
セット内容
・ヨーヨー風船アソート
  メタリック、クリスタル  100個
・糸ゴム　　　　　　　100本

・スタンド　　　　　　　 1個

・しばらず
  パッチンクリップ　　  100個

・ヨーヨー風船 　　　100個
・糸ゴム　　　　　　　100本

・スタンド　　　　　　　 1個

・しばらず
  パッチンクリップ　　  100個

セット内容

・ヨーヨー風船 　　　100個
・らくらくポンプ 　　　　 1本
・糸ゴム　　　　　　　100本
・つり針&つり紙セット   100枚

・スタンド　　　　　　　 1個

・しばらず
  パッチンクリップ　　  100個

セット内容

水ヨーヨー

セット内容
・ヨーヨー風船 　　　100個
・糸ゴム　　　　　　　100本
・クイックフック　　　　100個

・スタンド　　　　　　　 1個

・しばらず
  パッチンクリップ　　  100個

セット内容
・ヨーヨー風船 　　　100個
・ポケットポンプ 　　　　 1本
・糸ゴム　　　　　　　100本
・クイックフック　　　　100個

・スタンド　　　　　　　 1個

・しばらず
  パッチンクリップ　　  100個

KISVY62516
パッチンYOYO100
クイックフックセット
ロット／1袋
Pサイズ／35.5cm×4.5cm×5cm

SZKVY10051
【超】らくらくヨーヨーセット

ロット／1箱
Pサイズ／30cm×16.5cm×6cm

KISVY62517
パッチンYOYO100メタル
クリスタル クイックセット
ロット／1袋
Pサイズ／35.5cm×4.5cm×5cm

セット内容
・ヨーヨー風船アソート
  メタリック、クリスタル  100個
・糸ゴム　　　　　　　100本
・クイックフック　　　　100個

・スタンド　　　　　　　 1個

・しばらず
  パッチンクリップ　　  100個

セット内容
・ヨーヨー風船 　　
・らくらくポンプ
・糸ゴム

・つり針
・パッチンスタンド

100枚
30個

100個
1個

1個

1枚
1個

100本

・2畳用レジャーシート

100個
1本

・80cm丸型プール
・フットポンプ

・しばらずパッチンクリップ

・つり紙

SZKVY50100
パッチンYOYO100

ロット／1袋
Pサイズ／35.5cm×4.5cm×5cm

KISVY62224
Kishi's eセット 
ヨーヨーつり 風船
ロット／1セット
Pサイズ／11cm×31.5cm×31.5cm

SZKVY50101
パッチンYOYO100
メタルクリスタル
ロット／1袋
Pサイズ／35.5cm×4.5cm×5cm

ロット／

KISVY62518
ファンタスティックヨーヨー
クイックフックセット

1袋
Pサイズ／29cm×16cm×5cm

セット内容
・ヨーヨー風船 　　　100個
・糸ゴム　　　　　　　100本
・クイックフック　　　　100個

・スタンド　　　　　　　 1個

・しばらず
  パッチンクリップ　　  100個

SZKVY05001
ヨーヨー フーセンセット 
ポケットポンプ付 50入
ロット／1個
Pサイズ／12cm×27.5cm×4cm

おうち縁日に最適です

セット内容

・ヨーヨー風船  50個
・ポケットポンプ    1本
・糸ゴム　　　　　　 50本
・つり針　　　　　　 15個

・作り方説明書             1枚
・サイズゲージ 　　　   1個
・スタンド　　　　　    1個

・しばらず
  パッチンクリップ　　50個

・つり紙　　　　　　 50枚

SZKVY02001
ヨーヨー フーセンセット
ポケットポンプ付20入
ロット／1個
Pサイズ／9.2cm×29.2cm×4cm

おうち縁日に最適です

セット内容

・ヨーヨー風船 20個
・ポケットポンプ    1本
・糸ゴム　　　　　　 20本

・作り方説明書             1枚
・スタンド　　　　　    1個

・しばらず
  パッチンクリップ　　20個

加
工 不 要！！

加
工 不 要！！

加
工 不 要！！

KISVY64478
簡単！こよらずヨーヨーセット
（100入）
ロット／1セット

加
工 不 要！！

ヨーヨーつり 水ヨーヨー

TGRVY30203
水ヨーヨーセット
(ゴム紐・クリップ付き)
ロット／1個
Pサイズ／13.5cm×24.5cm×4.5cm

水風船本体は8個入り
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セット内容
・ヨーヨー風船 　　　100個
・ゴムポンプ 　　　　 1個
・糸ゴム　　　　　　　100本
・つり針　　　　　　　  30個

・スタンド　　　　　　　 1個

・しばらず
  パッチンクリップ　　  100個

・つり紙　　　　　　　100枚

セット内容
・ヨーヨー風船 　　　100個
・らくらくポンプ 　　　　 1個
・糸ゴム　　　　　　　100本
・つり針　　　　　　　  30個

・スタンド　　　　　　　 1個

・しばらず
  パッチンクリップ　　  100個

・つり紙　　　　　　　100枚

セット内容
・ヨーヨー風船 　　　500個
・糸ゴム　　　　　　　500本

セット内容
・ヨーヨー風船 　　　500個

SZKVY50013
ヨーヨーNo.500
ノビ無
ロット／1袋 Pサイズ／18cm×22cm×5cm
※糸ゴム・クリップは付属しておりません

SZKVY50010
ヨーヨーNo.500
ノビ付
ロット／1袋 Pサイズ／18cm×22cm×5cm
※クリップは付属しておりません

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

SZKVY20300
らくらくポンプ
ロット／1本
サイズ／29cm

SZKVY20308
透明ポンプ
ロット／1本
サイズ／38cm

水ヨーヨー対応タイプ

SZKVY63111
透明ポンプ用パッキン
ロット／1個
商品サイズ／φ約4cm

透明ポンプ専用のパッキンです

SZKVY61107
糸ゴム(ノビ) 100本入
ロット／1束
Pサイズ／29cm×2cm×2cm

SZKVY00742
つり紙(こより) 1000枚入
ロット／1袋
Pサイズ／11cm×8cm×2cm

ヨーヨー風船のつくり方

水ヨーヨー

ロット／
Pサイズ／

SZKVY10031
らくらくヨーヨーセット

1箱
29.5cm×14cm×4cm

KISVY62520
クイックフック 50入
ロット／1袋
Pサイズ／12.5cm×10.5cm×1.5cm

一体化しているからすぐに使える！

膨らんだ状態で届きます

SZKVY10023
ファンタスティックヨーヨー

ロット／1袋
Pサイズ／29cm×16cm×5cm

セット内容
・ヨーヨー風船 　　　100個
・糸ゴム　　　　　　　100本

・スタンド　　　　　　　 1個

・しばらず
  パッチンクリップ　　  100個 SZKVY10032

メタルクリスタル
らくらくヨーヨーセット
ロット／1箱
Pサイズ／34cm×16cm×4.5cm 

セット内容
・ヨーヨー風船アソート
  メタリック、クリスタル  100個
・らくらくポンプ 　　　　 1個
・糸ゴム　　　　　　　100本
・つり針　　　　　　　  30個

・サイズゲージ                 1枚
・作り方説明書                1枚
・スタンド　　　　　　　 1個

・しばらず
  パッチンクリップ　　  100個

・つり紙　　　　　　　100枚

SZKVY10041
ファンタスティック
らくらくヨーヨーセット
ロット／1箱
Pサイズ／29.5cm×14cm×4cm

セット内容
・ヨーヨー風船 　　　100個
・らくらくポンプ 　　　　 1個
・糸ゴム　　　　　　　100本
・つり針　　　　　　　  30個

・スタンド　　　　　　　 1個

・しばらず
  パッチンクリップ　　  100個

・つり紙　　　　　　　100枚

SZKVY10021
ヨーヨーNo.100
青箱
ロット／ 1箱
Pサイズ／22cm×14.5cm×5cm

※つり針は付属しません
SZKVY00743
つり針 100本入
ロット／1袋
Pサイズ／10cm×9cm×2cm

SZKVY00740
つり針・つり紙セット 
ロット／1袋
Pサイズ／10cm×9cm×2cm

セット内容
・つり針　 30個
・つり紙  100枚

※ご使用になる前に商品の注意事項を必ずお読みください。

この部分

最初に
指を入れる
輪を作ります。

風船と糸ゴムを
一緒に持って手首を返すようにして
2~3回ねじります。この時、指を入
れる輪の向きを必ず風船側に持って
ください。

引き伸ばしたまま、風船と糸ゴムの
☆           ☆印(根本付近)を、
クリップにはさんで押し下げます。

いちばん下まで
確実に
押し下げてください。
まんまるく出来上がったら完成です。

対象年齢に合せ、ねじる回数を
調節してください。
(回数が少ない＝弱い、回数が多い＝強い)

つり針の作り方

ねじる

クリップをのせます。

ニギリ部分を
静かに手前に
引き、線の位
置まで水を入
れます。 矢印の方向に風船を取り付けます。

＊ストッパーに被せる

風船を軽く押さえて約8cmくらいに
膨らませます。

風船の口元を押さえて空気と水が
漏れないように外します。

1 2 3 4 5

6 7 8

水ヨーヨー対応タイプ

ヨーヨーつり 水ヨーヨー / ヨーヨーコレクション

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！

KISVY63238
ヨーヨーコレクション 
アニマルパーク
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
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DICVY70943
暴太郎戦隊ドンブラザーズ

サイズ／φ約10cm

DICVY70940
デリシャスパーティプリキュア

サイズ／φ約10cm

ITOVY64182
顔キティカラフル
(5色アソート)
サイズ／φ約12cm

DICVY70866
爆丸バトルプラネット

サイズ／φ約10cm

DICVY70893
ポケットモンスター
(サルノリ＆ピカチュウ)
サイズ／φ約10cm

DICVY70894
ポケットモンスター
(ヒバニー＆ピカチュウ)
サイズ／φ約10cm

DICVY70895
ポケットモンスター
(メッソン＆ピカチュウ)
サイズ／φ約10cm

DICVY70815
トミカハイパーレスキュー ドライブへッド 
ソニックインターセプター
サイズ／φ約10cm

DICVY70737
それいけ!アンパンマン 
アンパンマン16Ver.
サイズ／φ9cm

DICVY70760
リルリルフェアリル 
りっぷ
サイズ／φ9cm

DICVY70508

サイズ／φ9cm

きかんしゃトーマス
DICVY70633
リラックマ
(ハワイ柄)
サイズ／φ9cm

ENAVY62202
すいかキティ

サイズ／φ約9cm

ITOVN62994
シンカイゾク

サイズ／φ9cm

ITOVN62995
ハミングミント

サイズ／φ9cm

DICVY70782
 顔ピカチュウ

サイズ／12cm×16cm

キャラクタービニールヨーヨー

ITOVY63275
顔キティ
(2色アソート)
サイズ／φ約12cm

糸ゴム付　ロット/10枚

DICVY70883
おしりたんてい 

サイズ／φ約10cm

DICVY70865
がんばれ!ルルロロ
(緑Ver.)
サイズ／φ約10cm

DICVY70864
がんばれ!ルルロロ
(青Ver.)
サイズ／φ約10cm

星のカービィ
DICVY70889

サイズ／φ約10cm

DICVY70733
ドラえもん 15Ver. 
ドラえもん
サイズ／φ9cm

DICVY70761
リルリルフェアリル 
ひまわり
サイズ／φ9cm

DICVN70909
顔すみっコぐらし
(5種アソート) 
サイズ／ φ約10cm

セット内容
・ねこ

各2個

・しろくま
・とかげ ・ぺんぎん？
・とんかつ

DICVY70939
仮面ライダーリバイス

サイズ／φ約10cm
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DICCY80667
デリシャスパーティプリキュア

サイズ／約6cm

ITOVY64181
ミュークルドリー
顔みゅー
サイズ／φ約10cm

DICVY70856
ポケットモンスターサン＆ムーン 
顔イーブイ
サイズ／約13cm×18cm

DICVY70846
うんこ漢字ドリル 
顔うんこ先生
サイズ／約10cm×11cm

DICVY70498
顔ドラえもん

サイズ／φ10cm

DICVY70618
顔アンパンマン

サイズ／φ10cm

DICVY70619
顔ばいきんまん

サイズ／φ10cm

DICVY70816
顔コキンちゃん

サイズ／約15cm×12cm

DICVY70817
顔メロンパンナ

サイズ／φ約12cm

DICVY70497
顔リラックマ

サイズ／8.5cm×12.5cm

ITOVN62997
顔けろっぴ

サイズ／14cm×13cm

DICCY80508
ピカチュウ

サイズ／9cm×5cm×3.5cm

DICCY80591
リラックマ

サイズ／6.5cm×6.5cm×4cm

DICCY80503
アンパンマン飛び

サイズ／6cm×6.5cm×8cm

DICCY80563
ばいきんまん

サイズ／7.5cm×5.5cm

DICCY80564
ドキンちゃん

サイズ／7.5cm×5.5cm

DICCY80532
ドラえもん

サイズ／8.5cm×3.5cm×3cm

DICCY80505
きかんしゃトーマス

サイズ／4.5cm×4cm×5cm

キャラクターソフビヨーヨー ロット/12個

DICVY70620
顔ドキンちゃん

サイズ／φ10cm

ITOVY62807
ぐでたまスイム

サイズ／15cm×12cm

TKGVY61134
ビニールヨーヨー用うずまき棒
ロット／100本
サイズ／39cm

DICCY80502
アンパンマン立ち

サイズ／7cm×6.5cm

使用例
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	キッシーズ黄2022_最小_2 21.pdf
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