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ミッキーマウス　ディズニーツムツム　フローズン　プリンセス　ソフィアザファースト　その他　ミニオンズ　トーマス　くまのプーさん　ファインディングドリー
モンスターズユニバーシティ　トイストーリー他　マイリトルポニー　スターウォーズ　アメリカンヒーロー　スポンジボブ　トゥイーティ　セサミストリート　スマイル　エモジ　ハローキティ
国内キャラクターＵＦＯマイラーバルーン・ＵＦＯ風船各種・キャラクターバルーン　国内キャラクター・ノンキャラクタースティックバルーン　スティックバルーン　スティックバルーンスタンド

Mickey mouse / Disney TSUM TSUM  ミッキーマウス／ディズニーツムツム 

Character
キャラクター

Character
キャラクター

リボン・台紙別売　ヘリウムガス対応

ミッキーマウス　ディズニーツムツム　フローズン　プリンセス　ソフィアザファースト　その他　ミニオンズ　トーマス　くまのプーさん　ファインディングドリー
モンスターズユニバーシティ　トイストーリー他　マイリトルポニー　スターウォーズ　アメリカンヒーロー　スポンジボブ　トゥイーティ　セサミストリート　スマイル　エモジ　ハローキティ

国内キャラクターＵＦＯマイラーバルーン・ＵＦＯ風船各種・キャラクターバルーン　国内キャラクター・ノンキャラクタースティックバルーン　スティックバルーン　スティックバルーンスタンド

©Disney

4面体の
バルーン

4面体の
バルーン

4面体の
バルーン

4面体の
バルーン

ここを
たたくと
歌いだす

ここを
たたくと
歌いだす

★アルファベットシール付きで名前を
入れることができる画期的な商品で
す！１枚に付き１シート付いています。

表 表

裏裏

ANG28394
 ＡＧ オーブス  ミニーマウス
ロット／1枚単位　サイズ／38cm×40cm  
容量／35リットル

ANG34589
 ＡＧ オーブス  ミッキーマウスクリアー
ロット／1枚単位　サイズ／38cm×40cm  
容量／35リットル

ANG28399
 ＡＧ オーブス  ミッキーマウス
ロット／1枚単位　サイズ／38cm×40cm
容量／35リットル

ANG34590
 ＡＧ オーブス  ミニーマウスクリアー
ロット／1枚単位　サイズ／38cm×40cm
容量／35リットル

ANG28461
 ＡＧ キューブス  ミッキーマウス
ロット／1枚単位 
サイズ／38cm×38cm  
容量／41リットル

ANG28456
 ＡＧ ダイヤモンズ  ミニーマウス
ロット／1枚単位
サイズ／38cm×43cm
容量／30リットル

ANG23491
 AG  ジャンボ シングアチューン  
ミッキークラブハウスバースデー
ロット／1枚単位　サイズ／71cm
容量／70リットル

ANG23493
 AG ジャンボ シングアチューン  
ミニーマウスハッピーバースデー
ロット／1枚単位　サイズ／71cm
容量／70リットル

ANG23082
 AG L-SHP  
ミッキー 
ファーストバースデー  
ボーイシェイプ
ロット／5枚単位 
サイズ／64cm×81cm  
容量／32リットル

ANG23090
 AG L-SHP  
ミニー 
ファーストバースデー  
ガールシェイプ
ロット／5枚単位 
サイズ／51cm×84cm
容量／36リットル

ANG07765
 AG L-SHP   
ミニーマウス
ロット／5枚単位　サイズ／71cm×58cm
容量／33リットル

ANG07764
 AG L-SHP  
ミッキーマウス
ロット／5枚単位　サイズ／69cm×53cm
容量／33リットル

ANG26374
 AG L-SHP   
ミニーフルボディ
ロット／5枚単位  
サイズ／48cm×81cm
容量／48リットル 

ANG26364
 AG L-SHP パーソナライズド  
ミッキーマウスバースデー
ロット／5枚単位　サイズ／60cm×76cm
容量／45リットル

ANG26363
 AG L-SHP パーソナライズド  
ミニーマウスバースデー
ロット／5枚単位　サイズ／60cm×83cm  
容量／50リットル

ANG26373
 AG L-SHP   
ミッキーフルボディ
ロット／5枚単位  
サイズ／55cm×78cm
容量／47リットル 

ANG34352
 AG L-SHP   
ミニー１stバースデー
ロット／5枚単位  
サイズ／48cm×71cm
容量／39リットル 

ANG34343
 AG L-SHP   
ミッキー１stバースデー
ロット／5枚単位  
サイズ／48cm×71cm
容量／39リットル 

ANG34110
 AG L-SHP  ツムツム ミッキー
ロット／5枚単位　サイズ／30cm×48cm
容量／25リットル 

ANG34111
 AG L-SHP  ツムツム ミニー
ロット／5枚単位　サイズ／30cm×48cm
容量／25リットル 

ANG34113
 AG L-SHP  ツムツム マリー
ロット／5枚単位　サイズ／30cm×48cm
容量／25リットル 

ANG34112
 AG L-SHP  ツムツム プー
ロット／5枚単位　サイズ／30cm×48cm
容量／25リットル 

ANG08319
 AG エアウォーカー  ミニー
ロット／1枚単位
サイズ／137cm
容量／83リットル
★ヘリウムタイプ 自立できます。 

ANG08318
 AG エアウォーカー  ミッキー
ロット／1枚単位
サイズ／132cm
容量／83リットル
★ヘリウムタイプ 自立できます。 

ANG34331
 AG エアウォーカー  ミニーマウス
ロット／1枚単位
サイズ／96cm×137cm
容量／83リットル
★ヘリウムタイプ 自立できます。 

ANG26370
 AG バルーンバディ  ミニー
ロット／1枚単位
サイズ／55cm×78cm
容量／26リットル
★ヘリウムタイプ 自立できます。 

ANG26369
 AG バルーンバディ  ミッキー
ロット／1枚単位
サイズ／53cm×76cm
容量／27リットル
★ヘリウムタイプ 自立できます。 

ANG33124
 AG L-SHP   
ミニーロックザドッツ
ロット／5枚単位
サイズ／50cm×86cm
容量／28リットル
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Frozen  フローズン

Character
キャラクター

Mickey mouse / Disney TSUM TSUM  ミッキーマウス／ディズニーツムツム 

Character
キャラクター

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。 詳しくはP4を参照ください。
※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。

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。 詳しくはP4を参照ください。
※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。

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。 リボン・台紙別売　ヘリウムガス対応

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。

ミッキーマウス　ディズニーツムツム　フローズン　プリンセス　ソフィアザファースト　その他　ミニオンズ　トーマス　くまのプーさん　ファインディングドリー
モンスターズユニバーシティ　トイストーリー他　マイリトルポニー　スターウォーズ　アメリカンヒーロー　スポンジボブ　トゥイーティ　セサミストリート　スマイル　エモジ　ハローキティ
国内キャラクターＵＦＯマイラーバルーン・ＵＦＯ風船各種・キャラクターバルーン　国内キャラクター・ノンキャラクタースティックバルーン　スティックバルーン　スティックバルーンスタンド

ミッキーマウス　ディズニーツムツム　フローズン　プリンセス　ソフィアザファースト　その他　ミニオンズ　トーマス　くまのプーさん　ファインディングドリー
モンスターズユニバーシティ　トイストーリー他　マイリトルポニー　スターウォーズ　アメリカンヒーロー　スポンジボブ　トゥイーティ　セサミストリート　スマイル　エモジ　ハローキティ

国内キャラクターＵＦＯマイラーバルーン・ＵＦＯ風船各種・キャラクターバルーン　国内キャラクター・ノンキャラクタースティックバルーン　スティックバルーン　スティックバルーンスタンド

©Disney

表

裏表裏

表裏表 裏

ここを
たたくと
歌いだす

ANG23081
 AG 18" SHP   
ミッキー1stバースデーボーイ
ロット／5枚単位　サイズ／45cm
容量／18リットル

ANG25617
 AG 17"  ミッキー&ミニーハート
ロット／5枚単位　サイズ／43cm
容量／13リットル

ANG29007
 AG 17"   
ミッキー＆フレンズパーティ
ロット／5枚単位　サイズ／43cm
容量／14リットル 

ANG26356
 AG 17"   
ミッキー&プルート
ロット／5枚単位　サイズ／43cm
容量／14リットル 

ANG28040
 AG 18"  ミッキー&ミニーラブPsm
ロット／5枚単位　サイズ／45cm
容量／15リットル 

ANG23089
 AG 18" SHP   
ミニー1stバースデーガール
ロット／5枚単位　サイズ／45cm
容量／18リットル 

ANG26437
 AG 18" SHP  ミニー
ロット／5枚単位　サイズ／45cm
容量／15リットル

ANG24813
 AG 17"  マッドアバウトミニー
ロット／5枚単位　サイズ／43cm
容量／14リットル

ANG14055
 AG 17"  ミッキーズ 
クラブハウスバースデー
ロット／5枚単位　サイズ／43cm
容量／14リットル

ANG17797
 AG 17"  ミニーハッピーバースデー
ロット／5枚単位　サイズ／43cm
容量／14リットル

ANG20000
 AG 17"  ミッキーマウスクラブハウス
ロット／5枚単位　サイズ／43cm
容量／14リットル

ANG10958
 AG 17"  ミッキーポートレイト 
(フェイス)
ロット／5枚単位　サイズ／43cm
容量／14リットル

ANG10959
 AG 17"  ミニーポートレイト 
(フェイス)
ロット／5枚単位　サイズ／43cm
容量／14リットル

ANG09223
 AG 17"  ミッキー＆フレンズ 
ハッピーバースデー
ロット／5枚単位　サイズ／43cm
容量／14リットル

ANG23049
 AG 9"  ミッキー＆ミニーハート
ロット／10枚単位
サイズ／23cm

ANG24820
 AG 9"  マッドアバウトミニー
ロット／10枚単位
サイズ／23cm

ANG21000
 AG 9"  ミッキーマウス  
クラブハウス
ロット／10枚単位　サイズ／23cm

ANG07889
 AG ミニSHP  ミッキーマウス
ロット／10枚単位
サイズ／32.5cm×27cm

ANG07890
 AG ミニSHP  ミニーマウス
ロット／10枚単位
サイズ／32.5cm×28.5cm

ANG27030
 AG インフレイトアファン   
ミッキー
ロット／5枚単位
サイズ／15cm×30cm
★ 逆止弁付・スティック不要

ANG27029
 AG  インフレイトアファン   
ミニー
ロット／5枚単位
サイズ／15cm×30cm
★ 逆止弁付・スティック不要

ANG33125
 AG 17"   
ミニーロックザドッツ
ロット／5枚単位　サイズ／43cm
容量／13リットル 

ANG34139
 AG 17"   
ツムツム
ロット／5枚単位　サイズ／43cm
容量／14リットル 

ANG34350
 AG 17"   
ミニー１stバースデー
ロット／5枚単位　サイズ／43cm
容量／14リットル 

ANG34335
 AG 17"   
ミッキー１stバースデー
ロット／5枚単位　サイズ／43cm
容量／14リットル 

ANG30647
 AG 17"   
ミニーポートレート（フルボディ）
ロット／5枚単位　サイズ／43cm
容量／14リットル 

ANG28316
 ＡＧ L-SHP   
ディズニーフローズンオラフ
ロット／5枚単位 
サイズ／58cm×104cm
容量／40リットル

ANG110087
 AG エアウォーカー   
エルサ
ロット／1枚単位
サイズ／88cm×144cm  
容量／70リットル
★エアー入で自立できます。

ANG28162
 ＡＧ L-SHP   
ディズニーフローズン
ロット／5枚単位 
サイズ／63cm×78cm
容量／45リットル 

ANG29816
 ＡＧ オーブス  フローズン
ロット／1枚単位　サイズ／38cm×40cm
容量／35リットル

ANG30324
 AG  ジャンボ シングアチューン  フローズン
ロット／1枚単位　サイズ／71cm
容量／70リットル

ANG30648
 AG 17"  フローズンオラフ
ロット／5枚単位　サイズ／43cm
容量／14リットル 

ANG29009
 AG 17"  フローズンハッピーバースデー
ロット／5枚単位　サイズ／43cm
容量／14リットル 

ANG30162
 AG ミニSHP  フローズン
ロット／10枚単位　サイズ／20cm×26cm

ANG30957
 AG ミニSHP  オラフシェイプ
ロット／10枚単位　サイズ／21cm×31cm

ANG29842
 AG 17"H  フローズンハッピーラブ
ロット／5枚単位　サイズ／43cm
容量／13リットル 

ANG28161
 AG 9"  フローズン
ロット／10枚単位　サイズ／23cm

ANG28163
 AG インフレイトアファン  フローズン
ロット／5枚単位　サイズ／15cm×30cm
★ 逆止弁付・スティック不要

ANG30187
 ＡＧ オーブス  フローズンクリアー
ロット／1枚単位　サイズ／38cm×40cm
容量／35リットル

ANG27552
 AG 18"  フローズン
ロット／5枚単位　サイズ／45cm
容量／15リットル 

ANG30645
 AG 17"   
ミッキーポートレート（フルボディ）
ロット／5枚単位　サイズ／43cm
容量／14リットル 

同柄のパーティグッズあります！ 同柄のパーティグッズあります！
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Princess / Sofia the first / Other  プリンセス／ソフィアザファースト／その他

Character
キャラクター

Character
キャラクター

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。 詳しくはP4を参照ください。
※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。

リボン・台紙別売　ヘリウムガス対応

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。

ミッキーマウス　ディズニーツムツム　フローズン　プリンセス　ソフィアザファースト　その他　ミニオンズ　トーマス　くまのプーさん　ファインディングドリー
モンスターズユニバーシティ　トイストーリー他　マイリトルポニー　スターウォーズ　アメリカンヒーロー　スポンジボブ　トゥイーティ　セサミストリート　スマイル　エモジ　ハローキティ
国内キャラクターＵＦＯマイラーバルーン・ＵＦＯ風船各種・キャラクターバルーン　国内キャラクター・ノンキャラクタースティックバルーン　スティックバルーン　スティックバルーンスタンド

ミッキーマウス　ディズニーツムツム　フローズン　プリンセス　ソフィアザファースト　その他　ミニオンズ　トーマス　くまのプーさん　ファインディングドリー
モンスターズユニバーシティ　トイストーリー他　マイリトルポニー　スターウォーズ　アメリカンヒーロー　スポンジボブ　トゥイーティ　セサミストリート　スマイル　エモジ　ハローキティ

国内キャラクターＵＦＯマイラーバルーン・ＵＦＯ風船各種・キャラクターバルーン　国内キャラクター・ノンキャラクタースティックバルーン　スティックバルーン　スティックバルーンスタンド

©Disney

ANG29817
 ＡＧ オーブス  ソフィアザファースト
ロット／1枚単位　サイズ／38cm×40cm
容量／35リットル

ANG27531
 ＡＧ L-SHP  ソフィアザファーストポーズ
ロット／5枚単位　サイズ／66cm×88cm 
容量／50リットル 

ANG33202
 ＡＧ L-SHP  エレナオブアバロー
ロット／5枚単位　サイズ／68cm×78cm 

ANG28317
 ＡＧ エアウォーカー  ソフィアザファースト
ロット／1枚単位　サイズ／93cm×121cm 
容量／150リットル 

表

表

裏

裏

表

裏

ANG23474
 AG エアウォーカー  シンデレラ
ロット／1枚単位　サイズ／76cm×121cm
容量／125リットル
★ヘリウムタイプ 自立できます。

ANG25884
 AG ジャンボ シングアチューン   
プリンセスバースデー
ロット／1枚単位　サイズ／71cm×71cm  
容量／70リットル 

ANG27149
 AG L-SHP  プリンセスフレーム
ロット／5枚単位　サイズ／63cm×78cm
容量／45リットル  

ANG110069
 AG エアウォーカー  リトルマーメイド
ロット／1枚単位　サイズ／96cm×134cm
容量／108リットル
★ヘリウムタイプ 自立できます。

ANG26463
 AG L-SHP  シンデレラキャリッジ
ロット／5枚単位　サイズ／83cm×58cm
容量／44リットル 

ANG33932
 AG L-SHP  プリンセスケーキ
ロット／5枚単位　サイズ／53cm×71cm
容量／39リットル 

ANG33528
 AG L-SHP  プリンセスキャッスル
ロット／5枚単位　サイズ／66cm×88cm
容量／62リットル 

ANG33215
 AG L-SHP  ラプンツェル
ロット／5枚単位
サイズ／66cm×78cm
容量／44リットル

ANG28474
 AG L-SHP  プリンセス 
スノーホワイト
ロット／5枚単位
サイズ／60cm×93cm  
容量／41リットル

ANG24814
 AG L-SHP  シンデレラ 
シェイプ
ロット／5枚単位
サイズ／71cm×84cm  
容量／59リットル

ANG28473
 AG L-SHP  プリンセスベル
ロット／5枚単位
サイズ／60cm×99cm  
容量／55リットル

ANG28475
 AG L-SHP  プリンセス 
スリーピング ビューティ
ロット／5枚単位
サイズ／58cm×86cm  
容量／55リットル

ANG28478
 AG ミニSHP   
プリンセスベル
ロット／10枚単位
サイズ／29cm×38cm

ANG28477
 AG ミニSHP  プリンセス 
スノーホワイト
ロット／10枚単位
サイズ／25cm×38cm

ANG28476
 AG ミニSHP  プリンセス 
スリーピングビューティ
ロット／10枚単位
サイズ／28cm×38cm

ANG33938
 AG ミニSHP  アリエル 
ドリームビッグ　
ロット／10枚単位
サイズ／23cm×30cm

ANG33217
 AG ミニSHP   
ラプンツェル
ロット／10枚単位
サイズ／20cm×26cm

ANG33934
 AG ミニSHP  プリンセス 
ドリームビッグキャッスル　
ロット／10枚単位
サイズ／32cm×32cm

ANG25022
 AG ミニSHP  
シンデレラシェイプ
ロット／10枚単位
サイズ／29cm×38cm

ANG27028
 AG インフレイトアファン  
プリンセス
ロット／5枚単位
サイズ／15cm×30cm
★逆止弁付・スティック不要

ANG26401
 AG 9"  プリンセスガーデン
ロット／10枚単位
サイズ／23cm

ANG33939
 AG 9"  アリエル 
ドリームビッグ
ロット／10枚単位
サイズ／23cm

ANG26353
 AG 17"  プリンセス 
ポートレイト
ロット／5枚単位　サイズ／43cm
容量／14リットル 

ANG33200
 AG 17"   
エレナオブアバロー
ロット／5枚単位　サイズ／43cm
容量／14リットル 

ANG33529
 AG L-SHP  アリエル 
ドリームビッグ
ロット／5枚単位
サイズ／71cm×86cm  
容量／40リットル

ANG24815
 AG 17"  シンデレラハッピーバースデー
ロット／5枚単位　サイズ／43cm
容量／14リットル  

ANG24816
 AG 17"  シンデレラ
ロット／5枚単位　サイズ／43cm
容量／14リットル  

ANG33213
 AG 17" SHP  ラプンツェル
ロット／5枚単位　サイズ／43cm
容量／17リットル  

ANG34267
 AG 17"  プリンセスドリーム
ビッグハート
ロット／5枚単位　サイズ／43cm
容量／13リットル  

ANG33214
 AG 17" SHP  ラプンツェル 
ハッピーバースデー
ロット／5枚単位　サイズ／43cm
容量／17リットル  

ANG34263
 AG 17"H  ラプンツェルハート
ロット／5枚単位　サイズ／43cm
容量／13リットル  

ANG33823
 AG 17"  アリエルドリームビッグ　
ロット／5枚単位　サイズ／43cm
容量／14リットル  

ANG33953
 AG 17"  アリエルドリームビッグ 
ハッピーバースデー　　
ロット／5枚単位　サイズ／43cm
容量／14リットル  

表

裏

ANG27339
 AG L-SHP   
ティンカーベルフラワー
ロット／5枚単位　 
サイズ／63cm×68cm
容量／40リットル 

ANG27950
 AG 9”   
ソフィアザファースト 
ロット／10枚単位
サイズ／23cm

ANG26560
 AG ミニSHP  
ティンカーベル 
ピクシーダスト
ロット／10枚単位
サイズ／25cm×30cm

ANG27532
 AG ミニSHP  
ソフィアザファースト 
ポーズ
ロット／10枚単位
サイズ／19cm×27cm

ANG33203
 AG ミニSHP  
エレナオブアバロー
ロット／10枚単位

ANG29840
 AG 17"  ソフィアザファーストラブ
ロット／5枚単位　サイズ／43cm
容量／13リットル 

ANG27530
 AG 17"  ソフィア 
ザファーストバースデー
ロット／5枚単位　サイズ／43cm
容量／14リットル 

ANG26554
 AG 17"   
ティンカーベル
ロット／5枚単位　サイズ／43cm
容量／14リットル  

ANG33198
 AG 18" SHP  アリス 
インワンダーランド
ロット／5枚単位　サイズ／45cm
容量／18リットル  

ANG26557
 AG 17"  ティンカーベル 
ハッピーバースデーウィッシーズ
ロット／5枚単位　サイズ／43cm
容量／14リットル 

ここを
たたくと
歌いだす ANG31657

 AG ジャンボ シングアチューン  
ソフィアザファースト
ロット／1枚単位 サイズ／71cm
容量／70リットル

ここを
たたくと
しゃべりだす
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Minions  ミニオンズ Thomas and Friends / Winnie the Pooh  トーマス／くまのプーさん� �

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。 詳しくはP4を参照ください。
※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。

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。 詳しくはP4を参照ください。
※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。

リボン・台紙別売　ヘリウムガス対応

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。

リボン・台紙別売　ヘリウムガス対応

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。

ミッキーマウス　ディズニーツムツム　フローズン　プリンセス　ソフィアザファースト　その他　ミニオンズ　トーマス　くまのプーさん　ファインディングドリー
モンスターズユニバーシティ　トイストーリー他　マイリトルポニー　スターウォーズ　アメリカンヒーロー　スポンジボブ　トゥイーティ　セサミストリート　スマイル　エモジ　ハローキティ
国内キャラクターＵＦＯマイラーバルーン・ＵＦＯ風船各種・キャラクターバルーン　国内キャラクター・ノンキャラクタースティックバルーン　スティックバルーン　スティックバルーンスタンド

ミッキーマウス　ディズニーツムツム　フローズン　プリンセス　ソフィアザファースト　その他　ミニオンズ　トーマス　くまのプーさん　ファインディングドリー
モンスターズユニバーシティ　トイストーリー他　マイリトルポニー　スターウォーズ　アメリカンヒーロー　スポンジボブ　トゥイーティ　セサミストリート　スマイル　エモジ　ハローキティ

国内キャラクターＵＦＯマイラーバルーン・ＵＦＯ風船各種・キャラクターバルーン　国内キャラクター・ノンキャラクタースティックバルーン　スティックバルーン　スティックバルーンスタンド

©2015 UNIVERSAL STUDIOS © 2017 Gullane (Thomas) Limited.© 2017 HIT Entertainment Limited. ©Disney

ANG30010
 AG エアウォーカー  ミニオン 
ロット／1枚単位　サイズ／71cm×109cm
容量／125リットル

ANG29959
 AG オーブス  
ディスピカブルミー 
ロット／1枚単位
サイズ／38cm×40cm
容量／35リットル

ANG34594
 AG オーブス   ディスピカブルミー（ミニオン）クリアー 
ロット／1枚単位　サイズ／38cm×40cm
容量／35リットル

ANG36160
 AG マルチ  
ミニオンスタッカー 
ロット／1枚単位
サイズ／101cm×154cm

ANG34928
 AG シングアチューン   ディスピカブルミー 
ロット／1枚単位　サイズ／71cm　容量／70リットル

ANG29954
 AG L-SHP  
ミニオンシェイプ 
ロット／5枚単位　 
サイズ／40cm×63cm
容量／33リットル

ANG32655
 AG L-SHP   
ディスピカブルミースチュアート 
ロット／5枚単位　
サイズ／66cm×71cm
容量／53リットル

ANG08335
 AG L-SHP  
ビッグアズライフプー
ロット／5枚単位　サイズ／56cm×74cm
容量／30リットル

ANG15749
 AG 17"  プー&フレンズ 
サニーバースデー
ロット／5枚単位　サイズ／43cm
容量／14リットル

ANG09603
 AG 17"  
プーイッツアボーイ
ロット／5枚単位　サイズ／43cm
容量／14リットル

ANG09604
 AG 17"  
プーイッツアガール
ロット／5枚単位　サイズ／43cm
容量／14リットル

ANG26324
 AG ミニSHP   
プーフルボディ
ロット／10枚単位　 
サイズ／30cm×40cm

ANG26325
 AG ミニSHP   
ティガーフルボディ
ロット／10枚単位　 
サイズ／25cm×44cm

ANG24817
 AG L-SHP  
トーマスザタンクエンジン
ロット／5枚単位　サイズ／74cm×69cm
容量／52リットル

ANG06966
 AG L-SHP  トーマス＆フレンズ

（エンジン＃1）
ロット／5枚単位　サイズ／76cm×51cm
容量／52リットル

ANG35275
 AG 17" SHP  トーマス 
ザタンクエンジンＨＢＤ
ロット／5枚単位　サイズ／43cm
容量／17リットル

ANG35274
 AG 17" SHP  トーマス 
ザタンクエンジン
ロット／5枚単位　サイズ／43cm
容量／17リットル

ANG23735
 AG 17"  
トーマス＆フレンズ
ロット／5枚単位　サイズ／43cm
容量／14リットル

ANG24818
 AG ミニSHP   
トーマスザタンク
ロット／10枚単位　 
サイズ／32cm×34.5cm

ANG24819
 AG 9"   
トーマス＆グループ
ロット／10枚単位　 
サイズ／23cm

ANG35276
 AG 9"   
トーマスザタンクエンジン
ロット／10枚単位　 
サイズ／23cm

ANG26386
 AG バルーンバディ  
トーマスザタンク
ロット／1枚単位　サイズ／63cm×58cm
容量／43リットル
★ヘリウムタイプ 自立できます。

ANG110073
 AG エアウォーカー  トーマスザタンク 
ロット／１枚単位　サイズ／91cm×78cm
容量／128リットル
★ヘリウムタイプ 自立できます。

ANG23494
 AG ジャンボ  シングアチューン   
トーマスザタンク ハッピーバースデー
ロット／1枚単位　サイズ／71cm　容量／70リットル

ANG32656
 AG 17" SHP  ディスピカブルミーグループ
ロット／5枚単位　サイズ／43cm
容量／16リットル

ANG36159
 AG 17" SHP  ミニオンズパーティー
ロット／5枚単位　サイズ／43cm
容量／17リットル

ANG29952
 AG 17"  ディスピカブルミー 
ロット／5枚単位　サイズ／43cm
容量／14リットル

表

裏

ANG29955
 AG インフレイトアファン  ディスピカブルミー 
ロット／5枚単位　サイズ／15cm×30cm
★逆止弁付・スティック不要

ANG29957
 AG ミニSHP  ディスピカブルミー 
ロット／10枚単位
サイズ／17cm×25cm

ANG29956
 AG 9" ディスピカブルミー
ロット／10枚単位
サイズ／23cm

表

裏

表

裏

ここを
たたくと
しゃべりだす

ここを
たたくと
しゃべりだす
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Finding Dory / Monsters University / Toy Story / Other  ファインディングドリー／モンスターズユニバーシティ／トイストーリー他  

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。 詳しくはP4を参照ください。
※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。

リボン・台紙別売　ヘリウムガス対応

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。

My Little Pony マイリトルポニー� �

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。 詳しくはP4を参照ください。
※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。

リボン・台紙別売　ヘリウムガス対応

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。

ミッキーマウス　ディズニーツムツム　フローズン　プリンセス　ソフィアザファースト　その他　ミニオンズ　トーマス　くまのプーさん　ファインディングドリー
モンスターズユニバーシティ　トイストーリー他　マイリトルポニー　スターウォーズ　アメリカンヒーロー　スポンジボブ　トゥイーティ　セサミストリート　スマイル　エモジ　ハローキティ
国内キャラクターＵＦＯマイラーバルーン・ＵＦＯ風船各種・キャラクターバルーン　国内キャラクター・ノンキャラクタースティックバルーン　スティックバルーン　スティックバルーンスタンド

ミッキーマウス　ディズニーツムツム　フローズン　プリンセス　ソフィアザファースト　その他　ミニオンズ　トーマス　くまのプーさん　ファインディングドリー
モンスターズユニバーシティ　トイストーリー他　マイリトルポニー　スターウォーズ　アメリカンヒーロー　スポンジボブ　トゥイーティ　セサミストリート　スマイル　エモジ　ハローキティ

国内キャラクターＵＦＯマイラーバルーン・ＵＦＯ風船各種・キャラクターバルーン　国内キャラクター・ノンキャラクタースティックバルーン　スティックバルーン　スティックバルーンスタンド

©2017 Hasbro. All Rights Reserved. 販売元アムスキャン・ジャパンＦ＆Ｃ㈱　発売元セガトイズ©Pixar ©Disney　©2015 Hasbro. All Rights Reserved.

ANG32308
 AG L-SHP  ファインディング 
ドリーシェイプ
ロット／5枚単位　サイズ／76cm×76cm
容量／64リットル

ANG35370
 AG L-SHP  カーズ 
ライトニングマックイーン
ロット／5枚単位　サイズ／76cm×43cm
容量／67リットル

ANG28401
 AG オーブス   
モンスターズユニバーシティ
ロット／1枚単位　サイズ／38cm×40cm  
容量／35リットル

ANG20010
 AG ジャンボ  シングアチューン  
バズライトイヤーハッピーバースデー
ロット／1枚単位　サイズ／71cm
容量／70リットル

ANG61959
 AG L-SHP  バズフルボディ
ロット／5枚単位　サイズ／61cm×89cm  
容量／36リットル

ANG23478
 AG エアウォーカー  バズライトイヤー
ロット／1枚単位　サイズ／102cm×135cm 
容量／140リットル
★ヘリウムタイプ 自立できます。

ANG111199
 AG エアウォーカー  
モンスターズユニバーシティ マイク
ロット／1枚単位　サイズ／129cm×137cm
容量／118リットル　★ヘリウムタイプ 自立できます。

ANG26357
 AG 17"  ウッディ&バズ
ロット／5枚単位　サイズ／43cm　容量／14リットル

ANG22304
 AG 17"  カーズマックイーングループ
ロット／5枚単位　サイズ／43cm　容量／14リットル

ANG26323
 AG 9"   
ファインディングニモ
ロット／10枚単位
サイズ／23cm 

ANG23761
 AG ミニSHP   
トイストーリー バズ
ロット／10枚単位
サイズ／42.5cm×
36.5cm

ANG21487
 AG ミニSHP   
トイストーリー 
ウッディー
ロット／10枚単位
サイズ／23cm×41cm

ANG30067
 AG ミニSHP  
トイストーリーギャング
ロット／10枚単位　
サイズ／23cm 

ANG32310
 AG ミニSHP   
ファインディング 
ドリーシェイプ
ロット／10枚単位
サイズ／26cm×24cm

ANG32438
 AG 17" SHP  ズートピア
ロット／5枚単位　サイズ／43cm　容量／17リットル

表
裏

ANG31656
 AG ジャンボシングアチューン  マイリトルポニー
ロット／1枚単位　サイズ／71cm　容量／70リットル

ANG29818
 AG オーブス  マイリトルポニー
ロット／1枚単位　サイズ／38cm×40cm　容量／35リットル

ANG34595
 AG オーブス  マイリトルポニークリアー
ロット／1枚単位　サイズ／38cm×40cm　容量／35リットル

ANG115513
 AG エアウォーカー   
マイリトルポニー ピンキーパイ
ロット／1枚単位　サイズ／114cm×119cm　 
※エアータイプ（エアーのみで自立します）

ANG26385
 AG バルーンバディ  マイリトルポニー
ロット／1枚単位　サイズ／66cm×73cm　
★ヘリウムタイプ 自立できます。

ANG34843
 AG L-SHP  ピンキーパイ
ロット／5枚単位　サイズ／76cm×83cm　

ANG26467
 AG L-SHP  マイリトルポニー  
レインボーダッシュ
ロット／5枚単位　サイズ／71cm×68cm　

ANG34902
 AG 17”  マイリトルポニー ギャング
ロット／5枚単位　サイズ／43cm　容量／14リットル

ANG27080
 AG 17”  マイリトルポニー バースデー
ロット／5枚単位　サイズ／43cm　容量／14リットル

ANG26421
 AG 17”  マイリトルポニー
ロット／5枚単位　サイズ／43cm　容量／14リットル

ANG24797
 AG 17”  マイリトルポニー ハート
ロット／5枚単位　サイズ／43cm　容量／13リットル

ANG30173
 AG ミニSHP  マイリトルポニー シェイプ
ロット／10枚単位　

ANG24798
 AG 9”  マイリトルポニー ハート
ロット／10枚単位　サイズ／23cm

ANG30174
 AG インフレイトアファン  マイリトルポニー
ロット／5枚単位　サイズ／15cm×30cm

ここを
たたくと
しゃべりだす

4面体の
バルーン

ここを
たたくと
歌いだす
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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。

リボン・台紙別売　ヘリウムガス対応

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。 詳しくはP4を参照ください。

Star Wars / American Hero other スターウォーズ/アメリカンヒーロー他  Sponge Bob / Tweety / Sesame Street  スポンジボブ／トゥイーティ／セサミストリート� �

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。 詳しくはP4を参照ください。
※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。

リボン・台紙別売　ヘリウムガス対応

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。

ANG63989
 AG L-SHP   
スポンジボブ  
スクエアパンツ
ロット／5枚単位　 
サイズ／56cm×71cm
容量／26リットル

ANG23481
 AG エアウォーカー   
スポンジボブ  
スクエアパンツ
ロット／1枚単位　 
サイズ／74cm×117cm
容量／120リットル
★ヘリウムタイプ 自立できます。

ANG23050
 AG ミニSHP  トゥイーティ 
ビーマイツイートハート
ロット／10枚単位
サイズ／27cm×38.5cm 

ANG14071
 AG ミニSHP   
トゥイーティフルボディ
ロット／10枚単位
サイズ／25.5cm×29.5cm 

ANG93989
 AG ミニSHP  スポンジボブ  
スクエアパンツ
ロット／10枚単位
サイズ／36cm×37.5cm

ANG18331
 AG 18" SHP  スポンジボブ  
スクエアフェイス
ロット／5枚単位　サイズ／45cm   
容量／18リットル

ANG17859
 AG 18" SHP  スポンジボブ ジョイ
ロット／5枚単位　サイズ／45cm   
容量／18リットル

ANG09488
 AG 17"  スポンジボブ スマイル
ロット／5枚単位　サイズ／43cm 
容量／14リットル

ANG08342
 AG エアウォーカー   
バックスバニー
ロット／1枚単位　サイズ／208cm  
容量／63リットル
★ヘリウムタイプ 自立できます。

ANG08343
 AG エアウォーカー   
トゥイーティ
ロット／1枚単位　サイズ／94cm  
容量／36リットル
★ヘリウムタイプ 自立できます。

ANG23492
 AG ジャンボ  シングアチューン  
トゥイーティ ハッピーバースデー
ロット／1枚単位　サイズ／71cm 　
容量／70リットル

ANG29298
 AG L-SHP  トゥイーティ  
ハーツ&バタフライズ
ロット／5枚単位　 
サイズ／76cm×66cm　
容量／38リットル

ミッキーマウス　ディズニーツムツム　フローズン　プリンセス　ソフィアザファースト　その他　ミニオンズ　トーマス　くまのプーさん　ファインディングドリー
モンスターズユニバーシティ　トイストーリー他　マイリトルポニー　スターウォーズ　アメリカンヒーロー　スポンジボブ　トゥイーティ　セサミストリート　スマイル　エモジ　ハローキティ
国内キャラクターＵＦＯマイラーバルーン・ＵＦＯ風船各種・キャラクターバルーン　国内キャラクター・ノンキャラクタースティックバルーン　スティックバルーン　スティックバルーンスタンド

ミッキーマウス　ディズニーツムツム　フローズン　プリンセス　ソフィアザファースト　その他　ミニオンズ　トーマス　くまのプーさん　ファインディングドリー
モンスターズユニバーシティ　トイストーリー他　マイリトルポニー　スターウォーズ　アメリカンヒーロー　スポンジボブ　トゥイーティ　セサミストリート　スマイル　エモジ　ハローキティ

国内キャラクターＵＦＯマイラーバルーン・ＵＦＯ風船各種・キャラクターバルーン　国内キャラクター・ノンキャラクタースティックバルーン　スティックバルーン　スティックバルーンスタンド

© Lucasfilm Ltd. © 2015 UNIVERSAL STUDIOS © 2017 Warner Bros. Japan LLC ©DC Comics. ©Discovering Dinosaurs © 2017 Sesame Workshop 

ANG110067
 AG エアウォーカー 
スターウォーズR2D2 
ロット／1枚単位　サイズ／86cm×96cm
容量／185リットル

ANG30401
 AG エアウォーカー 
ストームトルーパー
ロット／1枚単位　サイズ／83cm×177cm
容量／163リットル

ANG31635
 AG エアウォーカー 
カイロレン
ロット／1枚単位　サイズ／177cm×104cm
※エアータイプ（エアーのみで自立します）

ANG30396
 AG オーブス 
スターウォーズ 
ロット／1枚単位　サイズ／38cm×40cm
容量／35リットル

ANG30399
 AG マルチ   
R2D2 
ロット／1枚単位　サイズ／55cm×66cm
容量／67.5リットル

ANG31622
 AG マルチ  スターウォーズ 
ランドクルーザー 
ロット／1枚単位　サイズ／88cm×73cm
容量／85リットル

ANG28445
 AG L-SHP  ダースベイダー 
ヘルメットブラック 
ロット／5枚単位
サイズ／63cm×63cm
容量／58リットル 

ANG30400
 AG L-SHP  
チューバッカ 
ロット／5枚単位
サイズ／43cm×96cm
容量／45リットル

ANG31621
 AG L-SHP  
スターウォーズ BB-8 
ロット／5枚単位
サイズ／50cm×83cm
容量／50リットル

ANG29692
 AG L-SHP  スーパーマン 
エンブレム
ロット／5枚単位
サイズ／66cm×50cm
容量／48リットル

ANG23479
 AG エアウォーカー   
バットマン
ロット／1枚単位
サイズ／91cm×111cm
容量／136リットル

ANG17755
 AG L-SHP  バットマン 
ケープシェイプ
ロット／5枚単位
サイズ／71cm×69cm
容量／60リットル

ANG21229
 AG L-SHP  ジャスティス 
リーグマーキー
ロット／5枚単位　サイズ／79cm×71cm
容量／53リットル

ANG29657
 AG L-SHP  バットマン 
エンブレム
ロット／5枚単位　
サイズ／68cm×48cm
容量／60リットル

ANG31619
 AG 17" SHP   
スターウォーズ 
ザフォースアウェイクン 
ロット／5枚単位
サイズ／43cm
容量／16リットル

ANG30172
 AG インフレイトアファン 
スターウォーズ 
ロット／5枚単位
サイズ／15cm×30cm
★逆止弁付・スティック不要

ANG33025
 AG ミニSHP  スターウォーズ 
ザフォースアウェイクン 
ロット／10枚単位
サイズ／23cm

ANG17754
 AG ミニSHP    バットマン 
アクションシェイプ
ロット／10枚単位
サイズ／33.5cm×42cm

ANG110242
 AG エアウォーカー 
ディスカバリングダイナソー T-REX
ロット／1枚単位　サイズ／172cm×154cm
容量／210リットル 
エアでも自立します。

ANG30163
 AG ミニSHP   
ダースベイダーヘルメット 
ロット／10枚単位
サイズ／26cm×33cm

表

裏

ANG02500
 AG L-SHP   
エルモヘッド
ロット／５枚単位　 
サイズ／51cm×46cm　
容量／21リットル

ANG07964
 AG L-SHP   
クッキーモンスター 
フルボディ
ロット／５枚単位
サイズ／59cm×79cm 
容量／46リットル

ANG23486
 AG エアウォーカー   
エルモ
ロット／1枚単位
サイズ／97cm×137cm 
容量／95リットル
★ヘリウムタイプ 自立できます。

ANG05899
 AG ミニSHP   
エルモ フルボディ
ロット／10枚単位
サイズ／29cm×35cm

ANG06463
 AG ミニSHP  
クッキーモンスター 
フルボディ
ロット／10枚単位
サイズ／22.5cm×39.5cm

ANG90110
 AG ミニSHP   
エルモヘッド
ロット／10枚単位
サイズ／25.5cm×26.5cm

ANG08947
 AG 17"  エルモスマイル
ロット／5枚単位　サイズ／43cm　
容量／14リットル

ANG06457
 AG 17"  エルモバースデー
ロット／5枚単位　サイズ／43cm　
容量／14リットル

ANG21716
 AG ジャンボ シングアチューン   
エルモバースデー
ロット／1枚単位　サイズ／71cm　 
容量／70リットル

ここを
たたくと
歌いだす

ここを
たたくと
歌いだす
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Smile / Emoji スマイル／エモジ� �

Character
キャラクター

Character
キャラクター

リボン・台紙別売　ヘリウムガス対応

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。

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。

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。 詳しくはP4を参照ください。
※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。

ANG34194
 AG マルチ   
シッティングエモティコン
ロット／1枚単位　サイズ／48ｃｍ×33ｃｍ  
※エアー専用

ミッキーマウス　ディズニーツムツム　フローズン　プリンセス　ソフィアザファースト　その他　ミニオンズ　トーマス　くまのプーさん　ファインディングドリー
モンスターズユニバーシティ　トイストーリー他　マイリトルポニー　スターウォーズ　アメリカンヒーロー　スポンジボブ　トゥイーティ　セサミストリート　スマイル　エモジ　ハローキティ
国内キャラクターＵＦＯマイラーバルーン・ＵＦＯ風船各種・キャラクターバルーン　国内キャラクター・ノンキャラクタースティックバルーン　スティックバルーン　スティックバルーンスタンド

ミッキーマウス　ディズニーツムツム　フローズン　プリンセス　ソフィアザファースト　その他　ミニオンズ　トーマス　くまのプーさん　ファインディングドリー
モンスターズユニバーシティ　トイストーリー他　マイリトルポニー　スターウォーズ　アメリカンヒーロー　スポンジボブ　トゥイーティ　セサミストリート　スマイル　エモジ　ハローキティ
国内キャラクターＵＦＯマイラーバルーン・ＵＦＯ風船各種・キャラクターバルーン　国内キャラクター・ノンキャラクタースティックバルーン　スティックバルーン　スティックバルーンスタンド

ANG06198
 AG L-SHP   
パーティハットスマイル
ロット／5枚単位　 
サイズ／56cm×99cm 　
容量／68リットル

NSB01275
 NSB L-SHP   
エモジプープ
ロット／5枚単位　
サイズ／50cm×50cm　
容量／35リットル

ANG21545
 AG 17"  スマイル
ロット／5枚単位　サイズ／43cm　
容量／14リットル

ANG205030
 AG 17"  キープオン スマイリン
ロット／5枚単位　サイズ／43cm　
容量／14リットル

BLT86605
 BLT 18"  スマイリー 
ホログラフィック
ロット／5枚単位　サイズ／45cm　
容量／15リットル

NSB01270
 NSB 18"  
エモジハートアイズ
ロット／5枚単位  
サイズ／45cm  
容量／15リットル

NSB01271
 NSB 18"  
エモジブラッシング
ロット／5枚単位  
サイズ／45cm  
容量／15リットル

NSB01272
 NSB 18"  
エモジクライング
ラッフィング
ロット／5枚単位  
サイズ／45cm  
容量／15リットル

NSB01273
 NSB 18"  
エモジウィンキング
ロット／5枚単位  
サイズ／45cm  
容量／15リットル

NSB01274
 NSB 18"  
エモジキッシング
ハート
ロット／5枚単位  
サイズ／45cm  
容量／15リットル

ANG07610
 AG 4"  スマイル
ロット／10枚単位　サイズ／10cm　

ANG05510
 AG 9"  スマイル
ロット／10枚単位　サイズ／23cm　

ANG07722
 AG ミニSHP   
パーティハットスマイル
ロット／10枚単位　
サイズ／25.5cm×39.5cm　 

PIN25925
 MF 9"  スマイルフェイス
ロット／10枚単位　サイズ／23cm　

BLT12595
 BLT 9"  スマイリーフェイス
ロット／10枚単位　サイズ／23cm　　

ANG33629
 AG 18" SHP   
バースデーエモジ
ロット／5枚単位　サイズ／46cm×75cm　
容量／19リットル

ANG34581
 AG 18" SHP   
エモーティコン バディ
ロット／5枚単位　サイズ／53cm×45cm　
容量／19リットル

ANG33650
 AG 18" SHP   
ハッピーエモジウィズボウ
ロット／5枚単位　サイズ／50cm×57cm　
容量／20リットル

ANG33565
 AG 17"  エモジスマイル
ロット／5枚単位　サイズ／43cm　
容量／14リットル

ANG33628
 AG 17"  ラブエモジ
ロット／5枚単位　サイズ／43cm　
容量／14リットル

ANG33651
 AG 18" SHP   
ハッピーエモジウィズハット
ロット／5枚単位　サイズ／50cm×57cm
容量／20リットル

ANG33631
 AG L-SHP   
エモジシェイプ
ロット／5枚単位　
サイズ／99cm×58cm 
容量／65リットル

ANG35684
 AG L-SHP   
エモーティコン 
プープ
ロット／5枚単位　 
サイズ／63cm×60cm

ANG33729
 AG ジャンボ   
スマイリーフェイス
ロット／1枚単位　 
サイズ／71cm×71cm　 
容量／70リットル

ANG34578
 AG インサイダー   
エモーティコン 
パーティハット
ロット／1枚単位　
サイズ／60cm×60cm 
容量／42リットル

ANG32646
 AG マルチ   
スマイリングフェイス ピンク
ロット／1枚単位　サイズ／48cm×33cm
※エアー専用

ANG32644
 AG マルチ   
スマイリングフェイス イエロー
ロット／1枚単位　サイズ／48cm×33cm
※エアー専用

ANG32645
 AG マルチ   
スマイリングフェイス ブルー
ロット／1枚単位　サイズ／48cm×33cm
※エアー専用

ANG32823
 AG マルチ   
スマイリングフェイス ライムグリーン
ロット／1枚単位　サイズ／48cm×33cm
※エアー専用

ANG33627
 AG 4"  ウインキングエモジ
ロット／10枚単位　サイズ／10cm

ANG33653
 AG ミニSHP   
ハッピーエモジウィズハット
ロット／10枚単位
サイズ／17cm×22cm

ANG33626
 AG 9"   
ウインキングエモジ
ロット／10枚単位　サイズ／23cm

ANG33630
 AG ミニSHP   
バースデーエモジ
ロット／10枚単位
サイズ／17cm×31cm

ANG33652
 AG ミニSHP   
ハッピーエモジウィズボウ
ロット／10枚単位
サイズ／17cm×22cm

表

裏

PIN29632
 MF 18"  スマイリーフェイス 
イエロー
ロット／5枚単位　サイズ／45cm　
容量／15リットル

PIN29636
 MF 18"  スマイリーフェイス 
レッド
ロット／5枚単位　サイズ／45cm　
容量／15リットル

PIN29864
 MF 18"  スマイリーフェイス 
ワイルドベリー
ロット／5枚単位　サイズ／45cm　
容量／15リットル

PIN29640
 MF 18"  スマイリーフェイス 
ブルー
ロット／5枚単位　サイズ／45cm　
容量／15リットル

PIN29628
 MF 18"  スマイリーフェイス 
グリーン
ロット／5枚単位　サイズ／45cm　
容量／15リットル

PIN47877
 MF 18"  スマイル＆デイジー
ロット／5枚単位　サイズ／45cm　
容量／15リットル

PIN26046
 MF 18"  スマイルフェイス
ロット／5枚単位　サイズ／45cm　
容量／15リットル

PIN99576
 MF 18"  スウィート 
スマイルフェイス ペイルブルー
ロット／5枚単位　サイズ／45cm　
容量／15リットル

PIN99573
 MF 18"  スウィート 
スマイルフェイス ピンク
ロット／5枚単位　サイズ／45cm　
容量／15リットル

BLT32265
 BLT 9"  エモジサングラス
ロット／10枚単位　サイズ／23ｃｍ

BLT32263
 BLT 9"  エモジエルオーエル
ロット／10枚単位　サイズ／23ｃｍ

BLT32266
 BLT 9"  エモジウィンク
ロット／10枚単位　サイズ／23ｃｍ

BLT32264
 BLT 9"  エモジスマイリー
ロット／10枚単位　サイズ／23ｃｍ

BLT32267
 BLT 9"  エモジハーツ
ロット／10枚単位　サイズ／23ｃｍ

BLT36263
 BLT 18"   
エモジエルオーエル
ロット／5枚単位　サイズ／45cm
容量／15リットル  

BLT36505
 BLT 18"   
エモジキス
ロット／5枚単位　サイズ／45cm
容量／15リットル  

BLT36264
 BLT 18"   
エモジスマイリー
ロット／5枚単位　サイズ／45cm
容量／15リットル  

BLT36265
 BLT 18"   
エモジサングラス
ロット／5枚単位　サイズ／45cm
容量／15リットル  

BLT36266
 BLT 18"   
エモジウィンク
ロット／5枚単位　サイズ／45cm
容量／15リットル  

BLT36593
 BLT 18"   
エモジワッキー
ロット／5枚単位　サイズ／45cm
容量／15リットル  

BLT36267
 BLT 18"   
エモジハーツ
ロット／5枚単位　サイズ／45cm
容量／15リットル  

キッシーズ限定生産
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Hello Kitty  ハローキティ

Character
キャラクター

Character
キャラクター

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。 詳しくはP4を参照ください。
※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。

リボン・台紙別売　ヘリウムガス対応

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。

ミッキーマウス　ディズニーツムツム　フローズン　プリンセス　ソフィアザファースト　その他　ミニオンズ　トーマス　くまのプーさん　ファインディングドリー
モンスターズユニバーシティ　トイストーリー他　マイリトルポニー　スターウォーズ　アメリカンヒーロー　スポンジボブ　トゥイーティ　セサミストリート　スマイル　エモジ　ハローキティ
国内キャラクターＵＦＯマイラーバルーン・ＵＦＯ風船各種・キャラクターバルーン　国内キャラクター・ノンキャラクタースティックバルーン　スティックバルーン　スティックバルーンスタンド

ミッキーマウス　ディズニーツムツム　フローズン　プリンセス　ソフィアザファースト　その他　ミニオンズ　トーマス　くまのプーさん　ファインディングドリー
モンスターズユニバーシティ　トイストーリー他　マイリトルポニー　スターウォーズ　アメリカンヒーロー　スポンジボブ　トゥイーティ　セサミストリート　スマイル　エモジ　ハローキティ
国内キャラクターＵＦＯマイラーバルーン・ＵＦＯ風船各種・キャラクターバルーン　国内キャラクター・ノンキャラクタースティックバルーン　スティックバルーン　スティックバルーンスタンド
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キティちゃんの
柄のホログラム！

表

表
裏

裏
表

裏

LOG30306
 Wバルーン  キティフルボディ
ロット／10枚単位　サイズ／49cm　容量／29リットル
★リボン・おもり付

SAG02435
 SAG  ホログラムキティシェイプ
ロット／5枚単位　サイズ／50cm　容量／17リットル
★リボン付

SAG02487
 SAG  キティシェイプNEW
ロット／10枚単位　サイズ／40cm×35cm×23cm（型径50cm）　 
容量／17リットル　★リボン・おもり付

表 裏

表

裏

★�アルファベットシール付きで名前を入れるこ
とができる画期的な商品です！１枚に付き１
シート付いています。

表
表

裏

裏

表

裏

ANG21843
 AG L-SHP  ハローキティサマーファンキティ
ロット／5枚単位　サイズ／56cm×76cm　容量／60リットル

ANG21753
 AG L-SHP  ハローキティシェイプ
ロット／5枚単位　サイズ／56cm×69cm　容量／55リットル

ANG16800
 AG L-SHP  ハローキティ ピンク＆パープル
ロット／5枚単位　サイズ／56cm×76cm　容量／50リットル

ANG23476
 AG エアウォーカー  ハローキティ
ロット／1枚単位　サイズ／76cm×127cm　容量／170リットル
★ヘリウムタイプ　自立できます。

SAG02441
 SAG  お散歩キティアップル
ロット／10枚単位　サイズ／52cm　　容量／12リットル
★リボン・おもり付　★ヘリウムタイプ　自立できます。

ANG26336
 AG バルーンバディ  ハローキティ
ロット／1枚単位　サイズ／39cm×59cm　
★ヘリウムタイプ 自立できます。

ANG21844
 AG ミニSHP   
ハローキティ  
サマーファンキティ
ロット／10枚単位
サイズ／24.5cm×35cm　

ANG17856
 AG ミニSHP   
ハローキティ  
ピンク＆パープル
ロット／10枚単位
サイズ／26.5cm×35cm　

ANG21842
 AG 18"SHP   
ハローキティヘッド
ロット／5枚単位　サイズ／45cm　 
容量／15リットル

TKR03949
 TKR 38㎝   
アイブレックススウィートハート 
カラフルバニーキティ（PK無）
ロット／5枚単位　サイズ／38cm 
容量／7リットル
★リボン付

ANG21751
 AG 17"   
ハローキティ キャラクター
ロット／5枚単位　サイズ／43cm　
容量／14リットル

ANG26519
 AG 17"  ハローキティ 
トゥイーンハート
ロット／5枚単位　サイズ／43cm　
容量／13リットル

ANG25619
 AG 17"  ハローキティハート
ロット／5枚単位　サイズ／43cm　 
容量／13リットル

ANG118230
 AG 17"  ハローキティ 
レインボー
ロット／5枚単位　サイズ／43cm　 
容量／14リットル

SAG02332
 SAG 45cm  ハローキティ リンゴ 丸
ロット／10枚単位　サイズ／45cm　
容量／15リットル
★リボン・おもり付

ANG25885
 AG ジャンボ  シングアチューン  ハローキティバースデー
ロット／1枚単位　サイズ／71cm　容量／70リットル

ANG29654
 AG L-SHP   
パーソナライズドハローキティ 
ロット／5枚単位　サイズ／48cm×81cm　 
容量／48リットル

SAG02464
 SAG  浮きぐるみキティ 
ロット／10枚　サイズ／47cm×39cm×26cm
容量／19リットル
★浮力5g　★リボン付

ANG06354
 AG 9”   
ハローキティビー
ロット／10枚単位　サイズ／23cm　

SAG02484
 SAG  キャンディキティ
ロット／10枚単位　サイズ／37cm　
容量／16リットル
★リボン付

SAG02479
 45cm UFO  いちごキティ
ロット／10枚単位　サイズ／45cm　
容量／15リットル
★リボン・おもり付

SAG01463
プチキティwith 
ハート ウィンク
ロット／10枚単位
サイズ／8cm×12cm　

SAG01464
プチキティwith 
ハート ハッピーバースデー
ロット／10枚単位
サイズ／8cm×12cm　

ここを
たたくと
歌いだす
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Character UFO Myler Balloon  国内キャラクターＵＦＯマイラーバルーン・ＵＦＯ風船各種・キャラクターバルーン

Character
キャラクター

Character
キャラクター

ミッキーマウス　ディズニーツムツム　フローズン　プリンセス　ソフィアザファースト　その他　ミニオンズ　トーマス　くまのプーさん　ファインディングドリー
モンスターズユニバーシティ　トイストーリー他　マイリトルポニー　スターウォーズ　アメリカンヒーロー　スポンジボブ　トゥイーティ　セサミストリート　スマイル　エモジ　ハローキティ
国内キャラクターＵＦＯマイラーバルーン・ＵＦＯ風船各種・キャラクターバルーン　国内キャラクター・ノンキャラクタースティックバルーン　スティックバルーン　スティックバルーンスタンド

ミッキーマウス　ディズニーツムツム　フローズン　プリンセス　ソフィアザファースト　その他　ミニオンズ　トーマス　くまのプーさん　ファインディングドリー
モンスターズユニバーシティ　トイストーリー他　マイリトルポニー　スターウォーズ　アメリカンヒーロー　スポンジボブ　トゥイーティ　セサミストリート　スマイル　エモジ　ハローキティ
国内キャラクターＵＦＯマイラーバルーン・ＵＦＯ風船各種・キャラクターバルーン　国内キャラクター・ノンキャラクタースティックバルーン　スティックバルーン　スティックバルーンスタンド
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©尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション ©藤子プロ・小学館 ©藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK ©やなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ ©SAN-X CO., LTD. 
©2017 SANRIO CO., LTD. ©kumamoto © 2017 Gullane (Thomas) Limited.© 2017 HIT Entertainment Limited. ©St.WORKS

DIC40350
 45cm UFO  
ポケットモンスター サン＆ムーン
ロット／10枚　サイズ／45cm
容量／15リットル　★リボン・おもり付

DIC40341
 45cm UFO  
妖怪ウォッチUSAピョンVer
ロット／10枚　サイズ／45cm
容量／15リットル　★リボン・おもり付

KIS62954
 45cm UFO  
風船 ミッフィー
ロット／10枚　サイズ／45cm
容量／15リットル　★リボン・おもり付

DIC40347
 45cm UFO  
スナックワールド
ロット／10枚　サイズ／45cm
容量／15リットル　★リボン・おもり付

表

表
表 表

裏

裏

裏裏

表

裏
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裏
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裏
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裏
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裏
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裏

表

裏

表

裏
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裏 表

裏
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裏
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裏
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裏

表

表 表
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表
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裏

裏 裏 裏

裏

裏

おもりも
くまモン型！！

DIC40307
 45cm UFO   
ワンピース（新世界編）
ロット／10枚単位　サイズ／45cm　
容量／15リットル　★リボン・おもり付

DIC80101
 45cm UFO   
ドラえもん
ロット／10枚単位　サイズ／45cm
容量／15リットル　★リボン・おもり付

DIC80100
 45cm UFO   
アンパンマン
ロット／10枚単位　サイズ／45cm　
容量／15リットル　★リボン・おもり付

TKR40318
 L-SHP  流れ星アンパンマン
ロット／10枚単位　サイズ／70cm×45cm　容量／22リットル
★リボン・おもり付

DIC40352
 L-SHP  ピカチュウシェイプ
ロット／10枚単位　サイズ／45cm　容量／15リットル 
★リボン・おもり付

TKR05145
エアートイ チョッパーシェイプ
ロット／10枚単位　サイズ／36cm×45cm　
容量／15リットル　★リボン・おもり付

DIC80234
 45cm UFO   
リラックマ
ロット／10枚単位　サイズ／45cm
容量／15リットル　★リボン・おもり付

SAG02443
 SAG  くまモンのバルーン 

（うきうきバージョン）
ロット／10枚単位　サイズ／40cm×35cm 
容量／16リットル　★リボン・おもり付

SAG02186
 SAG  ドラえもん 
タケコプター付
ロット／10枚単位　サイズ／46cm 
容量／9リットル　★逆止弁付、つり板付

ITO10070
Wバルーン ウサハナ
ロット／10枚単位　サイズ／49cm
容量／29リットル　★リボン・おもり付

LOG30306
Wバルーンキティフルボディ
ロット／10枚単位　サイズ／49cm　
容量／29リットル　★リボン・おもり付

LOG30305
Wバルーンアンパンマン
ロット／10枚単位　サイズ／49cm　
容量／29リットル　★リボン・おもり付

LOG23821
Ｗバルーンドラえもん（NEW)
ロット／10枚単位　サイズ／49cm　
容量／29リットル　★リボン・おもり付

LOG31903
Wバルーントーマス
ロット／10枚単位　サイズ／49cm　
容量／29リットル　★リボン・おもり付

LOG30302
Wバルーン マイメロディー
ロット／10枚単位　サイズ／49cm　
容量／29リットル　★リボン・おもり付

SAG02358
 SAG  温泉まんじゅうくん アソート
ロット／10枚単位（2種各5枚）　サイズ／27cm　容量／7リットル
★リボン・おもり付

SAG02477
 45cm UFO   
マイメロディ
ロット／10枚　サイズ／45cm
容量／15リットル　★リボン・おもり付

SAG02463
 45cm UFO   
ぐでたま
ロット／10枚　サイズ／45cm
容量／15リットル　★リボン・おもり付

DIC40348
 45cm UFO  
風船 ガラピコぷ～
ロット／10枚　サイズ／45cm
容量／15リットル　★リボン・おもり付

DIC40339
 45cm UFO  
ドラゴンボール超
ロット／10枚　サイズ／45cm
容量／15リットル　★リボン・おもり付

SAG02442
 45㎝ CRハート   
ぼんぼんりぼん
ロット／10枚単位　サイズ／45cm
容量／14リットル　★リボン・おもり付

SAG02486
 SAG 45cm   
CRポムポムプリン
ロット／10枚単位　サイズ／45cm
容量／16リットル　★リボン・おもり付

SAG02489
 SAG 45cm   
CRシナモロール
ロット／10枚単位　サイズ／45cm
容量／16リットル　★リボン・おもり付

表

裏

表

裏

表

裏

DIC40349
 45cm UFO  
仮面ライダーエグゼイド
ロット／10枚　サイズ／45cm
容量／15リットル　★リボン・おもり付

DIC40353
 45cm UFO  
宇宙戦隊キュウレンジャー
ロット／10枚　サイズ／45cm
容量／15リットル　★リボン・おもり付

DIC40351
 45cm UFO  
キラキラ☆プリキュアアラモード 
ロット／10枚　サイズ／45cm
容量／15リットル　★リボン・おもり付
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Character
キャラクター

Stick Balloon Stand
スティックバルーンスタンド

ブローイングタイプのスティックバルーンは、スティックから空気を入れるだけで完成します。

Character Stick Balloon  国内キャラクター／ノンキャラクタースティックバルーン

Stick Balloon Stand  スティックバルーンスタンド

ミッキーマウス　ディズニーツムツム　フローズン　プリンセス　ソフィアザファースト　その他　ミニオンズ　トーマス　くまのプーさん　ファインディングドリー
モンスターズユニバーシティ　トイストーリー他　マイリトルポニー　スターウォーズ　アメリカンヒーロー　スポンジボブ　トゥイーティ　セサミストリート　スマイル　エモジ　ハローキティ
国内キャラクターＵＦＯマイラーバルーン・ＵＦＯ風船各種・キャラクターバルーン　国内キャラクター・ノンキャラクタースティックバルーン　スティックバルーン　スティックバルーンスタンド

ミッキーマウス　ディズニーツムツム　フローズン　プリンセス　ソフィアザファースト　その他　ミニオンズ　トーマス　くまのプーさん　ファインディングドリー
モンスターズユニバーシティ　トイストーリー他　マイリトルポニー　スターウォーズ　アメリカンヒーロー　スポンジボブ　トゥイーティ　セサミストリート　スマイル　エモジ　ハローキティ
国内キャラクターＵＦＯマイラーバルーン・ＵＦＯ風船各種・キャラクターバルーン　国内キャラクター・ノンキャラクタースティックバルーン　スティックバルーン　スティックバルーンスタンド

© 2017 テレビ朝日・東映AG・東映 ©ABC・東映アニメーション © 2016 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映 ©LEVEL-5 Inc. ©kumamoto ©藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK ©2017 SANRIO CO., LTD. 
©やなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ ©Disney ©Peanuts Worldeide LLC. © Moomin Characters
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TKR80598
 ブローイング TKR  
ジバニャン
ロット／10本単位
サイズ／14cm×19cm
　　　 （スティック約30cm）

TKR80616
 ブローイング TKR   
仮面ライダーエグゼイド　
ロット／10本単位
サイズ／19cm×18cm
（スティック約30cm）

TKR80623
 ブローイング TKR  
宇宙戦隊キュウレンジャー
ロット／10本単位
サイズ／19cm×18cm
（スティック約30cm）

TKR80621
 ブローイング TKR  
キラキラ☆プリキュアアラモード
ロット／10本単位
サイズ／19cm×18cm
（スティック約30cm）

高さ
173cm

高さ
44cm

こ
こ
が
マ
グ
ネ
ッ
ト
で
す

金
属
に
く
っ
つ
き
ま
す

★卓上用に最適!

横幅51cm 横幅102cm横幅51cm

卓上用

高さ
183cm

高さ
71cm

高さ
183cm

高さ
183cm

SAG01333
 ブローイング SAG   
ドラえもん 
ロット／10本単位
サイズ／20cm

TKRB1000
 ブローイング TKR  キティ 
ロット／10本単位
サイズ／18.5cm×24cm　

TKRB10333
 ブローイング TKR   
アンパンマンスカイ
ロット／10本単位
サイズ／27cm×18cm　

SAG01006
 ブローイング SAG 25cm   
レギュラー 6柄アソート
ロット／10本単位　サイズ／25cm　

TKR02028
 ブローイング TKR   
くまモン　
ロット／10本単位
サイズ／17cm×25cm　

ANGB29957
 ブローイング AG ミニSHP   
ディスピカブルミー
ロット／10本単位
サイズ／13cm×27cm　

SAG01086
 ブローイング SAG 13cm   
マイメロディ 4柄アソート 
ロット／20本単位　 
サイズ／13cm　

SAG01005
 ブローイング SAG 13cm   
キキララ 4柄アソート 
ロット／20本単位　 
サイズ／13cm　

SAG01466
 ブローイング SAG   
くまモンのふうせん
ロット／10本単位
サイズ／16cm×44cm

ANGB06069
 ブローイング AG ミニSHP   
オーシャンブルードルフィン
ロット／10本単位　
サイズ／40cm×27cm　

ANGB08434
 ブローイング AG ミニSHP  
ピンクドルフィン
ロット／10本単位　
サイズ／40cm×27cm　

ANGB07717
 ブローイング AG ミニSHP   
シャンパンボトル
ロット／10本単位
サイズ／20.5cm×40cm　

KS-1204
 バルーンピック   
スヌーピー＆ 
ウッドストック
ロット／5本単位
サイズ／20cm×45cm

（スティック含）
Pサイズ／14cm×18cm
袋入り　スティック・逆止弁付　

KC-5114
 バルーンピック   
スナフキン
ロット／5本単位
サイズ／20cm×47cm

（スティック含）
Pサイズ／14cm×18cm
袋入り 
スティック・逆止弁付

KS-1207
 バルーンピック   
スヌーピーシェイプ
ハート
ロット／5本単位
サイズ／21cm×45cm

（スティック含）
Pサイズ／14cm×18cm
袋入り　スティック・逆止弁付　

KC-5117
 バルーンピック   
ニョロニョロ
ロット／5本単位
サイズ／16cm×54cm

（スティック含）
Pサイズ／14cm×18cm
袋入り 
スティック・逆止弁付

KS-1205
 バルーンピック   
スヌーピー 
ドックハウス
ロット／5本単位
サイズ／20cm×47cm

（スティック含）
Pサイズ／14cm×18cm
袋入り　スティック・逆止弁付　

KC-5115
 バルーンピック   
ムーミン
ロット／5本単位
サイズ／26cm×44cm

（スティック含）
Pサイズ／14cm×18cm
袋入り 
スティック・逆止弁付

KS-1208
 バルーンピック   
スヌーピー丸型 
ベースボール/ゴルフ
ロット／5本単位
サイズ／20cm×40cm

（スティック含）
Pサイズ／14cm×18cm
袋入り　スティック・逆止弁付　

KC-5118
 バルーンピック   
ムーミン屋敷
ロット／5本単位
サイズ／19cm×55cm

（スティック含）
Pサイズ／14cm×18cm
袋入り 
スティック・逆止弁付

KS-1206
 バルーンピック   
スヌーピー＆ 
チャーリーブラウン
ロット／5本単位
サイズ／20cm×46cm

（スティック含）
Pサイズ／14cm×18cm
袋入り　スティック・逆止弁付　

KC-5116
 バルーンピック   
リトルミイ
ロット／5本単位
サイズ／21cm×48cm

（スティック含）
Pサイズ／14cm×18cm
袋入り 
スティック・逆止弁付

KS-1209
 バルーンピック   
スヌーピー丸型 
ハート
ロット／5本単位
サイズ／20cm×40cm

（スティック含）
Pサイズ／14cm×18cm
袋入り　スティック・逆止弁付　

ANGB10107
 ブローイング AG ミニSHP  
ハッピーバースデー  
カップケーキ
ロット／10枚単位　
サイズ／28cm×36cm　

ANGB07722
 ブローイング AG ミニSHP   
パーティハットスマイル
ロット／10枚単位　 
サイズ／25.5cm×39.5cm

ANG16164
ディスプレイメタルシリンダー
ウィズマグネット
ロット／1台単位　サイズ／長さ18cm　

ANG16446
エアフィルドシリンダーウィズフラットベース
ロット／1台単位　サイズ／高さ44cm
仕様／9"サイズで60本

ANG14449
メタルフロアディスプレー
ロット／1台単位　サイズ／高さ173cm　仕様／9"サイズで96本

ANG09333
AG エアフィルド 
ワンダフルスピナーディスプレイ
ロット／1台単位
サイズ／幅51cm×奥行51cm×高さ183cm　
※取り寄せ商品となります。納期はご確認ください。

NSB88982
NSB 36ペグ コラゲイト 
カウンタートップスピナーディスプレイ
ロット／1台単位
サイズ／幅28cm×奥行28cm×高さ71cm

ANG16175
AG 48ペグ フロアスピナー（4パネル）黒
ロット／1台単位
サイズ／幅51cm×奥行51cm×高さ183cm
※取り寄せ商品となります。納期はご確認ください。

ANG17165
AG 96ペグ フロアデュアルスピナー黒
ロット／1台単位
サイズ／幅102cm×奥行51cm×高さ183cm
※取り寄せ商品となります。納期はご確認ください。

横幅28cm横幅28cm

両面プリント 両面プリント
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