高さ
2450 ㎜ 横幅　2350㎜

サイザー型紙  ×1 2WAYポンプ×1

サイザー型紙  ×1

デコバルーンアーチキット内容 別途エアーコンプレッサーの
ご利用をお薦めします。

デコバルーンアーチキット 
スタンダード
ロット／1セット
組み立てサイズ／283cm×270cm

KSO10010

アーチ作成必要量／18cmデコバルーン赤×50
　　　　　　　　　18cmデコバルーン青×40
　　　　　　　　　18cmデコバルーン緑×40
　　　　　　　　　18cmデコバルーン薄黄×40
　　　　　　　　　18cmデコバルーンオレンジ×40 
　　　　　　　　　合計210枚(予備15枚含む)

【赤×1、青×1、緑×1、薄黄×1、オレンジ×1】
組み合わせカラー

スタンダード 2色カラー

別途エアーコンプレッサーの
ご利用をお薦めします。

デコバルーンコラムタワーキット内容

コラムカップ×1

2WAY
ポンプ×1

デコバルーン
各色×合計60枚
（予備含む）

○小
トップバルーン用
デコバルーン各色×2枚
（予備含む）

○大
連結接続ネジ
×2本

トップバルーン用
器具×1

166
mm

コラムタワー専用
ポール×1セット
（2本1組）

1480
mm

デコバルーンコラムタワー
キット スタンダード
ロット／1セット
組み立てサイズ／49cm×225cm

KSO10050

作成必要量／18cmデコバルーン赤×20
　　　　　　18cmデコバルーン青×10
　　　　　　18cmデコバルーン緑×10
　　　　　　18cmデコバルーン薄黄×10
　　　　　　18cmデコバルーンオレンジ×10 
　　　　　　合計60枚(予備10枚含む)
65cmデコバルーン赤パール×2枚(トップバルーン用)

デコバルーンコラムタワー
キット 紅白
ロット／1セット
組み立てサイズ／49cm×225cm

KSO10063

作成必要量／18cmデコバルーン濃赤×30
　　　　　　18cmデコバルーン白×30
　　　　　　 合計60枚(予備10枚含む)
65cmデコバルーン赤パール×2枚(トップバルーン用)

【白×5】【濃赤×5】
組み合わせカラー

【赤×1、青×1、緑×1、薄黄×1、オレンジ×1】
組み合わせカラー

プラムS×12枚
（予備4枚含む）

×1台

ベーススタンド（水重り）

ドライバー×1本

※

本
体
カ
ラ
ー
も
自
由
に
組
み
合
わ
せ
が
可
能
。

　
ご
希
望
の
カ
ラ
ー
を
ご
指
定
く
だ
さ
い
。

名入れ可能です!

2870mm

2730mm

490mm

2250mm

ゴム風船でアーチを作成するオリジナルキット商品です。短期設営でのご利用には安価で簡単に作成できるお薦めのキットです。
屋内使用：設営期間／約1週間程度　　屋外使用：設営期間／1日間短期設営向け

ゴム風船アーチキット

2870mm

ゴム風船アーチキット 
スタンダード

ロット／
風船カラー／アソート

1セット

KIS23148
バルーン
タイソーサー×1

バルーンリング
×40個（予備含む）

アーチコネクター
（12分割）×1式

サイザー定規×1

ハンドポンプ×2

10インチゴム
風船×200個

ベーススタンド（水重り）

×2台

22cm

ゴム風船アーチキット内容

2730mm

バルーン ゴム風船アーチキット / デコバルーンアーチキット / デコバルーンコラムタワーキット / 
ゴム風船 / キッシーズオリジナルプリント / バルーングリップ

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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KIS25481
9インチ まんが柄
バルーンアソート バルブ無し
ロット／50枚 サイズ／吹き後23cm
※色柄アソート指定不可※色柄アソート指定不可

KIS25482
9インチ まんが柄
バルーンアソート バルブ付
ロット／50枚 サイズ／吹き後23cm
※色柄アソート指定不可※色柄アソート指定不可

KIS62859
くまモンの風船 50個入

ロット／1袋 サイズ／吹き後約25cm
ふうせん色10色アソート

KIS25480
9インチ はたらくくるま柄
バルーンアソート
ロット／50枚 サイズ／吹き後23cm
※色柄アソート指定不可※色柄アソート指定不可

KIS25483
9インチ ダイナソー柄
バルーンアソート
ロット／50枚 サイズ／吹き後23cm
※色柄アソート指定不可※色柄アソート指定不可

KIS25484
9インチ つよい昆虫柄
バルーンアソート
ロット／50枚 サイズ／吹き後23cm
※色柄アソート指定不可※色柄アソート指定不可

KIS25479
9インチ おんなのこ柄
バルーンアソート
ロット／50枚 サイズ／吹き後23cm
※色柄アソート指定不可※色柄アソート指定不可

KIS00008
QL 11インチR 
サクラアラウンド ローズ
ロット／25枚 サイズ／吹き後28cm
※全面プリント※全面プリント

KIS00009
QL 11インチR 
サクラアラウンド ホワイト
ロット／25枚 サイズ／吹き後28cm
※全面プリント※全面プリント

KIS00010
QL11インチR 
サクラアラウンド クリア
ロット／25枚 サイズ／吹き後28cm
※全面プリント※全面プリント

FAN85346
レギュラー 11インチH 
ファンセーショナル スペシャルアソート
ロット／100枚 サイズ／吹き後28cm

FAN10804
レギュラー丸型風船 9インチR 
スタンダードアソート
ロット／100枚 サイズ／吹き後23cm

レギュラー丸型風船 12インチR 
パールアソート(10色)
ロット／100枚 サイズ／吹き後30cm

LOG12080
レギュラー11インチH 
ライオン 8色アソート
ロット／100枚 サイズ／吹き後28cm

SAG3073
10インチR 
スマイル風船アソート バルブ無し
ロット／100枚 サイズ／吹き後25cm

SAG3522
10インチR 
スマイル風船アソート バルブ付
ロット／100枚 サイズ／吹き後25cm

SZK50022
ピーコックバルーン(羽衣パンチ)
ロット／50個 サイズ／吹き後45cm

TGR80100
ジェット風船(バラ･8色アソート)
ロット／100枚 サイズ／吹き後90cm

TGRWG20175
新ジェット風船(６本入)
ロット／12PK サイズ／吹き後90cm

ACC25510
エコバルーングリップ 
パープル
ロット／100本
サイズ／2cm×8cm(持ち手部分)

ACC25511
エコバルーングリップ 
ウッド
ロット／100本
サイズ／ 2cm×8cm(持ち手部分)

キッシーズオリジナルプリント

バルーングリップ

ゴム風船

各種シーズンのレギュラーゴム風船もご用意しております !
クリスマス、ハロウィン、母の日など...

紙製で環境にやさしいバルーングリップです。

名入れ可能です! 名入れ可能です! 名入れ可能です!

名入れ可能です!

バルブ付

内訳／赤・青・ピンク・オレ
ンジ・黄・ライトグリーン

内訳／赤・青・ピンク・オレ
ンジ・黄・ライトグリーン

バルブ付

内訳／緑・赤・黒・青・オレ
ンジ

内訳／赤・青・ライラック・
オレンジ・緑・黒

内訳／赤・青・黄・緑・ライ
トグリーン・白

内訳／ライラック・白・水
色・ピンク

内訳／ブルー・グリーン・
レッド・イエロー・オレン
ジ・ピンク・ライトブルー・
ホワイト・キウイライム・ラ
イラック

内訳／オレンジ・イエロー・
ピンク・ベイビーブルー・ラ
イラック・レッド・ブライト
ピンク・ホワイト・グリーン・
オーシャンブルー

FAN10833

内訳／パールホワイト・
パールピンク・パールベイ
ビーブルー・パールピーチ・
パールライラック・パール
イエロー・パールレッド・
パールブルー・パールグ
リーン・パールパープル 

内訳／ホワイト・イエロー・
オレンジ・レッド・ピンク・グ
リーン・ブルー・ローズ

KIS62932
ふわふわ風船
ロット／10パック
商品サイズ／23cm×13.5cm

ゴム付きです

©kumamoto

CLEAR

詳しくは
動画でチェック
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ACC22247
糸付クリップ
ロット／100個 糸の長さ／ 90cm

の穴

の穴

SAG09085
大リボンバルブ
ロット／100個
リボンの長さ／95~100cm
リボン色／アソート

ACC30014
エコペーパークリップ&ウェイト
ロット／100個

ACC32000
糸付バルブ(小)
ロット／100個
糸の長さ／ 120cm

ACC30103
21cm風船プラ棒 
アソートパック
ロット／100本
サイズ／21cm

ACC30105
21cm風船プラ棒 
ピンク
ロット／100本
サイズ／21cm

ACC30107
21cm風船プラ棒 
黄
ロット／100本
サイズ／21cm

ACC30106
21cm風船プラ棒 
水色
ロット／100本
サイズ／21cm

ACC30104
21cm風船プラ棒 
赤
ロット／100本
サイズ／21cm

ACC30108
21cm風船プラ棒 
緑
ロット／100本
サイズ／21cm

ACC30114
リングスティック 
アソート
ロット／100本
サイズ／24cm

ACC30115
リングスティック 
赤
ロット／100本
サイズ／24cm

ACC30116
リングスティック 
ピンク
ロット／100本
サイズ／24cm

ACC30117
リングスティック 
水色
ロット／100本
サイズ／24cm

ACC30118
リングスティック 
黄色
ロット／100本
サイズ／24cm

ACC30119
リングスティック 
緑
ロット／100本
サイズ／24cm

プラ棒

クリップ

使い方

ひもに吊るして
飾り付けにも
使えます。
持ち運びにも便利！！

1 2
3

膨らませた風船の
口元をねじります。

風船の口元を
輪に通します。

矢印の部分に
下から上へ
巻きつけると
完成です。

※写真は※写真は
　高さ約180㎝の　高さ約180㎝の
　のぼり立てに　のぼり立てに
　12インチゴム風船を　12インチゴム風船を
　48連（6連×8段）　48連（6連×8段）
　ストックしています。　ストックしています。

使い方

風船を の穴に入れ、
ガスを入れます。
又は、膨らませた風船を
の穴から通します。

ガスを入れたら
口元をひねりながら
強く引っぱります。

ひねった状態で の
穴にはさみ込みます。

糸をストッパー
からはずすと
風船の浮力で
自然にのびます。

きっちり止めたら
出来上がりです。

54321

432
使い方

1

バルブの丸い部分が完全にかぶさるようにゴム風船の口を取付けます。
風船の空気を抜きます。（空気が残っているとガスより重い為、風船が
上手に浮かない場合があります。）

糸をほどいて
完成です。

バルブが逆止弁となりガスを
入れれば膨らんで止まります。

使い方

ガスを入れ終ったら、風船の口を
ねじりながらクリップの左右に
ある切り込みにはさんで止めます。

風船をエコクリップの穴に入れた
状態でガスを入れ、膨らませます。

2 3
1

お客様に風船を
お渡しする時に、
風船と持ち手台
紙を切り離して
糸を伸ばして
調節して下さい。
持ち手があるため
小さなお子様でも
持ちやすく、
手を放しても
飛んでいきません。

ゴム風船対応 逆止弁付

適合サイズ:
5インチR～12インチＲ、
6インチH・11インチＨ

適合サイズ:
5インチR～12インチＲ、
6インチH・11インチＨ

使い方

風船の口元を輪に通します。
矢印の部分に下から上へ
巻きつけると完成です。

持ち手を折り曲げる
事によって小さな
お子様でも安定して
持つことができます。

パチッ

ECOECO

バルーン プラ棒 / ジャイアントバルーン / ZIBIクリップ / 40cmふうせんバレー / 
ツイストバルーン / お散歩風船 / はらぺこあおむし

まずはのぼり立てやPOP
スタンド等をご用意いた
だきます。

まずはのぼり立てやPOP
スタンド等をご用意いた
だきます。

ゴム風船にリングスティックを
取り付け、リング状にします。
ゴム風船にリングスティックを
取り付け、リング状にします。

のぼり立て、POPスタンドにリングスティックを
通していきます。
のぼり立て、POPスタンドにリングスティックを
通していきます。

たったこれだけで見栄えも良くたくさんの風船がストックできます！

バルーン クリップ / プラ棒 / ジャイアントバルーン / ZIBIクリップ / 40cmふうせんバレー 

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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72”
48”

30”

使用例

ジャイアントバルーン

ZIBI(ジビ)クリップ

サイズ ガス容量注入後
サイズ ロット

30インチ
48インチ
72インチ

75cm
120cm
180cm

220リットル
904リットル
2044リットル

1枚
1枚
1枚

浮　力

180リットル
900リットル
1800リットル

■サイズ・容量・ロット

ホワイト イエロー ピンク レッドライトブルーグリーン
EBT30001
EBT48001
EBT6300172インチ

48インチ
30インチ

72インチ
48インチ
30インチ

72インチ
48インチ
30インチ

72インチ
48インチ
30インチ

72インチ
48インチ
30インチ

72インチ
48インチ
30インチEBT30002

EBT48002
EBT63002

EBT30008
EBT48008
EBT63008

EBT30007
EBT48007
EBT63007

EBT30005
EBT48005
EBT63005

EBT30004
EBT48004
EBT63004

ちょっとした装飾やイベント用に大きなバルーンをお探しの方には
ジャイアントバルーンがオススメです。
運動会などのイベント時にもよく使用されています。

リーズナブルな価格・イベント向き

ジビクリップ(大)
ロット／1個

ZIB96020
ジビクリップ(中)
ロット／1個

ZIB96021
ジビクリップ(小)
ロット／1個

ZIB96022

※下記数値は室内最大直径サイズになります。
※ガス容量は計算上の理論値です。膨らませ方や環境により異なります。

（180cm）

（120cm）

（75cm）

※膨らませる前の写真です。

ジャイアントバルーン専用クリップです。
ジャンボバルーンへのご使用はお控えください。

72インチサイズ対応

縛りにくいジャイアントバルーンも
このジビクリップなら簡単に取り付け可能！

ワンタッチで取り付け可能 !繰り返し使えます。

30インチサイズ対応48インチサイズ対応

40cmふうせんバレー

白

MRS25575MRS25575
紫

MRS25576MRS25576
緑

MRS25574MRS25574ノンパッケージノンパッケージ ノンパッケージノンパッケージ ノンパッケージノンパッケージ パッケージありパッケージあり

ピンク

KIS025922KIS025922

ふうせんバレーとは、やわらかい風船を使って小さいお子様からご高齢の方、
障がいのある方も気軽にできるスポーツです。
比較的丸い球形になるのが特徴で、リーズナブルな風船です。

ふうせんバレー専用鈴ふうせんバレー専用鈴
ロット／1個 サイズ／φ15.5mm

MRS25577MRS25577

ふうせんバレーボール協会公認

パッケージタイプ 注入後
サイズ ロット

ノンパッケージノンパッケージ 40cm40cm 5枚5枚
パッケージ入りパッケージ入り

内　容

風船1枚(鈴別売り)風船1枚(鈴別売り)
ふうせん2枚、専用鈴2個ふうせん2枚、専用鈴2個40cm40cm 5パック5パック

パッケージ入りもございます詳しくは
動画でチェック
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裏

SAG08834SAG08834
お散歩 フレンチブルドックお散歩 フレンチブルドック
サイズ／46cm×36cm
容量／ 14リットル

SAG08811SAG08811
お散歩 コーギーお散歩 コーギー
サイズ／48cm×32cm 
容量／ 9リットル

SAG08818SAG08818
お散歩 ぱんだちゃんお散歩 ぱんだちゃん
サイズ／62cm×32cm×19cm
容量／ 20リットル

PIN43956PIN43956
260Q トラディショナルアソート260Q トラディショナルアソート

ロット／100本

プロ向

ロット／10枚　逆止弁内蔵、リボン・タグ・足等のパーツ装着済　ヘリウムガス対応お散歩風船

ツイストバルーン   

はらぺこあおむし

KIS62774KIS62774
ひねっちゃお！100本入ひねっちゃお！100本入

ロット／1パック サイズ／5cm×150cm　

セット内容
・260Qスタンダードカラー
 (10色アソート)100本
・目玉シール(10体分)
・作り方説明書

KIS23823KIS23823
ひねっちゃお！ポンプ付 
アソート15本入
ひねっちゃお！ポンプ付 
アソート15本入
ロット／1パック サイズ／5cm×150cm　

セット内容
・260Qスタンダードカラー
 (10色アソート)15本
・ポンプ

・作り方説明書
・目玉シール(10体分)

KIS23824KIS23824
ひねっちゃお！ポンプ付 
アソート50本入
ひねっちゃお！ポンプ付 
アソート50本入
ロット／1パック サイズ／5cm×150cm　

セット内容
・260Qスタンダードカラー
 (10色アソート)50本
・ポンプ

・作り方説明書
・目玉シール(10体分)

SZK50028SZK50028
ペンシルバルーン 100本入ペンシルバルーン 100本入

ロット／1袋

セット内容
・風船100本
・目玉シール
・作り方説明書初心者向

SZK26050SZK26050
ペンシルバルーン 
BOOKセット50
ペンシルバルーン 
BOOKセット50
ロット／1セット

セット内容
・風船50本
・目玉シール
・作り方説明書
・ポケットポンプ

SAG08835SAG08835
お散歩 ミニチュアダックスお散歩 ミニチュアダックス
サイズ／57cm×30cm×12cm
容量／ 13リットル

SAG08841SAG08841
お散歩 NEWセントバーナード お散歩 NEWセントバーナード 
サイズ／60cm×39cm
容量／ 19リットル

SAG08807SAG08807
お散歩 ポインターお散歩 ポインター
サイズ／48cm×40cm×12cm
容量／ 12リットル

SAG08850SAG08850
お散歩 ラマさんお散歩 ラマさん
サイズ／60cm×85cm×23cm
容量／ 22リットル

SAG08849SAG08849
お散歩 ドラゴンお散歩 ドラゴン
サイズ／90cm×80cm×45cm
容量／ 23リットル

SAG08847SAG08847
お散歩 ユニコーンお散歩 ユニコーン
サイズ／75cm×70cm×25cm
容量／ 25リットル

SAG08828SAG08828
お散歩 うさちゃんピンクお散歩 うさちゃんピンク
サイズ／20cm×48cm
容量／ 10リットル

SAG08824SAG08824
お散歩 ベビーペンギンお散歩 ベビーペンギン
サイズ／28cm×40cm
容量／ 10リットル

SAG08838SAG08838
お散歩 ヒツジお散歩 ヒツジ
サイズ／55cm×52cm×22cm
容量／ 19リットル

SAG08805SAG08805
お散歩 ザウルス小お散歩 ザウルス小
サイズ／ 70cm×41cm×14cm
容量／ 10リットル

StickBalloonL-SHP リボン・台紙別売
ヘリウムガス対応

BLT35597BLT35597
L-SHP はらぺこあおむし 
ビッグサイズバルーン
L-SHP はらぺこあおむし 
ビッグサイズバルーン
ロット／5枚 サイズ／90cm×55cm
容量／45リットル

ミニSHP はらぺこあおむしミニSHP はらぺこあおむし
BLT19597BLT19597

ロット／10枚 サイズ／35cm×25cm

ミニSHP・9インチ・4インチは、納品形態をフラット・
エアー入・ブローイングの中から必ずご指定ください。
特に指定のない場合はフラットにて納品いたします。
カップ・スティックは別売です。

■サイズ・容量・ロット

リボン・台紙付き　ヘリウムガス対応メタリック風船

バルーンアクセサリー

リボン・台紙別売　ヘリウムガス対応ドルフィン風船

SAG02485SAG02485
38cm ビーアクティブ 
4柄アソート
38cm ビーアクティブ 
4柄アソート
ロット／20枚 サイズ／38cm
容量／ 10リットル
仕様／ リボンひも・おもり付

裏面は白無地です

ANG05813ANG05813

ロット／5枚 サイズ／84cm×56cm
容量／ 24リットル

L-SHP 
オーシャンブルードルフィン
L-SHP 
オーシャンブルードルフィン

ANG07460ANG07460
L-SHP 
ピンクドルフィン
L-SHP 
ピンクドルフィン
ロット／5枚 サイズ／84cm×56cm
容量／ 24リットル

紙台紙 ヘビー　紙台紙 ヘビー　

ロット／50枚
重量／22g

PTK25809PTK25809
紙台紙 レギュラー　紙台紙 レギュラー　

ロット／50枚
重量／14g

PTK25806PTK25806
QL リボン500Ｙ細 
ホワイト　
QL リボン500Ｙ細 
ホワイト　
ロット／1巻
サイズ／4.75mm×457.2m

PIN29459PIN29459
QL リボン500Ｙ細 
イエロー
QL リボン500Ｙ細 
イエロー
ロット／1巻
サイズ／4.75mm×457.2m

PIN29452PIN29452
QL リボン500Ｙ細
ライムグリーン
QL リボン500Ｙ細
ライムグリーン
ロット／1巻
サイズ／4.75mm×457.2m

PIN29451PIN29451
QL リボン500Ｙ細 
ライトブルー
QL リボン500Ｙ細 
ライトブルー
ロット／1巻
サイズ／4.75mm×457.2m

PIN29446PIN29446
QL リボン500Ｙ
細 ローズ
QL リボン500Ｙ
細 ローズ
ロット／1巻
サイズ／4.75mm×457.2m

PIN29449PIN29449

紙台紙(紙おもり)クオラテックスバルーンリボン(細)

バルーン ツイストバルーン / お散歩風船 / はらぺこあおむし / メタリック風船 / 
ドルフィン風船 / バルーンアクセサリー / メタリックキャラクター風船 

1pack

詳しくは
動画でチェック
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裏

表

裏

表

裏

表

裏

表

裏

表

裏

表

裏

表

裏

表

裏

表

裏

表

裏

表

裏

リボン・台紙付き　ヘリウムガス対応メタリックキャラクター風船

DIC40357DIC40357
UFO風船 
リラックマ(2018Ver)
UFO風船 
リラックマ(2018Ver)
ロット／10枚 サイズ／45cm
容量／ 15リットル

DIC40360DIC40360
UFO風船 
ドキンちゃん＆コキンちゃん
UFO風船 
ドキンちゃん＆コキンちゃん
ロット／10枚 サイズ／45cm
容量／ 15リットル

SAG02479SAG02479
UFO風船 
いちごキティ 
UFO風船 
いちごキティ 
ロット／10枚 サイズ／45cm
容量／ 15リットル

DIC40363DIC40363
UFO風船 
くまのがっこう
UFO風船 
くまのがっこう
ロット／10枚 サイズ／45cm
容量／ 15リットル

SAG02523SAG02523
UFO風船 
ぐでたまハワイアン
UFO風船 
ぐでたまハワイアン
ロット／10枚 サイズ／45cm
容量／ 16リットル

DIC40356DIC40356
UFO風船 
ドラえもん(2018Ver)
UFO風船 
ドラえもん(2018Ver)
ロット／10枚 サイズ／45cm
容量／ 15リットル

SAG02489SAG02489
CR シナモロールCR シナモロール

ロット／10枚 サイズ／45cm
容量／ 16リットル

SAG02442SAG02442
CRハート ぼんぼんりぼんCRハート ぼんぼんりぼん

ロット／10枚 サイズ／45cm
容量／ 15リットル

SAG02463SAG02463
UFO風船 
ぐでたま
UFO風船 
ぐでたま
ロット／10枚 サイズ／45cm
容量／ 15リットル

SAG02477SAG02477
UFO風船 
マイメロディ
UFO風船 
マイメロディ
ロット／10枚 サイズ／45cm
容量／ 15リットル

SAG02599SAG02599
UFO風船 
ミュークルドリーミー
UFO風船 
ミュークルドリーミー
ロット／10枚 サイズ／45cm
容量／ 16リットル

SAG02443SAG02443
くまモンのバルーン
(うきうきバージョン)
くまモンのバルーン
(うきうきバージョン)
ロット／10枚 サイズ／40cm×35cm
容量／ 16リットル

おもりもくまモン型！！

表 裏

SAG02487SAG02487
キティシェイプNEWキティシェイプNEW

ロット／10枚 サイズ／40cm×35cm×23cm
(型径50cm)容量／ 17リットル

 ©やなせたかし/フレーベル館・TMS・NTV ©藤子プロ・小学館
©藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK ©BANDAI

©SAN-X CO., LTD. ©2022 SANRIO CO., LTD. ©kumamoto
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同封
オプションパーツ

表

裏
表

裏

SZKVY20300SZKVY20300
らくらくポンプらくらくポンプ

ロット／1本 サイズ／29cm

KS-1205KS-1205
バルーンピック 
スヌーピードックハウス
バルーンピック 
スヌーピードックハウス
ロット／5本
サイズ／20cm×47cm(スティック含)
Pサイズ／14cm×18cm
仕様／袋入り スティック・逆止弁付

BSH22906BSH22906
レギュラー２WAYポンプレギュラー２WAYポンプ

ロット／1個 サイズ／29.5cm

2WAY

PIN31095PIN31095
ハンドエアーインフレーター
(ライムグリーン)
ハンドエアーインフレーター
(ライムグリーン)
ロット／1個 サイズ／29cm

2WAY

SZKVY20308SZKVY20308
透明ポンプ透明ポンプ

ロット／1本 サイズ／38cm

SZKVY63111SZKVY63111
透明ポンプ用パッキン透明ポンプ用パッキン

ロット／1個 サイズ／φ約4cm

MCN60703MCN60703
ダブルアクションポンプ
(2WAYポンプ)
ダブルアクションポンプ
(2WAYポンプ)
ロット／1個 サイズ／φ10cm×38cm

MCN30040MCN30040
フットポンプフットポンプ

ロット／1個

MCN30030MCN30030
スーパーポンプスーパーポンプ

ロット／1個

ADM23443ADM23443
フラワーインフレーターフラワーインフレーター

ロット／1台 周波数／ 60Hz
消費電力／ 1150W
箱サイズ／20cm×20cm×26.5cm
重量／ 2.35kg(本体のみは1.96kg)

電圧／110V

BSH23268BSH23268
エレクトリックブロアー
(B362) 
エレクトリックブロアー
(B362) 
ロット／1台 サイズ／20cm×15.5cm×16.5cm
消費電力／
※連続で1時間以上の使用は避けてください

680W

 低価格で軽量・コンパクト
販促イベントにもおすすめ

スティックバルーン

ポンプ・ブロアー

TKR02004TKR02004
ブローイング
ウィルソン
ブローイング
ウィルソン
ロット／10本
サイズ／25cm×16cm

(スティック長さ：約30cm)

TKR02016TKR02016
ブローイング  ハローキティ 
フラワーブーケ
ブローイング  ハローキティ 
フラワーブーケ
ロット／10本
サイズ／19cm×14cm

(スティック長さ：約30cm)

TKR80598TKR80598
ブローイング 
ジバニャン
ブローイング 
ジバニャン
ロット／10本
サイズ／14cm×19 cm

(スティック長さ：約30cm)

SAG01333SAG01333
ブローイング 
ドラえもんスティック
ブローイング 
ドラえもんスティック
ロット／10本
サイズ／20cm

TKRB10333TKRB10333
ブローイング 
アンパンマンスカイ 
ブローイング 
アンパンマンスカイ 
ロット／10本
サイズ／27cm×18cm

ANGB29957ANGB29957
ブローイング ミニSHP 
ディスピカブルミー
ブローイング ミニSHP 
ディスピカブルミー
ロット／10本
サイズ／13cm×27cm

SAG01006SAG01006
ブローイング 25cm 
レギュラー 6柄アソート
ブローイング 25cm 
レギュラー 6柄アソート
ロット／10本 サイズ／25cm

SAG01086SAG01086
ブローイング 13cm 
マイメロディ 4柄アソート
ブローイング 13cm 
マイメロディ 4柄アソート
ロット／20本 サイズ／13cm

SAG01005SAG01005
ブローイング 13cm 
キキララ 4柄アソート
ブローイング 13cm 
キキララ 4柄アソート
ロット／20本 サイズ／13cm

ANGB06069ANGB06069
ブローイング ミニSHP 
オーシャンブルードルフィン
ブローイング ミニSHP 
オーシャンブルードルフィン
ロット／10本
サイズ／40cm×27cm

ブローイングタイプのみ　カップ＆スティック付き

KS-1204KS-1204
バルーンピック 
スヌーピー&ウッドストック
バルーンピック 
スヌーピー&ウッドストック
ロット／5本
サイズ／20cm×45cm(スティック含)
Pサイズ／14cm×18cm
仕様／袋入り スティック・逆止弁付

KC-5117KC-5117
バルーンピック 
ニョロニョロ
バルーンピック 
ニョロニョロ
ロット／5本
サイズ／16cm×54cm(スティック含)
Pサイズ／14cm×18cm
仕様／袋入り スティック・逆止弁付

KC-5118KC-5118
バルーンピック 
ムーミン屋敷
バルーンピック 
ムーミン屋敷
ロット／5本
サイズ／19cm×55cm(スティック含)
Pサイズ／14cm×18cm
仕様／袋入り スティック・逆止弁付

KS-1206KS-1206
バルーンピック 
スヌーピー&チャーリーブラウン
バルーンピック 
スヌーピー&チャーリーブラウン
ロット／5本
サイズ／20cm×46cm(スティック含)
Pサイズ／14cm×18cm
仕様／袋入り スティック・逆止弁付

KS-1208KS-1208
バルーンピック  スヌーピー
丸型 ベースボール/ゴルフ
バルーンピック  スヌーピー
丸型 ベースボール/ゴルフ
ロット／5本
サイズ／20cm×40cm(スティック含)
Pサイズ／14cm×18cm
仕様／袋入り スティック・逆止弁付

 KC-5114KC-5114
バルーンピック 
スナフキン
バルーンピック 
スナフキン
ロット／5本
サイズ／20cm×47cm(スティック含)
Pサイズ／14cm×18cm
仕様／袋入り スティック・逆止弁付

押しても引いても空気の出る2WAYタイプ

押しても引いても空気の出る2WAYタイプ

押しても引いても空気の出る2WAYタイプ 水ヨーヨー対応タイプ 水ヨーヨー対応タイプ

透明ポンプ専用のパッキンです足押しタイプの定番 足押しタイプで風量大

吸入アタッチメントを
使えばエアーを
抜くことができます。

発熱による自動停止装置付き。
冷却後（約20分後）に
動作開始します。

5~16インチ・160Q/260Q向け

逆止弁付き

スティックバルーン
ブローイングタイプの

膨らませ方
フラットでスティックの付いた
状態で納品します。

ポンプ、または口でスティック下部から
エアーを入れたら完成です。

大量に膨らませる場合や、バルーンを販売、配布する場合には
ハンドポンプまたは電動ブロアーのご使用をオススメします。

ハンドポンプ 電動ブロアー

©2022 SANRIO CO., LTD. ©藤子プロ・小学館 ©藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK
 ©やなせたかし/フレーベル館・TMS・NTV ©Fuji Television Network, inc.

©LEVEL-5 ©Universal Studios .©Peanuts Worldwide LLC. ©Moomin CharactersTM

セット内容
・細口ノズル（ピンク）
・260ノズル（ピンク）
・極細ノズル（鉄）＆透明パイプ

1個
1個
1個

・吸入アタッチメント（白） 1個
・延長兼吸入ホース（半透明） 1個

・デコバルーンにも使用可能
・ホースを付け替えて、空気を
 抜くことも可能です。

バルーン スティックバルーン / ポンプ・ブロアー / ヘリウムガス各種

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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ヘリウムガス各種 1㎥≒1000ℓ

＊こちらのヘリウムガスは買取品のためボンベ返却不要です。 ※この商品はひとつの風船を膨らませることはできません。
　あくまでも補充用です。

ヘリウムガスボンベ(ノズ
ル無) 7リューベ 発送
ヘリウムガスボンベ(ノズ
ル無) 7リューベ 発送
ロット／
サイズ／直径23cm×高さ152cm
容量／7000リットル 
重量／60kg   仕様／ノズル無し

1本

HUB10110HUB10110

ハンドタイトニードル弁 
レンタル
ハンドタイトニードル弁 
レンタル
ロット／1個

HUG10118HUG10118
ハンドタイトニードル弁 
買取
ハンドタイトニードル弁 
買取
ロット／1個

HUG10081HUG10081

ヘリウムガスボンベ(ノズ
ル無) 3リューベ 引き取り
ヘリウムガスボンベ(ノズ
ル無) 3リューベ 引き取り
ロット／
サイズ／直径19cm×高さ102cm 
容量／3000リットル 
重量／23kg   仕様／ノズル無し

1本

HUB10020HUB10020

ヘリウムガスボンベ(ノズ
ル無) 3リューベ 発送
ヘリウムガスボンベ(ノズ
ル無) 3リューベ 発送
ロット／
サイズ／直径19cm×高さ102cm 
容量／3000リットル 
重量／23kg   仕様／ノズル無し

1本

HUB10120HUB10120

ヘリウムガスボンベ(ノズル付) 
3リューベBOX 引き取り
ヘリウムガスボンベ(ノズル付) 
3リューベBOX 引き取り
ロット／
サイズ／高さ103cm 
容量／3000リットル 
重量／30kg 　仕様／ノズル付

1本

AGA21003AGA21003

ヘリウムガスボンベ(ノズル
付) 3リューベBOX 発送
ヘリウムガスボンベ(ノズル
付) 3リューベBOX 発送
ロット／
サイズ／高さ103cm 
容量／3000リットル 
重量／30kg 　仕様／ノズル付

1本

AGA21013AGA21013

ヘリウムガスボンベ(ノズル無) 
3リューベBOX 引き取り
ヘリウムガスボンベ(ノズル無) 
3リューベBOX 引き取り
ロット／
サイズ／高さ103cm 
容量／3000リットル 
重量／30kg 　仕様／ノズル無し

1本

AGA21001AGA21001

ヘリウムガスボンベ(ノズル
無) 3リューベBOX 発送
ヘリウムガスボンベ(ノズル
無) 3リューベBOX 発送
ロット／
サイズ／高さ103cm 
容量／3000リットル 
重量／30kg 　仕様／ノズル無し

1本

AGA21011AGA21011

バルーンタイムコンパクト 
400リットル
バルーンタイムコンパクト 
400リットル
ロット／1個
サイズ／25cm×42cm 
容量／400リットル 
重量／4.2kg 　仕様／ゴムノズル付き

SAG07020SAG07020
ふわふわ缶ミニ 
4.8リットル補充缶 
ふわふわ缶ミニ 
4.8リットル補充缶 
ロット／1本
容量／4.8リットル

HUK06350HUK06350
ふわふわ缶 
11.6リットル
ふわふわ缶 
11.6リットル
ロット／1本
容量／11.6リットル

HUK06330HUK06330

※ヘリウムガスボンベレンタルには「高圧ガス容器使用に関する契約」を結ぶ必要があります。
※万一紛失されましたり、返却期限を超えても返却されない場合、
   弁償金、延滞金の請求が発生いたします。ご注意ください。
※ヘリウムガスキャップ部分の紛失にはくれぐれもお気をつけください。
   万一紛失されますと別途弁償金が発生いたします。
※引き取りはキッシーズにて行っております。詳細はお問い合わせください。
※納入地域によって運送日数が異なります。納期には余裕をもってご発注ください。
※ご返却の際には備え付けの「返却送り状」を必ずご使用いただきますようお願いいたします。

ヘリウムガスレンタルの注意点

BOX内のガスボンベ本体を
他のボンベと取り替えないでください。

別途インフレーター(ノズル)が必要です。

別途インフレーター(ノズル)が必要です。

別途インフレーター(ノズル)が必要です。
＊SPイージーヘリウムボンベを除く

注入器具

レンタル 買取り

ヘリウムガス注入の際には、注入器具を併せてご使用下さい。
取り付けは手で締めるだけ。レンチなどの特別な器具は不要です。

※注入器具のレンタル
　期間はボンベのレンタル
　期間と同じです。

レンタル期間 : 3ヵ月 レンタル期間 : 1ヵ月 レンタル期間 : 1ヵ月レンタル期間 : 1ヵ月

容量 36ｃｍミニUFO

バルーンタイムコンパクト
3000リットル ヘリウムガスボンベ
7000リットル ヘリウムガスボンベ

400ℓ
3000ℓ
7000ℓ

約45個
約360個
約800個

45ｃｍUFO

約20個
約170個
約400個

10インチ
ゴム風船

約30個
約260個
約600個

ヘリウムガス必要量早見表

全国各地運送可
※一部地域を除く。

ヘリウムガスボンベ

バルーンタイム 補充用ガス

BOXタイプヘリウムガスボンベ

ヘリウムバルーンのふくらませ方 

1

1

元栓を反時計回りに回して開けます。
※非常に硬いのでご注意ください。

2

2

バルーンの注入口にノズルを入れて
漏れないように手でしっかりと固定します。

3

3

ノズルを曲げるとガスが出ます。
※使い終わったら元栓を閉めてください。

※イラストはフィルムバルーンのイメージです。

レンタルヘリウムガスボンベでふくらませる場合

使い捨てヘリウムガスボンベでふくらませる場合

ボンベのフタは反時計回りに回して外し、
ノズルの取り付けも反時計回りに回して
はめてください。(外す際は時計回りです)

元栓を反時計まわりに回して開けてください。
バルーンの注入口にノズルを入れて
漏れないように手でしっかりと固定します。

ノズルとバルーンをしっかり固定したまま、
蛇口を反時計回りに回してガスを入れます。
※使い終わったらノズルだけではなくボンベの元栓
も閉めてください。

※ヘリウムガスは使用される際の気温に左右されやすい気体なので、
上記はあくまでも目安です。上記数量を保証するものではありません。

2回以上使うなら買取がお得！

レンタルヘリウムガスをご利用に
なる際は必ず必要となります。

バルーンタイムおよび補充填用ヘリウムガスは使用後は
各自治体の規定に沿って処分破棄してください

詳しくは
動画でチェック
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