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仮面ライダーリバイス

キャラクター玩具 仮面ライダーリバイス / 暴太郎戦隊ドンブラザーズ / デリシャスパーティプリキュア
©2022 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

©テレビ朝日・東映AG・東映 ©ABC-A・東映アニメーション

MSYCH21096
仮面ライダーリバイス 
クリップカンバッチ
ロット／12個
商品サイズ／5.5cm×12.5cm×0.5cm

MSYCH21097
仮面ライダーリバイス 
テープ
ロット／12個
商品サイズ／6.5cm×9.5cm×1.8cm

MSYCH21098
仮面ライダーリバイス 
ペタペタスタンプ
ロット／12個
商品サイズ／6.5cm×9.5cm×2.5cm

針を使わないクリップタイプ

MRKCH15156
仮面ライダーリバイス 
サウンド戦士仮面ライダーリバイ
ロット／1個

暴太郎戦隊ドンブラザーズ

SSBCH31359
暴太郎戦隊ドンブラザーズ 
おえかきバッグセット
ロット／1個
Pサイズ／25.3cm×23cm×7.5cm（持ち手含む）

SSBCH00300
暴太郎戦隊ドンブラザーズ 
A6ちっちゃぬりえ
ロット／10個
商品サイズ／10cm×14.8cm×0.5cm
内容／本文20枚、おてほんシート1枚

SSBCH31349
暴太郎戦隊ドンブラザーズ 
B5らくがきちょう
ロット／10個
商品サイズ／17.4cm×25cm×0.4cm
内容／本文24枚、ぬりえ1枚

MRKCH15292
暴太郎戦隊ドンブラザーズ 
ミニドンブラスター
ロット／1個
Pサイズ／
ミニセンタイギア1枚付属

20cm×28cm×5cm

MRKCH15294
暴太郎戦隊ドンブラザーズ 
サウンド戦士 ドンモモタロウ
ロット／1個
Pサイズ／
LR44×2個付

10.3cm×24cm×4.4cm

MRKCH15293
暴太郎戦隊ドンブラザーズ 
ミニザングラソード
ロット／1個
Pサイズ／20cm×28cm×5cm

デリシャスパーティプリキュア

SSBCH31297
デリシャスパーティプリキュア 
おえかきバッグセット
ロット／1個
Pサイズ／25.3cm×23cm×7.5cm（持ち手含む）

SSBCH00301
デリシャスパーティプリキュア 
A6ちっちゃぬりえ
ロット／10個
商品サイズ／10cm×14.8cm×0.5cm
内容／本文20枚、おてほんシート1枚

SSBCH00309
デリシャスパーティプリキュア 
キルキルファッション
ロット／10個
商品サイズ／11.1cm×20cm×0.3cm
内容／本文16枚

SSBCH31282
デリシャスパーティプリキュア 
B5らくがきちょう
ロット／10個
商品サイズ／17.4cm×25cm×0.4cm
内容／本文24枚

MRKCH15249
デリシャスパーティプリキュア 
おでかけハウス キッチンセット
ロット／1個
Pサイズ／22cm×17.5cm×7.5cm

MRKCH15246
デリシャスパーティプリキュア 
ふるふるタクト
ロット／1個
Pサイズ／17cm×30cm×4cm

セット内容
・バッグ　  1個
・ぬりえ      6枚
・クレヨン   5本

セット内容
・バッグ　  1個
・ぬりえ      6枚
・クレヨン   5本
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鬼滅の刃

ふんわりやわらかいボールです

EPCCH07338
ドーナツ・オン・ドーナツ 
すみっコぐらし
ロット／1個
Pサイズ／22cm×6cm×26.5cm

ONECH01602
すみっコぐらし はじめてのソーイングキット 
しろくま ふろしき
ロット／1個
サイズ／18cm×14cm×2cm

対象年齢6才以上

安心＆簡単に縫えちゃう！

MRKCH14889
すみっコぐらし フライングリング

ロット／1個
サイズ／32cm×30cm×0.7cm

EPCCH31850
アクアビーズ 鬼滅の刃 
バケツセット
ロット／1個
Pサイズ／16.5cm×14cm×16cm

MRKCH14926
すみっコぐらし 
すみっコ リバーシ
ロット／1個
Pサイズ／20.5cm×5cm×28cm

AGTCH31797
すみっコぐらし 
わくわくパーティーゲームズ
ロット／1個 Pサイズ／44cm×5cm×44.5cm
サイズ／43cm×3.5cm×43cm 

HYMCH05948
すみっコぐらし つなげてあそぼう!
おさんぽカードゲーム
ロット／1個
Pサイズ／13.4cm×9.8cm×1.7cm

すみっコぐらし

ENSCH61101
鬼滅の刃 シール烈伝

ロット／20個 サイズ／約5.2cm×5.2cm

ONECH01644
すみっコぐらし 
おっきなソフトボール 
ロット／1個 サイズ／15cm×15cm

MRKCH15052
すみっコぐらし ふんわりグライダー

ロット／12個
Pサイズ／
＊4種アソート

8cm×25cm×1cm

ONECH01755
すみっコぐらし とかげ 
ボトルシャボン玉
ロット／12個
商品サイズ／4.7cm×6.8cm×4.2cm

ONECH01763
すみっコぐらし ねこ 
ボトルシャボン玉
ロット／12個
商品サイズ／4.7cm×6.8cm×4.2cm

キャラクター玩具
鬼滅の刃 / すみっコぐらし / ポケットモンスター / 
たべっ子どうぶつ / パウ・パトロール / ふしぎ駄菓子屋 銭天堂 / 
アニア / 名探偵コナン / ミッフィー

©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable. ©SAN-X CO., LTD.
©2022 Pokémon. ©1995-2022 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

 ©ギンビス ©&TM Spin Master Ltd. All rights reserved.
©廣嶋玲子・ jyajya ／偕成社／銭天堂製作委員会 ©TOMY

©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996 ©copyright Mercis bv,1953-2022

ENSCH47968
鬼滅の刃 シール列伝2

ロット／20個
商品サイズ／約5.2cm×5.2cm

ENSCH46635
すみっコぐらし 
すみっコスタンプコレクション4
ロット／18個
商品サイズ／2.8cm×4cm×2.8cm

ENSCH48168
鬼滅の刃 
メタルコレクション2
ロット／13個
商品サイズ／
全13種類

約2cm×2.5cm×0.2cm

ENSCH48167
鬼滅の刃 スタンプ烈伝2

ロット／18個
商品サイズ／
全18種類

約3.9cm×2.7cm×2.7cm

TYOKK31730
ちよがみ すみっコぐらし

ロット／10冊

SSBCH30664
すみっコぐらし 
おえかきバッグセット
ロット／1個
Pサイズ／25.3cm×23cm×7.5cm（持ち手含む）

MRKCH14676
すみっコぐらし 
なかよしバトミントン
ロット／1個
商品サイズ／31cm×53cm×6cm

MRKCH14880
すみっコぐらし 
バケツセット
ロット／1個
Pサイズ／19cm×33cm×16cm

MRKCH15036
すみっコぐらし 
むにむにボール
ロット／1個 Pサイズ／12cm×26.5cm×6.3cm
ボールサイズ／φ約6cm

MRKCH15035
すみっコぐらし 
とかげのさかなつり
ロット／1個
商品サイズ／14cm×23cm×4.5cm

MRKCH14809
すみっコぐらし 
ふうせんセット
ロット／10個
Pサイズ／ 10cm×18.5cm×0.5cm

TYOCH31437
シールつきぬりえ 
すみっコぐらし
ロット／10冊

TYOCH31436
おりがみ 
すみっコぐらし
ロット／1冊

TYOCH31774
おりがみでつくるデコレーション
セット すみっコぐらし
ロット／1冊

TYOCH31490
こうさくプラバン 
すみッコぐらし
ロット／1個

セット内容
・バッグ　  1個
・ぬりえ      6枚
・クレヨン   5本
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絵札 読み札

SKJCH05390
たべっ子どうぶつ 
もちもちクッション（らいおん）
ロット／1個
商品サイズ／約30cm×28cm×40cm

TTACH25755
Mocchi-Mocchi-／
ぬいぐるみM／ピカチュウ
ロット／1個 サイズ／35cm×45cm×15cm

もちもちの手触りです

ポケットモンスター

HYMCH05951
名探偵コナン ボードゲーム 
4つの事件を追う名探偵
ロット／ 1個 Pサイズ／ 29.5cm×21cm×4cm

名探偵コナン

KTWCH15972
ミッフィー画用紙 MF617

ロット／10個 サイズ／35.5cｍ×25.3cｍ×0.5cｍ
仕様／ B4サイズ20枚 ぬりえ付 シュリンク包装

ミッフィー

TKWCH49547
ポケモン 
モンスターボール虫かご
ロット／1個
サイズ／17cm×16cm×17cm

アニア

ふしぎ駄菓子屋 銭天堂パウ・パトロール

TKWCH70960
アニア 動物シールブック

ロット／12冊
Pサイズ／16cm×19.5cm×0.4cm
動物シール26枚付

貼って剥がして繰り返し遊べる！

TKWCH70959
アニア 恐竜シールブック

ロット／12冊
Pサイズ／16cm×19.5cm×0.4cm
恐竜シール20枚付

貼って剥がして繰り返し遊べる！

たべっ子どうぶつ

SKJCH05391
たべっ子どうぶつ 
もちもちクッション（かば）
ロット／1個
商品サイズ／約26.5cm×25cm×40cm

SKJCH05392
たべっ子どうぶつ 
もちもちクッション（ぞう）
ロット／1個
商品サイズ／約30cm×25cm×40cm

SKJCH05387
たべっ子どうぶつ 
ネックパース（らいおん）
ロット／1個
商品サイズ／ 約12cm×10cm×2cm

SKJCH05388
たべっ子どうぶつ 
ネックパース（かば）
ロット／1個
商品サイズ／約9cm×10cm×2cm

SKJCH05389
たべっ子どうぶつ 
ネックパース（ぞう）
ロット／1個
商品サイズ／約13cm×9.5cm×2cm

©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable. ©SAN-X CO., LTD.
©2022 Pokémon. ©1995-2022 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

 ©ギンビス ©&TM Spin Master Ltd. All rights reserved.
©廣嶋玲子・ jyajya ／偕成社／銭天堂製作委員会 ©TOMY

©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996 ©copyright Mercis bv,1953-2022
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表
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SKJCH05381
ポケットモンスター ポケットティッシュ
マスコット(ゲンガー)
ロット／1個
商品サイズ／21cm×19cm×17cm

SKJCH04820
ポケットモンスター ポケットティッシュ
マスコット(ピカチュウ)
ロット／1個
商品サイズ／20cm×23cm×12cm

ENSCH46646
ポケットモンスター 
スタンプ烈伝
ロット／18個
商品サイズ／
全18種類

2.8cm×4cm×2.8cm

SKJCH05195
たべっ子どうぶつ
マチ付きポーチ(ノーマル)
ロット／1個
商品サイズ／12.5cm×14cm×5cm

SKJCH05196
たべっ子どうぶつ
マチ付きポーチ(水族館)
ロット／1個
商品サイズ／12.5cm×14cm×5cm

SKJCH05618
パウ・パトロール
ネックパース(スカイ)
ロット／1個
商品サイズ／13cm×12cm×3cm

SKJCH05615
パウ・パトロール
ネックパース(チェイス)
ロット／1個
商品サイズ／10cm×10.5cm×3cm

SKJCH05616
パウ・パトロール
ネックパース(マーシャル)
ロット／1個
商品サイズ／10.5cm×10.5cm×3cm

HYMCH08372
TVアニメ ふしぎ駄菓子屋 銭天堂 
トランプ
ロット／1個
Pサイズ／6.6cm×9.6(2)cm×2.5cm

HYMCH08371
TVアニメ ふしぎ駄菓子屋 銭天堂 
かるた
ロット／1個
Pサイズ／15.8cm×20.7cm×3cm

読み札は原作者監修のオリジナル！

MSYCH21038
ポケットモンスター 
しゃぼん玉セット
ロット／1個
Pサイズ／15.7cm×23.2cm×3cm

セット内容
・シャボン液×2
・吹き口×2
・トレー×1

詳しくは
動画でチェック
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ハローキティ

スーパーマリオ

EPCCH07339
ドラえもん 
ぐるぐる回転!どらやきパクパクゲーム
ロット／1個 Pサイズ／46cm×10.2cm×27cm
仕様／ 単3電池2本使用
プレイ人数／ 1～4人

どらやき玉を飛ばして入れよう

MRKCH00398
ドラえもん ホイッスル

ロット／12個 サイズ／9cm×15.3cm×2cm

WMYCH13622
ドラえもん
バスケットシューターゲーム
ロット／1個 サイズ／31.5cm×21cm×4.7cm

ボールを飛ばしてゴールを狙おう！

WMYCH12259
ドラえもん ドライダー2

ロット／12個
組み立て後サイズ／18cm×16cm×4.5cm

ONECH01322
ドラえもん タケコプターセット

ロット／1個
サイズ／13.5cm×24.5cm×6.5cm

EPCCH01340
つまんでつんでバランスゲーム 
ドラえもんだらけ
ロット／1個
サイズ／55cm×22cm×17.5cm

EPCCH08414
どこでもドラえもん 
日本旅行ゲーム５
ロット／1個
サイズ／51cm×30cm×7cm

いろんな顔のドラえもんをおはしで
つまんで持ち上げよう

MRKCH12120
ハローキティ ホイッスル

ロット／12個 サイズ／9cm×15.3cm×2cm

ONECH01230
ハローキティ 
きせかえゆびわセット
ロット／12個
サイズ／14.5cm×12.5cm×3cm

ONECH01253
ハローキティ ピンポンあそび

ロット／1個 Pサイズ／15cm×30cm×5cm

ONECH01325
ハローキティ 
きせかえデジウォッチ2
ロット／12個 サイズ／10cm×25cm×3cm

MROCH00420
リモートコントロールカー
マリオカート(ヨッシー)8
ロット／1個
Pサイズ／20.5cm×12.5cm×10cm

MROCH00402
リモートコントロールカー
マリオカート(マリオ)8
ロット／1個
Pサイズ／20.5cm×12.5cm×10cm

EPCCH07327
スーパーマリオ ラリーテニス

ロット／1個 Pサイズ／51.5cm×30cm×7cm

EPCCH76883
スーパーマリオ バランスゲーム 
キノコがいっぱい
ロット／1個 Pサイズ／10cm×10cm×12cm

ゆれる土管にキノコを積もう

EPCZG07240
スーパーマリオ
ぶっ飛び!タワーゲーム
ロット／1個 Pサイズ／26cm×30cm×6.5cm

FJPCH10003
ドラえもん 貯金箱

ロット／ 20個 Pサイズ／ 12cm×21cm×7cm
サイズ／ 7.5cm×10cm×7cm

ドラえもん

リモコン式で簡単操作！ リモコン式で簡単操作！

MROCH00407
ハローキティ たのしいティーセット

ロット／1個
Pサイズ／25cm×16.8cm×6.5cm

MROCH00383
ハローキティ キッチンセット

ロット／1個
Pサイズ／22.5cm×21.8cm×8cm

MROCH00384
ハローキティ なかよしハウス

ロット／1個
Pサイズ／26.5cm×24.5cm×7.5cm

MROCH00423
ハローキティ かわいいケーキ屋さん

ロット／1個
Pサイズ／13cm×21.8cm×13cm

ENSCH46737
スーパーマリオ 
シールコレクションNeo
ロット／20個
Pサイズ／約7cm×11cm×0.3cm
商品サイズ／5.2cm×5.2cm

©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
 ©Nintendo ©2022 Gullane (Thomas) Limited. 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

©Universal Studios. ©Disney/Pixar ©Disney ©TOMYキャラクター玩具
ハローキティ / ドラえもん / スーパーマリオ / 
きかんしゃトーマス / トレイン / ミニオンズ / 
ディズニー / リカちゃん
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トレイン

ミニオンズ

LOG03501
トレインバルーン 
700系
ロット／10個
膨らまし後サイズ／55cm

1パックに1枚入り

LOG03502
トレインバルーン 
ドクターイエロー
ロット／10個
膨らまし後サイズ／55cm

1パックに1枚入り

LOG03505
トレインバルーン 
さくら
ロット／10個
膨らまし後サイズ／55cm

1パックに1枚入り

EPCCH07340
ポカポンゲーム トイ・ストーリー4 
ウッディvsバズ・ライトイヤー
ロット／1個 サイズ／22cm×17.5cm×6.5cm

EPCCH07346
アイスクリームタワー 
アナと雪の女王2 
アイスクリームタワー 
アナと雪の女王2 
ロット／1個 Pサイズ／27cm×27cm×6.5cm

ONECH01503
ミニオン なりきりメガネ

ロット／12個
サイズ／16.5cm×19cm×30cm

ONECH01504
ミニオンズ みずぶえ

ロット／12個 サイズ／13cm×14cm×3.5cm

ONECH01523
ミニオンズ リストバンド

ロット／
全5種アソート

10個 サイズ／3.5cm×25cm×0.2cm

ONECH01557
フリクションミストファン 
ミニオンズ
ロット／1個
サイズ／13cm×20.5cm×25cm

首からぶら下げられるよ

ONECH01494
ミニオン ぷにぷに3号ボール

ロット／1個
サイズ／7.5cm×23cm×7.5cm

ぷにぷに可愛いボールです

ONECH01493
ミニオン 
おっきなソフトボール
ロット／1個
サイズ／15cm×23cm×15cm

やわらかいバルーンです

EPCCH05497
ポカポンゲームミニオンズ

ロット／1個
Pサイズ／ 25cm×18.5cm×6.8cm

４人まで遊べるすごろく付き

ディズニー

きかんしゃトーマス

LOG91001
きかんしゃトーマス 
ゴムふうせん
ロット／10パック 1袋3枚入り
サイズ／18cm丸型バルーン

LOG92001
きかんしゃトーマス 
ゴム風船
ロット／10個 1袋5枚入り
サイズ／25cm丸型バルーン

LOG03506
トレインバルーン
きかんしゃトーマス
ロット／10個
膨らまし後サイズ／55cm

リカちゃん

ONECH01696
リカちゃん 3Dパネル 
おしゃれルーム
ロット／12個
Pサイズ／ 11cm×17.5cm×1.2cm

©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
 ©Nintendo ©2022 Gullane (Thomas) Limited. 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

©Universal Studios. ©Disney/Pixar ©Disney ©TOMY

TKWCH70939
リカちゃん シールブック

ロット／12個 商品サイズ／15cm×15cm
Pサイズ／16cm×19.5cm×0.4cm

SSBCH31159
すごろくパズル 
怪盗グルーミニオンズ
ロット／1個
Pサイズ／18.4cm×25.7cm×1.5cm
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ロディ

はらぺこあおむし

いないいないばあっ!

JMYKR72007
Rody 本体イエロー

ロット／1個
材質／ 塩化ビニール(非フタル酸を使用)
対荷重／ 200kg

サイズ／23cm×55cm×55cm

対象年齢3歳以上

JMYKR72010
Rody 本体ピンク

ロット／1個
材質／ 塩化ビニール(非フタル酸を使用)
対荷重／200kg

サイズ／

対象年齢3歳以上

23cm×55cm×55cm

ONECH01454
ワンワンとうーたんの
どこでもたまいれ
ロット／1個 サイズ／21cm×31cm×5cm

吸盤＆フック付きです

MRKCH14731
NEWワンワンとうーたんの
お風呂にえほん
ロット／
対象年齢1.5才以上

1個 サイズ／20.5cm×15cm×1.5cm

お風呂で使える絵本♪

MRKCH14083
ワンワンとうーたんのマラカス

ロット／
対象年齢1.5才以上

1個 サイズ／17.5cm×23cm×5cm

ONECH01416
はらぺこあおむし 
ぴたぴたパズル
ロット／1個 サイズ／25.5cm×26cm×1cm

お風呂の壁にもくっつきます

ONECH01414
はらぺこあおむし 
ぷにぷに３号ボール
ロット／1個 サイズ／7.5cm ×23cm ×7.5cm 

ONECH01415
はらぺこあおむし 
にぎにぎぷーぷー
ロット／1個 サイズ／11cm×20cm×3cm

ONECH01412
はらぺこあおむし 
絵がわりプロジェクター
ロット／1個
サイズ／
カセット3枚付き

14.5cm×21cm×3.5cm

壁に大きなイラストが写るよ

ONECH01467
はらぺこあおむし
ぽこぽこポックリ
ロット／1個
サイズ／19.5cm×17.5cm×11ｃｍ

AGTCH31613
アンパンマン 
天才脳 筒入りつみ木
ロット／1個 Pサイズ／18.5cm×22cm×18.5cm
セット内容／つみ木37個

AGTCH31506
アンパンマンとだだんだん 
ジャバジャバおふろスライダー
ロット／1個 Pサイズ／35cm×30cm×19cm
サイズ／ 48cm×41cm×17cm 

AGTCH31669
アンパンマン 
おしゃべりいっぱいキッズドライバー
ロット／1個 Pサイズ／53.5cm×33cm×23cm
サイズ／ 32cm×54cm×74.5cm
仕様／ 単4アルカリ電池3本(別売)

JYPCH18179
新 アンパンマン でんわだいすき!
はじめてスマートフォン
ロット／1個 サイズ／7cm×12cm×3cm
仕様／単4電池2本使用(別売)

AGTCH31735
アンパンマンが上手に描けちゃう!
天才脳らくがき教室
ロット／1個 Pサイズ／43.5cm×33cm×5cm
サイズ／ 42cm×32.5cm×4cm

セット内容
・本体　  　　　　  1個
・マグネットペン       1本
・マグネットスタンプ 3個
・なかまたちシート   2枚

AGTCH31684
アンパンマン 
はじめてのキッズタブレット
ロット／1個 Pサイズ／34cm×28cm×4cm
サイズ／ 28cm×21.5cm×2cm
仕様／ 単4アルカリ電池3本使用(別売)

AGTCH31734
アンパンマン 
おおきなよくばりボックス
ロット／1個 Pサイズ／36.5cm×33.5cm×22cm
サイズ／35cm×31cm×33cm
仕様／ 単3アルカリ電池3本使用(別売)

AGTCH31740
アンパンマン 
カプセルころりん!クレーンゲーム
ロット／1個 Pサイズ／27cm×38.5cm×21cm
サイズ／ 32.5cm×36.5cm×24cm
仕様／ 単1アルカリ電池3本使用(別売)

AGTCH31737
アンパンマン 
2WAYおしゃべりそうじき
ロット／1個 Pサイズ／22cm×30cm×18cm
サイズ／ 17.5×17×19.5cm(そうじき本体のみ)
仕様／ 単3アルカリ電池2本使用(別売)

アンパンマン

ONDCH78180
プリちぃ★ビーンズS 
アンパンマン
ロット／1個
商品サイズ／約11cm×18cm×8cm

ONDCH78181
プリちぃ★ビーンズS 
バイキンマン
ロット／1個
商品サイズ／約11cm×18cm×8cm

ONDCH78182
プリちぃ★ビーンズS 
ドキンちゃん
ロット／1個
商品サイズ／ 約11cm×18cm×8cm

ONDCH78184
プリちぃ★ビーンズS 
ショクパンマン
ロット／1個
商品サイズ／約11cm×18cm×8cm

ONDCH78185
プリちぃ★ビーンズS 
カレーパンマン
ロット／1個
商品サイズ／ 約11cm×18cm×8cm

ONDCH78188
プリちぃ★ビーンズS 
コキンちゃん
ロット／1個
商品サイズ／ 約11cm×18cm×8cm

©NHK (Japan Broadcasting Corporation)©LEDRAPLASTIC JAMMY
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JYPCH17982
アンパンマン 
アンパンマンごうやわらかパズル
ロット／1個 サイズ／12.5cm×21cm×20cm

JYPCH18011
アンパンマンつなげてあそぼう!
なかよしサブマリン
ロット／1個 Pサイズ／16cm×16cm×6cm

AGTVN31159
アンパンマンKOパンチ(小)

ロット／1個
サイズ／21cm×26.5cm×10.5cm

AGTCH31162
アンパンマン 
ふわっと大きなKOパンチ
ロット／1個 Pサイズ／18.5cm×23cm×7cm
膨らまし後サイズ／70cm×43cm×38.5cm

AGTCH30416
アンパンマンのドキドキアンパンチ!
ミニ
ロット／
対象年齢3才以上

1個 サイズ／8.2cm×9.5cm×8.2cm

AGTCH31456
アンパンマン 
スティックスイスイそうじき
ロット／1個 サイズ／12cm×50cm×11cm
仕様／
対象年齢3才以上

電池不要

JYPCH18157
電池のいらないアンパンマン
にぎにぎダブルせんぷうき
ロット／1個 サイズ／15cm×17.2cm×6cm

ネックストラップ付きです

JYPCH17989
おでかけアンパンマンせんぷうき

ロット／1個 サイズ／7.8cm×16.8cm×7cm

電動です

SSBCH30230
アンパンマン 
はじめてのくれよん6色
ロット／1個 サイズ／3.1cm×5.5cm×3.1cm

よごれにくい！重ねて遊べる！

SSBCH00312
アンパンマン 
B7シール付メモ
ロット／10冊
サイズ／ 8.6cm×12.4cm×0.4cm

SSBCH04043
アンパンマン 
ちっちゃぬりえ
ロット／10冊
サイズ／
シール付き

10cm×14.8cm×0.5cm

SSBBG06968
やってみよう!はじめてのはさみ
それいけ!アンパンマン
ロット／1個
Pサイズ／ 9.5cm×17.8cm×1.8cm

SSBCH05670
それいけ!アンパンマン
みんなでおろう こうさくおりがみ
ロット／1個 サイズ／18cm×20cm×4cm

JYPCH17595
アンパンマン 
NEWピッピアンパンマン
ロット／1個
サイズ／7.3cm×10.8cm×3.6cm

AGTCH30820
アンパンマン ピーピーバット

ロット／1個 サイズ／φ10cm×41cm
Pサイズ／19cm×52cm×10cm

AGTCH31306
アンパンマンゴルフ

ロット／1個 サイズ／10cm×42cm×7.2cm

室内専用です

セット内容
・クラブ 2本
・カップ 1個
・ボール 2個

JYPCH17825
アンパンマン 
NEWミニミニらくがきボード
ロット／1個 サイズ／14.5cm×15cm×4cm

AGTCH31727
アンパンマン 
ほって!すくって!わんぱくショベルカー
ロット／1個 Pサイズ／ 54.5cm×36.5cm×19cm
サイズ／18.5cm×42cm×77.5cm 重量制限／25kg

AGTCH31575
アンパンマン 
ゴー!ゴー!バギー
ロット／1個 Pサイズ／45cm×25cm×48cm
サイズ／ 24cm×36.5cm×48cm 

©NHK (Japan Broadcasting Corporation)©LEDRAPLASTIC JAMMY
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SSBCH30844/05077
アンパンマン 
おえかきバッグセット(D柄)
ロット／1個
Pサイズ／25.3cm×23cm×7.5cm(持ち手含む)

セット内容
・バッグ　  1個
・ぬりえ   10枚
・クレヨン   5本
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シールコレクション当て

ENSCH46729
名探偵コナン 
シールコレクション当て
ロット／1束 サイズ／5.2cm×5.2cm

DICHK30348
キャラクター笛パイプ 
コキンちゃん 
ロット／10個 サイズ／12cm

DICHK30347
キャラクター笛パイプ 
ドキンちゃん 
ロット／10個 サイズ／12cm

DICHK30351
キャラクター笛パイプ 
プーさん 
ロット／10個 サイズ／12cm

DICHK30350
キャラクター笛パイプ 
ミニーマウス 
ロット／10個 サイズ／12cm

DICHK30349
キャラクター笛パイプ 
ミッキーマウス 
ロット／10個 サイズ／12cm

DICHK39658
キャラクター笛パイプ 
アンパンマン
ロット／10個 サイズ／12cm

DICHK39704
キャラクター笛パイプ 
ばいきんまん
ロット／10個 サイズ／12.5cm

DICHK30293
キャラクター笛パイプ 
リラックマ
ロット／10個 サイズ／12cm

DICHK30299
キャラクター笛パイプ 
ドラえもん
ロット／10個 サイズ／11.5cm

DICHK39705
キャラクター笛パイプ 
トーマス
ロット／10個 サイズ／11cm

※ハッカや砂糖は付属しておりません。またその取り扱いもございません。

ENSCH47090
すみっコシールコレクション4当て

ロット／1束 サイズ／5.2cm×5.2cm

キャラクター笛パイプ

ENSCH47716
PUI PUIモルカー 
シールコレクション当て
ロット／1束
Pサイズ／約9.5cm×14cm×1.5cm
商品サイズ／約8cm×5.3cm

ENSCH46738
スーパーマリオ 
シールコレクションNeo当て
ロット／1束
Pサイズ／約9.5cm×14cm×1.5cm
商品サイズ／5.2cm×5.2cm

ENSCH47144
ミニオンズ
シールコレクション当て
ロット／1束
Pサイズ／約9.5cm×14cm×1.5cm
商品サイズ／約5.2cm×5.2cm

©2022 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映 ©ABC-A・東映アニメーション
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©見里朝希JGH・シンエイ動画／モルカーズ ©Nintendo
  ©Universal Studios. ©SAN-X CO., LTD. ©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996 ©Disney

©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV ©2022 Pokémon ©藤子プロ・小学館
©藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK ©2022 Gullane (Thomas) Limited.

キャラクター玩具 シールコレクション当て / 
キャラクター笛パイプ 

ENSCH47969
鬼滅の刃 シール烈伝2当て

ロット／1束
商品サイズ／約5.2cm×5.2cm

ENSCH48188
仮面ライダーリバイス 
シールコレクション当て
ロット／1束
商品サイズ／約5.3cm×8cm

ENSCH48360
デリシャスパーティプリキュア 
プリキラシールコレクション当て
ロット／1束
商品サイズ／約5.2cm×5.2cm

DICHK30364
キャラクター笛パイプ 
デリシャスパーティプリキュア
ロット／10個 サイズ／約11cm

ENSCH48178
呪術廻戦 
シールコレクション2当て
ロット／1束
シールサイズ／5.2cm×5.2cm
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	キッシーズ黄2022_最小_2 78.pdf
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	キッシーズ黄2022_最小_2 80.pdf
	キッシーズ黄2022_最小_2 81.pdf
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