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Christmas　Halloween　Valentine’s Day　Mother’s Day　Father’s Day
Respect for the Aged Day　Graduation　Easter　St Patrick's Day　New Year

Seasonal Balloon
シーズン

リボン・台紙別売　ヘリウムガス対応

New Year  ニューイヤー

ミニSHP・9インチ・4インチは、納品形態を

  か  か  の中から

必ずご指定ください。 
※ 特に表記がない場合はフラットタイプにて
　納品いたします。
※カップ＆スティックは別売です。

詳しくはP4を参照ください。

リボン・台紙別売　ヘリウムガス対応� ※Anagramの18”バルーンは順次１７”に切り替わります。ご了承の程お願いいたします。

ANG29412
 AG オーブス   
ニューイヤーゴールドパターンズ
ロット／1枚単位　サイズ／38cm×40cm　
容量／35リットル

ANG110346
 AG フレーム   
ニューイヤーズセルフィーフレーム
ロット／5枚単位　サイズ／58cm×40cm　
エアー専用　

ANG36020
 AG L-SHP  ハッピー 
ニューイヤー2018クラスター
ロット／5枚単位　 
サイズ／81cm×89cm　
容量／35リットル

ANG34252
 AG L-SHP  ハッピー 
ニューイヤーシャンパングラス
ロット／5枚単位　 
サイズ／45cm×91cm　
容量／34リットル

ANG34253
 AG L-SHP   
リングインザニューイヤー
ロット／5枚単位　 
サイズ／76cm×76cm　
容量／60リットル

ANG25162
 AG L-SHP  ニューイヤー 
シャンパンバースト
ロット／5枚単位　
サイズ／61ｃｍ×81ｃｍ
容量／46リットル

YKH37454
門松風船(2枚入り)
ロット／1セット単位
サイズ／90ｃｍ×60ｃｍ 
容量／27リットル

YKH37458
門松風船空気用 
自立スタンド(2個入り)
ロット／1セット単位
サイズ／37ｃｍ×22ｃｍ

NSB00857
 NSB L-SHP  ハッピーニューイヤー
ロット／5枚単位　サイズ／79ｃｍ
容量／21リットル

ANG34262
 AG 18"  ゴールデンニューイヤー
ロット／5枚単位　サイズ／45cm　
容量／15リットル

ANG29666
 AG 4"  ハッピー 
ニューイヤースワールズ
ロット／10枚単位　サイズ／10ｃｍ

ANG31444
 AG L-SHP   
ハッピーニューイヤー 
ドットド スター 
ロット／5枚単位 　 
サイズ／76cm×76ｃｍ

表 裏

ANG33998
 AG L-SHP   
ハッピーニューイヤー 
バルーンクラスター
ロット／5枚単位　サイズ／73cm×76cm　
容量／44リットル

ANG34005
 AG ミニSHP  ハッピーニュー
イヤースターラッフル
ロット／10枚単位 
サイズ／29cm×27cm

ANG36029
 AG ミニSHP   
2018マスク
ロット／10枚単位

ANG36030
 AG ミニSHP   
ハッピーニューイヤーバナー
ロット／10枚単位

ANG34002
 AG 17"  ハッピーニューイヤー 
セレブレーション
ロット／5枚単位　サイズ／43cm　
容量／14リットル

ANG31449
 AG 19"  ハッピーニューイヤー 
ゴールド&シルバーコンフェッティ
ロット／5枚単位　サイズ／48cm　
容量／14リットル

ANG29414
 AG ダイヤモンズ   
ニューイヤースパークル
ロット／1枚単位　サイズ／38cm×43cm  
容量／30リットル

ANG29569
 AG オーブス   
ジオメトリックニューイヤー
ロット／1枚単位　サイズ／38cm×40cm  
容量／35リットル

PIN43529
 MF 18"  ニューイヤー 
コンフェティストリップス
ロット／5枚単位　サイズ／45cm　
容量／15リットル

PIN52225
 MF 18"  ニューイヤー 
コンフェティ
ロット／5枚単位　サイズ／45cm　
容量／15リットル

New Year  ニューイヤー Setsubun  節分 

Other  その他

Air Blow
エアブロウ

Setsubun　New Year　Other　Halloween　Christmas

送風機でふくらませるエアディスプレイ

KSO22358
エアブロウ  
モンキークライミングパームツリー
ロット／1個単位
サイズ／130cm×185cm　仕様／ライト付
生地／ポリエステル　消費電力／23W

KIS23819
エアブロウ　ウェルカムアーチ
ロット／1個単位
商品サイズ／500cm×280cm×100cm
内径／200cm×200cm　仕様／ライト付
生地／ポリエステル　消費電力／50W

KSO50004
エアブロウ ビールジョッキ
ロット／1個単位
サイズ／80cm×120cm×60cm　仕様／ライト付
生地／ポリエステル&PVC　消費電力／20W

KIS22486
エアブロウ 鏡餅
ロット／1個単位
サイズ／80cm×120cm×80cm
仕様／ライト付　消費電力／20W

KIS23256
エアブロウ 招福招き猫（ムービング）
ロット／1個単位　サイズ／W120cm×H152cm
仕様／ムービングタイプ　ライト付
生地／ポリエステル　消費電力／30W

KIS22487
エアブロウ 門松
ロット／1個単位
サイズ／70cm×150cm×60cm
仕様／ライト付　消費電力／20W

KIS23420
エアブロウ 赤おに
ロット／1台
サイズ／約100×150ｃｍ
消費電力／12W
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Christmas  クリスマス

Air BlowAir Blow
エアブロウエアブロウ

Setsubun　New Year　Other　Halloween　ChristmasSetsubun　New Year　Other　Halloween　Christmas

Halloween  ハロウィン

横幅500cm

横幅約500cm

高さ
290cm

高さ
290cm

KIS23313
エアブロウ クリスマスアーチ
ロット／１個
商品サイズ／500cm×290cm×100cm
内径／200cm×200cm　仕様／ライト付 
生地／ポリエステル　消費電力／85W

KIS23818
エアブロウ ハロウィンアーチ
ロット／１個
商品サイズ／約500cm×290cm×100cm
内径／240cm×210cm　仕様／ライト付 
生地／ポリエステル　消費電力／50W

KIS23311
エアブロウ ミニスノーマン
ロット／１個　商品サイズ／98cm×120cm×80cm
仕様／ライト付 
生地／ポリエステル　消費電力／8W

KIS22894
エアブロウ ミニサンタ
ロット／１個　商品サイズ／83cm×120cm×74cm
仕様／ライト付 
生地／ポリエステル　消費電力／8W

KIS23310
エアブロウ サンタ
ロット／１個
商品サイズ／95cm×150cm×75cm
仕様／ライト付
生地／ポリエステル　消費電力／12W

KIS23312
エアブロウ スノーマン
ロット／１個
商品サイズ／98cm×150cm×76cm
仕様／ライト付
生地／ポリエステル　消費電力／12W

KIS22918
エアブロウ ハロウィンツリー
ロット／１個
商品サイズ／ 130cm×280cm×180cm
仕様／ライト付　生地／ポリエステル
消費電力／14W KIS23277

エアブロウ 3段ハロウィン
ロット／１個 
商品サイズ／85cm×180cm×80cm
仕様／ライト付　生地／ポリエステル 
消費電力／12W

KIS23278
エアブロウ 4段ハロウィン
ロット／１個 
商品サイズ／90cm×240cm×90cm
仕様／ライト付　生地／ポリエステル 
消費電力／12W

KIS23276
エアブロウ 
ミニハロウィン
ロット／１個
商品サイズ／
80cm×120cm×80cm
仕様／ライト付
生地／ポリエステル
消費電力／7.2W
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