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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
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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 

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



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

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

スーパーボール
300個を入れた状態
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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

詳しくは
動画でチェック



キャラクター人形すくいセット 各キャラクター1個ずつで詰め合わせたセットです　ロット/1セット　サイズ／約40～50mm 

セット内容
E6系スーパーこまち、
E７系かがやき、
ドクターイエロー、はやぶさ、
N700系　　 各1個

DICNS50921
ウルトラマンタイガ

DICNS59601
初代ウルトラマン

セット内容
アンパンマン、ばいきんまん、
メロンパンナ、ジャムおじさん、
しょくぱんまん、カレーパンマン、
おむすびまん、ドキンちゃん、
コキンちゃん、あかちゃんまん 各1個

DICNS50753
ウルトラマンシリーズ 
バルタン星人

セット内容
初代ウルトラマン、
タイガ、バルタン星人、ゼットン

各1個

セット内容
しろくま、ねこ、とんかつ、
とかげ、ぺんぎん？ 各1個

DICNS50977
鬼滅の刃 
胡蝶しのぶ

DICNS50978
鬼滅の刃 
栗花落カナヲ

キャラクター人形すくい ロット／10個　サイズ／約40～50mm

セット内容
リラックマ、コリラックマ、
キイロイトリ、リラックマうさぎ、
コリラックマうさぎ 各1個

セット内容
両面宿儺、五条悟、伏黒恵、
釘崎野薔薇、虎杖悠仁

各1個
KISNS64196
ウルトラマンセット2020
 (4種・4個)

KISNS64202
すみっコぐらしセット
(5種・5個)

KISNS64203
リラックマセット
(5種・5個)

KISNS64204
プラレール新幹線セット
(5種・5個)

KISNS63255
アンパンマンセット
(10種・10個)

DICNS51003
PUI PUI モルカー 
ポテト

DICNS51004
PUI PUI モルカー 
シロモ
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DICNS51005
仮面ライダーリバイス 
リバイ

DICNS51006
仮面ライダーリバイス 
バイス

DICNS51014
暴太郎戦隊ドンブラザーズ 
ドンモモタロウ

DICNS50998
呪術廻戦 
虎杖悠仁

DICNS51011
デリシャスパーティプリキュア 
キュアプレシャス

DICNS51012
デリシャスパーティプリキュア 
キュアスパイシー

DICNS51013
デリシャスパーティプリキュア 
キュアヤムヤム

DICNS51015
PUI PUI モルカー 
アビー

DICNS51017
PUI PUI モルカー 
チョコ

DICNS51016
PUI PUI モルカー 
テディ

DICNS50999
呪術廻戦 
伏黒恵

DICNS51000
呪術廻戦 
釘崎野薔薇

DICNS51001
呪術廻戦
 五条悟

DICNS51002
呪術廻戦 
両面宿儺

DICNS51009
ドラえもん(22ver)

DICNS51010
ドラミ(22ver)

KISNS64571
呪術廻戦セット
(5種・5個)

DICNS51007
ドラゴンボール超 スーパーヒーロー 
アルティメット悟飯

縁日すくい キャラクター人形すくい / 
セットキャラクター人形すくい
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DICNS50936
星のカービィ 
カービィ にっこり

DICNS50935
星のカービィ 
カービィ おすまし

DICNS50870
コウペンちゃん 
ねころびコウペンちゃん

DICNS50869
コウペンちゃん 
たちコウペンちゃん

DICNS50546
あかちゃんまん

DICNS50756
ガラピコぷ～ 
チョロミー

DICNS50234
きかんしゃトーマス 
トーマス

DICNS50329
ドラミ

DICNS50545
コキンちゃん

DICNS50758
ガラピコぷ～ 
ガラピコ

DICNS59623
ばいきんまん

DICNS50848
うんこ漢字ドリル 
うんこ先生 ピンク

DICNS50934
すみっコぐらし 
とんかつ

DICNS50567
プラレール 
N700系

DICNS50754
ウルトラマンシリーズ 
ゼットン

DICNS50903
すみっコぐらし 
とかげ

DICNS50900
アナと雪の女王２ 
アナ

DICNS50929
すみっコぐらし 
ねこ

DICNS50565
プラレール 
はやぶさ

DICNS50673
プラレール 
ドクターイエロー

DICNS50925
プラレール 
C12蒸気機関車

DICNS50672
プラレール
 E７系 かがやき 

DICNS50902
アナと雪の女王２ オラフ

DICNS50904
すみっコぐらし
 ぺんぎん？

DICNS50671
プラレール 
E６系 スーパーこまち

DICNS50901
アナと雪の女王２ エルサ

DICNS50930
すみっコぐらし 
しろくま

DICNS50926
プラレール 
成田エクスプレス

DICNS50922
トミカ 
トヨタハイメディック救急車 

DICNS50923
トミカ 
モリタCD-I型ポンプ消防車

DICNS50924
トミカ 
トヨタクラウンパトロールカー

DICNS50940
ポケットモンスター 
ヒバニー

DICNS50942/50788
ポケットモンスター サン＆ムーン 
ピカチュウ

DICNS59622
アンパンマン

DICNS50939
ポケットモンスター 
サルノリ

DICNS50941
ポケットモンスター 
メッソン

DICNS59626
メロンパンナ

DICNS59660
ジャムおじさん

DICNS59658
おむすびまん

DICNS59624
カレーパンマン

DICNS59627
ショクパンマン

DICNS59625
ドキンちゃん
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DICNS50766
おそ松さん 
チョロ松

DICNS50460
仮面ライダー1号

DICNS50757
ガラピコぷ～ 
ムームー

DICNS50764
おそ松さん 
おそ松

DICNS50765
おそ松さん 
カラ松

DICNS50768
おそ松さん 
十四松

DICNS50748
リルリルフェアリル 
ローズ

DICNS50777
スターウォーズ 
BB-8

DICNS50769
おそ松さん 
トド松

DICNS50776
スターウォーズ 
ストームトルーパー

DICNS50375
リラックマ

DICNS50775
スターウォーズ 
ダースベイダー

DICNS50376
コリラックマ

DICNS50377
キイロイトリ

ITONS62955
花キティ
(2種アソート)

DICNS50687
リラックマ 
リラックマうさぎ

DICNS50688
リラックマ 
コリラックマうさぎ

ITONS60812
マイメロディ

キャラクターぷかぷかすくい ロット/10個 　サイズ／約30～50mm

民芸品人形すくい ロット/10個個 　サイズ／約30～50mm  民芸品シリーズに狐の人形すくいが登場！外国人観光客へのお土産にも最適！！ 

DICNS80633
キャラクターぷかぷかすくい 
ウルトラマンシリーズ バルタン星人

DICNS80632
キャラクターぷかぷかすくい 
ウルトラマンシリーズ ウルトラマン

DICNS80611
キャラクターぷかぷかすくい 
リラックマシリーズ コリラックマ

DICNS80610
キャラクターぷかぷかすくい 
リラックマシリーズ リラックマ

DICNS50876
民芸品人形すくい［根付つき］ 
狐(座り)
＊根付は浮きません

DICNS50877
民芸品人形すくい［根付つき］ 
狐(寝ころび)
＊根付は浮きません

DICNS50859
民芸品人形すくい
 狐(座り)

DICNS50878
民芸品人形すくい［根付つき］ 
黒狐(座り)
＊根付は浮きません

DICNS50867
民芸品人形すくい 
黒狐(座り)

DICNS50860
民芸品人形すくい 
狐(寝ころび)

DICNS50747
リルリルフェアリル 
スミレ

DICNS50746
リルリルフェアリル 
ひまわり

©ＮＨＫ ©石森プロ・東映 ©赤塚不二夫/おそ松さん制作委員会 ©’15,’18 SANRIO/SEGA TOYS S·S/RFPC
© & ™ LUCASFILM LTD. ©SAN-X CO., LTD. © 2022 SANRIO CO., LTD.

©TSUBURAYA PRODUCTIONS Co., Ltd. ©SAN-X CO., LTD.縁日すくい キャラクター人形すくい / キャラクターぷかぷかすくい / 
民芸人形すくい / すくって！キラピカシリーズ

キャラクター人形すくい ロット／10個　サイズ／約40～50mm
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すくって！キラピカシリーズ （キッシーズオリジナルすくい）   ロット/100個

KISEV63991
Kishi's eセット 
縁日すくいキラピカ 2019
ロット／1セット
※セット内容は予告なく変更する場合がございます

セット内容

・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

・すくって!キラピカアニマルコイン 100個

100枚

100本
1個
1個

1枚

10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

これひとつで色 な々キラピカあそびが楽しめる!
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すくって！シリーズ （キッシーズオリジナルすくい）

KISEV62495
Kishi's eセット 縁日すくい 
あひるちゃん
ロット／1セット 梱包サイズ／27.5cm×23.5cm×32cm
1回3個の設定で50回分となります

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

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
・金魚袋(星柄)
・2畳用レジャーシート

100個
50個

100枚

100本
1個
1個

1枚

10個

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
・フィギュア                          　　 3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／1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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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

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

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

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
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

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

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

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

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

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

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

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

縁日すくい 笛付すくい / 光るすくい

詳しくは
動画でチェック
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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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100個入 100個入100個入 50個入

25個入

300個入 300個入 500個入

100個入

100個入200個入

45個入 11個入30個入

300個入300個入1000個入1000個入

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！

縁日すくい スーパーボール

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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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。

スーパーボール

縁日すくい スーパーボール 

詳しくは
動画でチェック
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