
Others
その他

Pencil Balloon / Kit / Others
ペンシルバルーン / キット / その他

Pencil Balloon

Kit 

Others

SAG04090
たのしい工作バルーン 
50本入「甘口」

ロット／1箱単位

セット内容
・風船50本
・ポンプ
・説明書
 (両面刷り)

TKR04137
マジックバルーンFUN！
DVDキット アニマルワーク

ロット／1個単位 Pサイズ／17×28.5×7cm

ロゴ

セット内容
・風船50本
・ハンドポンプ
・おめめシール
・DVD

SZK50113
10インチ ハート風船 
15個入

ロット／10袋単位 サイズ／23cm

NAK21553
レインボーパーティ（7個入）

ロット／12PK単位 サイズ／約15cm
Pサイズ／   12cm×24cm

紐でつなげてかざりつけ

NAK21554
丸型プリントふうせん プリントバルーン
シリーズ パーティバルーン（3個入）　
ロット／12PK単位 サイズ／約30cm
Pサイズ／   10cm×17cm

この中から3種でアソート

NAK21556
マーブルバルーンセット
（3個入）
ロット／12PK単位 サイズ／約20cm
Pサイズ／   10cm×17cm

NAK21558
丸型プリントふうせん プリントバルーン
シリーズ おめでとう（3個入）
ロット／12PK単位 サイズ／約30cm
Pサイズ／   10cm×17cm

この中から3種でアソート

NAK21560
丸型プリントふうせん プリントバルーン
シリーズ Happy Birthday（3個入）
ロット／12PK単位 サイズ／約30cm
Pサイズ／   10cm×17cm

この中から3種でアソート

NAK21561
丸型プリントふうせん プリントバルーン
シリーズ ハートビート（3個入）
ロット／12PK単位 サイズ／約30cm
Pサイズ／   10cm×17cm

CLEAR

この中のどれか1種3個入り

SZK50035
ペンシルバルーン 20本入

ロット／1袋単位

セット内容
・風船20本
・目玉シール
・作り方説明書

SZK50042
ペンシルバルーン 50本入

ロット／1袋単位

セット内容
・風船50本
・目玉シール
・作り方説明書

SZK50004
ペンシルバルーン 
作り方BOOKセット

ロット／1セット単位

セット内容
・風船15本
・目玉シール
・教本
・ゴムポンプ

SZK50043
ペンシルバルーン用 
目玉シール 10枚入

ロット／1パック単位

SZK50028
ペンシルバルーン 100本入

ロット／1袋単位

セット内容
・風船100本
・目玉シール
・作り方説明書

SZK50011
ペンシルバルーン 
ポンプ付セット

ロット／1セット単位

ロゴ

セット内容
・風船15本
・目玉シール
・作り方説明書
・ゴムポンプ

SZK26050
ペンシルバルーン 
BOOKセット50

ロット／1セット単位

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

SZK51004
バルーンモールキット 
赤&黄

ロット／1個単位 完成後サイズ／2m

セット内容
・9cm風船  2色各50個
・テグス  3m
・ポンプ  1個

SZK51002
バルーンモールキット 
桃&赤

ロット／1個単位 完成後サイズ／2m

セット内容
・9cm風船  2色各50個
・テグス  3m
・ポンプ  1個

SZK51003
バルーンモールキット 
緑&赤

ロット／1個単位 完成後サイズ／2m

セット内容
・9cm風船  2色各50個
・テグス  3m
・ポンプ  1個

SZK51005
バルーンモールキット 
緑&青

ロット／1個単位 完成後サイズ／2m

セット内容
・9cm風船  2色各50個
・テグス  3m
・ポンプ  1個

SZK51100
ハートキット

ロット／1個単位
完成後サイズ／約70cm×80cm

セット内容
・9cm風船  2色各80個
・フレーム用針金  約2.5m
・マニュアル  1枚

SZK50060
ペンシルバルーン 
DVD付セット

ロット／1セット単位

セット内容
・風船50本
・目玉シール
・DVD
・らくらくポンプ
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水ヨーヨー
充填セット50個入

ロット／50個単位
本体サイズ／約φ9.1cm　ノビ／約17.5cm
※受注後、納期約1週間でお届けとなります。

KISVY64337

膨らんだ状態で届きます

水ヨーヨー
充填セット100個入

ロット／100個単位
本体サイズ／約φ9.1cm　ノビ／約17.5cm
※受注後、納期約1週間でお届けとなります。

KISVY64338

膨らんだ状態で届きます

KISVY62224
kishi's ｅセット 
ヨーヨーつり 風船

ロット／1キット単位
Pサイズ／29cm×16cm×31cm

これ1セットでヨーヨー風船イベントが楽しめます

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

・2畳用レジャーシート　　1枚
・フットポンプ                 1個
・80cmプール 　　　　　1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
SZKVY10051
【超】らくらくヨーヨーセット

ロット／1箱単位
Pサイズ／30cm×16.5cm×6cm

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&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

糸ゴムが最初から
輪っかになっています

こよりが最初から
セットされています

SZKVY10031
らくらくヨーヨーセット

ロット／1箱単位
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
SZKVY10032
メタルクリスタル
らくらくヨーヨーセット

ロット／1箱単位
Pサイズ／34cm×16cm×4.5cm 

メタリックカラーとクリスタルカラーのアソートです

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箱単位
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

KISVY62516
パッチンYOYO100
クイックフックセット

ロット／1袋単位
Pサイズ／35.5cm×45cm×5cm

つり針とつり紙がセット加工されたクイックフック付で楽々準備！

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

SZKVY50100
パッチンYOYO100

ロット／1袋単位
Pサイズ／35.5cm×45cm×5cm

←のクイックフックなしの商品です

・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 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袋単位
Pサイズ／35.5cm×45cm×5cm

つり針とつり紙がセット加工されたクイックフック付で楽々準備！

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

SZKVY50101
パッチンYOYO100
メタルクリスタル

ロット／1袋単位
Pサイズ／35.5cm×45cm×5cm

←のクイックフックなしの商品です

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

KISVY62518
ファンタスティックヨーヨー
クイックフックセット

ロット／1袋単位
Pサイズ／29cm×16cm×5cm

つり針とつり紙がセット加工されたクイックフック付で楽々準備！

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

SZKVY10023
ファンタスティックヨーヨー

ロット／1袋単位
Pサイズ／29cm×16cm×5cm

←のクイックフックなしの商品です

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

SZKVY10021
ヨーヨーNo.100青箱

ロット／1箱単位
Pサイズ／22cm×14.5cm×5cm

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
SZKVY50013
ヨーヨーNo.500ノビ無

ロット／1袋単位
Pサイズ／
※糸ゴム・クリップは付属しておりません

18cm×22cm×5cm

SZKVY20300
らくらくポンプ

ロット／1本単位 サイズ／29cm

SZKVY20308
透明ポンプ

ロット／1本単位 サイズ／38cm

SZKVY61107
糸ゴム(ノビ) 100本入

ロット／1束単位
Pサイズ／29cm×2cm×2cm

KISVY62520
クイックフック 50入

ロット／1袋単位
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！

Others
その他

YO-YO-Balloon
水ヨーヨー

YO-YO-Balloon

SZKVY00742
つり紙(こより) 1000枚入

ロット／1袋単位
Pサイズ／11cm×8cm×2cm

※つり針は付属しません

SZKVY00743
つり針 100本入

ロット／1袋単位
Pサイズ／10cm×9cm×2cm

SZKVY00740
つり針・つり紙セット 

ロット／1袋単位
Pサイズ／10cm×9cm×2cm

セット内容
・つり針　 30個
・つり紙  100枚
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Others
その他

Train Balloons / Cheer Goods / Punching Balloons
トレインバルーン / 応援グッズ / パンチングバルーン

LOG03506
トレインバルーン 
きかんしゃトーマス
ロット／10個単位 サイズ／55cm
※ストロー付

LOG03503
トレインバルーン 
山手線　
ロット／10個単位 サイズ／55cm
※ストロー付

LOG03502
トレインバルーン 
ドクターイエロー
ロット／10個単位 サイズ／55cm
※ストロー付

LOG03504
トレインバルーン 
はやぶさ
ロット／10個単位 サイズ／55cm
※ストロー付

LOG03505
トレインバルーン 
さくら
ロット／10個単位 サイズ／55cm
※ストロー付

LOG03501
トレインバルーン 
700系
ロット／10個単位 サイズ／55cm
※ストロー付

TGR80100
ジェット風船 
8色アソート
ロット／100枚単位 サイズ／90cm～100cm
内訳／ 赤・緑・黄・ピンク・水色・オレンジ・濃青 

※色指定不可

KISEV22644
フラッグスティック 
透明

ロット／10セット単位
サイズ／フラッグ：26×18cm 応援棒：10×60cm

フラッグにはB５サイズ用紙が入ります

IWH10006
ポリ応援棒 黒

ロット／10セット単位 1セット2枚組
サイズ／58cm　※ストロー付

KISEV22645
フラッグスティック 
日の丸

ロット／10セット単位
サイズ／フラッグ：26×18cm 応援棒：10×60cm

裏面は無地です

IWH10001
ポリ応援棒 白

ロット／10セット単位 1セット2枚組
サイズ／58cm　※ストロー付

IWH10002
ポリ応援棒 赤

ロット／10セット単位 1セット2枚組
サイズ／58cm　※ストロー付

IWH10003
ポリ応援棒 青

ロット／10セット単位 1セット2枚組
サイズ／58cm　※ストロー付

IWH10004
ポリ応援棒 黄

ロット／10セット単位 1セット2枚組
サイズ／58cm　※ストロー付

IWH10005
ポリ応援棒 緑

ロット／10セット単位 1セット2枚組
サイズ／58cm　※ストロー付

Train Balloons

Cheer Goods

SZK50022
ピーコックバルーン 
アソート(羽衣パンチ)

ロット／50枚単位
内訳／ 赤・青・オレンジ・緑・紫

サイズ／約45cm

NAK21555
パンチマーブルバルーン

ロット／12PK単位
Pサイズ／12cm×24.5cm

サイズ／約45cm

WEM30012
レッツアニマルモンスター
パンチ風船 7色アソート
ロット／100枚単位
内訳／  レッド・ピンク・ホワイト・グリーン・

 ブルー・オレンジ・イエロー

サイズ／40cm

MST10014
パンチバルーン
無地7色アソート
ロット／100枚単位
内訳／ 白・緑・青・黄・ピンク・赤・オレンジ

サイズ／40cm

Punching Balloons

- 111 -



ISB57122
風船いっぱいの夏

タイトルの通りカブトムシやクワガタ、スイカな
どの「夏の風物詩」をテーマにした作品を多数収
録しています。

ロット／1冊単位

ISB22675
風船で遊ぼう

大人気シリーズ第4弾！その名の通り作ったバルーンで「遊ぶ」ことができる工夫が盛りだくさん
の本です。

ロット／1冊単位

ISB22676
風船で遊ぼう
ロット／5冊単位

←の5冊セットです

お花や果物など34種類の作り方教本。きれいな
イラストと丁寧な解説でとても分かりやすい入
門書です。

TKR07013
フラワーガーデン
ロット／1冊単位 ページ数／全96ページ

ロゴ
ISB31571
風船チャチャチャブック

バルーンおやじさんとRioさんによる楽しい作品たちがイラストと写真つきで丁寧に解説
されています。

ロット／1冊単位

ISB31572
風船チャチャチャブック
ロット／5冊単位

←の5冊セットです

ISB31573
風船チャクチャクブック

大人気「風船チャチャチャ」の続編！帽子・着ぐるみなどの身につけるものを中心に、今回も
楽しく丁寧に説明してあります。

ロット／1冊単位

ISB31574
風船チャクチャクブック
ロット／5冊単位

←の5冊セットです

ISB31575
風船チャンスブック

大人気シリーズ第3弾！お花・車・かぶりものといったテーマの中で、様々な作品が深く掘り
下げられています。

ロット／1冊単位

ISB31576
風船チャンスブック
ロット／5冊単位

←の5冊セットです

ISB20303
風船の動物1

バルーンおやじ＆Rioのコンビによるリアルでシンプルでかわいい40種類のどうぶつが勢ぞろい。
バルーンおやじ氏自ら作ったDVD(6時間！)のおまけ付き。

ロット／1冊単位

ISB20304
風船動物1
ロット／5冊単位

←の5冊セットです

APK72013
あーとばるーんであそぶっく

初心者の方やお子様に最適！丁寧なイラストと
説明文で誰でもカンタンに作れます。

ロット／1冊単位

ISB71050
バルーンニュースカルプチャーブック

結び方や基本のひねり方からはじまり、数多くのバルーン・アーティストのオリジナルを含む67種類
の作品をとりあげました。

ロット／1冊単位

ISB61050
バルーンニュースカルプチャーブック
ロット／5冊単位

←の5冊セットです

ISB71107
ドリームバルーンブック

頭にかぶって遊ぶ作品や、人気アニメキャラクター「ザ・シンプソンズ」の登場人物たち、その他アニメ・
キャラクターのゴンザレスなど、合計31作品が紹介されています。

ロット／1冊単位

ISB61107
ドリームバルーンブック
ロット／5冊単位

←の5冊セットです

DVD00004
DVD 
野村昌子バルーンアート講座3
ロット／1枚単位 時間／35分
内容／ くまの花とくまの作り方

DVD00003
DVD 
野村昌子バルーンアート講座2
ロット／1枚単位 時間／50分
内容／ どんぐりといも虫の作り方

DVD00002
DVD 
野村昌子バルーンアート講座1
ロット／1枚単位 時間／45分
内容／ 犬と雪だるまの作り方

DVD00001
DVD 
野村昌子バルーンアート教室
ロット／1枚単位 時間／42分
内容／ うさぎ・お花・くま・犬・ぞうの作り方

Others
その他

DVD / Instruction Book
ディーブイディー / 教則本

DVD

Instruction Book
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