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水に浮く商品です

水の中に沈む商品です

出荷方法について
●全国発送可能です。出荷のご注文はネット発注システム（e-whole-
sale）又はFAXでのみお受けいたします。15：00までのご注文は当
日発送（弊社営業日のみ）。
※代引の場合に限ります。銀行振り込みをご希望のお客様はお問い合わせください。
※在庫切れの場合や、また一部受注発注の商品もございます。その際は納期にお
時間を頂く場合もございますので御了承ください。15：00を過ぎたご注文は翌日
以降の発送となります。

●ご注文合計（税抜）が1万円以上の場合は、送料をサービスさせていた
だいております。
※沖縄・北海道は2万円以上でサービスとなります。（一部地域では別途送料が必
要となります。ご了承ください。）
※レンタルヘリウムガスボンベ等の対象外商品を除く

アイコンについて

不良品の扱い・返品等
●原則として返品はお受けしておりません。
●商品に不具合が発生した場合には状況を確認させて頂いた上、不良
　品であると認識できたものにつきましては、早急に代替商品にて
　交換させていただきます。不良品に対しましては、弊社が可能な範囲
　内で対応させていただきますが、
不良品によって伴ったお客様における施工費など、商
品供給以外における責務は負い兼ねますので何卒ご了
承頂きますようお願い申し上げます。

特大駄菓子・うまい棒 - P76 / 駄菓子くじセット・かたぬき・配り用
キャンディ・チョコレート・配り用駄菓子・駄菓子パック・駄菓子輪投
げキット・射的キット - P77 / 自立タイプ駄菓子 - P78

お菓子 - P76

流しそうめん機 - P78 / かき氷・かき氷機械 - P79 / 氷カップ - 
P80 / 綿菓子袋 - P80 / りんごあめ袋 - P81 / 綿菓子材料・綿菓
子機 - P82 / ポップコーン材料・ポップコーン機 - P83

クラッカー - P84 / ラバーマスク - P86 / アクションマスク - P88 
/ かつら - P89 / フェイス＆ボディペイント - P90 / イベントゲー
ム・抽選器- P92 / ビンゴ用品・サイコロ・くじ紙・抽選箱・イベント盛
り上げグッズ・はっぴ - P93 / イベント用品 - P94 / イベント装飾・
エアブロウ・エアPOP - P94 / のぼり・おはながみ - P96

食材・機材 - P78

イベントパーティ用品 - P84

お客さんくるくる風船タワーキット・ゴム風船アーチキット - P98 / 
デコバルーンアーチキット・デコバルーンコラムタワーキット・ゴム風
船 - P99 / キッシーズオリジナルプリント・クリップ・バルーングリッ
プ - P100 / プラ棒・ジャイアントバルーン・ZIBIクリップ - P101 / 
40cmふうせんバレー・ツイストバルーン・お散歩風船・はらぺこあお
むし - P102 / メタリック風船・ドルフィン風船・バルーンアクセサ
リー・メタリックキャラクター風船 - P103 / スティックバルーン・ポ
ンプ・ブロアー - P104 / ヘリウムガス各種 - P105

バルーン - P98

新しくカタログに掲載
された商品です

48パイカプセルに入
る商品です

キッシーズがオススメ
するヒット商品です

65パイカプセルに入
る商品です

取り寄せ商品です
納期に余裕を持って
ご注文ください

笛が付いていて握ると
音が鳴る商品です

ガチャコロ倶楽部に
入る商品です

キッシーズオリジナル
商品です

廃盤等の理由により　
在庫の少ない商品です

立てて置くことができ
る商品です

国内生産の商品です

商品価格について
●当社商品の価格は、掲載期間中に価格変更させていただく場合があ
ります。当社仕入れサイトに於いては常に最新の価格・状況を反映して
おりますので、ぜひご登録いただきご参照ください。

キッシーズe-Wholesale
https://www.kishi-gum.jp

※在庫等は季節等によって変更します。ご発注の際に事前にご連絡頂けると幸いです。
   都合により、予告なくデザイン等を変更する場合があります。



HOW TO USE? くみたてかた HOW TO PLAY? きほんのあそびかた

CARNIVALGAME BOX!?

カーニバ
ルゲーム

ボックス
ってなに

!?

子供も大
人も大好

きな“カー
ニバルゲ

ーム”が届
いた

その場で
、どこでも

だれでも
すぐに簡

単にでき
る！

イベント会
場やご家

庭でも楽
しめる“カ

ーニバル
ゲー

ムボックス
”。組み合

わせ次第
でゲーム

のバリエー
ショ

ンは10,0
00通り以

上！遊ぶ側
も遊ばせ

る側もず
っと

飽きませ
ん！本体材

質はカード
ボード（ダ

ンボール
）。

古紙利用
率が90％

以上とサ
ステナビリ

ティに優
れた

素材です
。さらに人

と人の距
離を離し

て遊べる
ので

ソーシャル
ディスタン

スを保て
ます。

一つの箱にゲームに必要なすべてが入っています。ふ

たを開けると本体がそのままゲームのベースになり、

立てる向きによってタイトルを変えることができます。

本体ふたを立て、すべての

タワーをくみたてます。

すべてのタワーにステージを取り付け

図のように本体に設置します。残った

タワーは射的台にします。

景品や付属の的をステージに乗せて

ゲームスタート！景品や的が倒れた

り、下に落ちたらアタリ！

景品や付属の的をステージに乗せてゲームスタート！

景品や的にリングが通ったらアタリ！

本体箱を「BALL TOSS」

が上に来るように立てます。

すべてのタワーをくみたて

奥から高い順に本体に設置します。

本体箱を「RING TOSS」

が上に来るように立てます。

すべてのタワーにステージを取り

付け、奥から高い順に本体に設置

します。

ゲームスタート！

タテヨコナナメに

ボールが入れば

ビンゴでアタリ！

付 属の的をタ

ワーにかければ

ポイント制ゲーム

もできます。
本体ふた

本体箱

タワー・ステージ
景品

66cm

71cm

必ずお読みください　【取り扱い上の注意】　※１　破損などの原因になるので水で濡らさないようにご注意ください。　※２　掲載商品は予告なく仕様の変更、販売終了する場合がございます。

LEVEL ★★★☆☆

LEVEL ★☆☆☆☆

LEVEL ★★☆☆☆

　

動画でもっと詳しく！

特許出願中



モンスター
デザイン

射的・わな
げ用的

1～9ナンバ
ー

HOW TO ORDER? ご注文方法

CARNIVAL GAME BOX 本体とセット商品 PLAY EQUIPMENT 遊び道具

DECORATION かざりつけ

こちらの掲載商品は、すべてキッシーズ

『カーニバルゲームボックス』公式ページ

で購入することができます。景品を追加

購入したい・イベントを盛り上げる付属品

が欲しいなど、さまざまなご希望にお応

え致します。

※商品名の下にある商品コードで簡単に検索していただけ
ます。
※カーニバルゲームボックスの本体パーツの販売・交換は
おこなっておりません。

※掲載商品は予告なく仕様の変更、販売終了する場合がございます。

LEVEL ★★★★☆

的までの距
離が伸び

て

難易度U
P!

的と的の
間が空い

て

難易度U
P!

LEVEL ★★★★☆

HOW TO PLAY? 難易度UP⁉あそびかたアレンジ 色々なあそびかたをさがしてみてね！

上のQRコードを読み取るかURLを入力してアクセスしてください

www.kishis.co.jp/cgb

CARNIVAL GAME BOX
本体に遊び道具と景品が入ったスターターキット
 CGBEV64331

for BALL TOSS
ボールトスのためのボール（100個）
 PPYZG68015

for RING TOSS
リングトスのためのリング（大10本/小10本）
CGBEV64409

for SHOOTING GAME
シューティングゲームのための銃
 OISEV21712

MONSTER TARGET
専用的
 CGBEV64408
モンスターが描かれた的。裏は1～
9の番号になっています。(本体付
属の的と同様です)

φ5.5cm、約4.5g　ポリエチレン製
素材から製造、梱包まですべて日本製の
カラフルボール。 食品検査済。

BALLOON TOWER KIT
お客さんくるくる風船タワーキット
スタンダード　KIS50191

FILM BALLOON
P-ANG37906 P-ANG35659

TABLE COVER
 PG570045

約180cmのタワーは、カラフルなゴム
風船の見た目とボリューム感でアイ
キャッチ抜群！スティックがついた風船
を、タワーから外してお子様に配れます！

72cm×420cm
意外と気になるテーブルの
足部分。これを使えばそん
なお悩みを解決できます。

LATEX BALLOON
QL260Q
カーニバルアソート 100入
 PIN99321

ひねって遊ぶバルーン
アート用バルーン。割れ
にくい高品質なプロ仕様
です。
φ5cm×150cm 

大／外径約170mm・内径約150mm
小／外径約120mm・内径約105mm
PVC製
難易度に合わせて大きさを選びましょう。 

全長約480mm、吸盤10個付
吸盤式の射的銃。吸盤を銃口にセットし、
トリガーを引いて引金を引くと吸盤が飛
んでいきます。

HAND BELL
大当たりビッグベル
 MRSEV01075
ゲームの成功をお祝い
するならこれに決まり！

カーニバルゲームを始めるなら、これ一台あればOK!一つ
の箱にゲームに必要なすべてが入っています。ふたを開け
ると本体がそのままゲームのベースになり、立てる向きに
よってタイトルを変えることができます。

商品内容
本体：1個　専用的：1組
タワー：ショート×3個・
           ミディアム×3個・ 
           ロング×3個
ステージ：9個
ボール：20個
リング：大10個、小10個
射的銃：3丁
景品おまかせセット 50個入

FREEBIE 景品・配布アイテム
景品内容は随時変わりますので、ご注意ください。

https://kishis.net

簡単なバルーンアートの
つくりかたを動画で配信！動画で発信！動画で発信！動画で発信！

画像は一例です

輪投げ・射的用
自立する景品セット 
50個入
 KISEV64017

自立するから的にしやすい
おもちゃをセットにしました。

輪投げ・射的用
自立する駄菓子セット 
100個入
 KISDA64405

自立するから的にしやすい
駄菓子ばかりをセットにしました。

画像は一例です



恐竜だらけの

イベントで
没入感を楽し

もう！

おめでとう！

かわいがって

やってくれッ！

ガオー!!

デッカくふくらむ！

OISNS11639
ピカピカ恐竜

SYDNS27197
ぷかぷか人気の恐竜

KIS25159
エアブロウ
メガブロウT-Rex

TKWOX70475
恐竜のたまご



まつりの
開催だ！

キッシーズに
はこどもたち

が大好きな恐
竜モチーフの

景品やPOP
が大量ライン

ナップ！

大きくてカッ
コいい恐竜

たちにみんな
ワクワク！！

襲い来る恐竜
を

狙い撃てッ！！

今だッ！！
弱ったところ

を

すくえ～！！

軽い！安い！
大きい！

バルーンPO
P！

集客は
インパ

クトで勝
負！

OISEV21712
射的ピストル（吸盤式）

IWKBG15009
恐竜消しゴム

IWKBG18006
恐竜消しゴム2

OISOV11936
ジュラシック恐竜図鑑

OISNS61819
すくいあみ

KSYNS00195
すくい恐竜カラー KISSB61099

スーパーボール
3Dダイナソー45mm

OISKJ32196
ジュラシックエッグ当て
(100回分)

OISOX22217
ガブガブ恐竜ヘッド

SAG98853
お散歩ステゴサウルス

ANG110242
AGエアウォーカー
ディカバリングダイナソー
T-REX



Kishi's eセット
ジュエルアイス宝石詰め放題
ロット／1セット単位
＊60回分となります。

イベントキット

KISEV63989

Kishi's eセット 
ミニ千本つりセット
ロット／1セット単位 サイズ／40×29.5×29.5cm
＊1回1個の設定で50回分となります。

KISEV63247

セット内容
・ミニ千本つり什器 1セット
・おまかせおもちゃ 50個

セット内容
・プール丸型60㎝
・アニマルランド1㎏
・ケーキ1㎏
・マウス1㎏
・ミニボトル1㎏
・持ち帰り球ビン（取手付）
・フットポンプ

1個
約155個
約135個
約260個
約285個
60個
1個

Kishi's eセット
アニマルビニールくじ大会2019
ロット／1セット単位
＊60回分となります。

KISEV63988

セット内容
・1等 お散歩コロコロわんわんズ
・2等 りんりん あにまるハンドベル（パッケージ入） 
・3等 ヨーヨーコレクション アニマルパーク
・4等 ヨーヨーコレクション うさピヨ
・スッキリくじ 1等5-721
・スッキリくじ 2等5-722
・スッキリくじ 3等5-723
・スッキリくじ 4等5-724
・紙製抽選箱
・ハンドポンプ

10個
10個
20個
20個
10枚
10枚
20枚
20枚
1個
1個

Kishi's eセット
出た目の数だけうまい棒プレゼント
ロット／1セット単位
＊100～200回分を想定 ＊うまい棒はおまかせアソートです

KISEV63987
セット内容

・うまい棒いろいろ
・サイコロボール
・持ち帰り袋

600本
1個
200枚

Kishi's eセット
おえかきバルーン（マグネット入）
ロット／1セット単位
＊1回1個の設定で10回分となります。

KISEV23115
セット内容

・マグネット付パンチングバルーン 
・ストロー
・クレヨン（8色） 1箱

10本
10枚

Kishi's eセット
なつかし駄菓子輪投げキット
ロット／1セット単位 組み立て後サイズ／ 20×95×115cm
＊1回1個の設定で100回分となります。

KISEV62317 セット内容
・当たり用駄菓子
・はずれ用駄菓子
・輪投げ什器
・輪投げの輪

70個
30個
1セット
20個

セット内容
・当たり用駄菓子
・はずれ用駄菓子
・射的什器 
・吸盤ピストル

70個
30個
1セット
2丁

Kishi's eセット
なつかし駄菓子射的キット
ロット／1セット単位 組み立て後サイズ／ 45×55×33cm
＊1回1個の設定で100回分となります。

KISEV62318

Kishi’s eセット キッシーズオリジナルのお手軽イベント用キット

おうち縁日 キッシーズオリジナルのおうちで楽しめる縁日キット

nnichi asy njoy conomyvent

人気のイベントから季節のイベントまで様々なニーズに合わせた
セットをご用意しております

準備も片付けもラクチンなキットですので、ご購入後すぐに
イベントを行えます

イベントに必要な商品がすべてキットに入っているので、
あれこれ買い揃える必要がありません

「簡単!」

「種類豊富! 」

「早い !」

メリット
そ
の

メリット
そ
の

メリット
そ
の

のココがすごい!!のココがすごい!!

OISNS32351
おうち縁日 うきうきすくい

ロット／1セット単位
ボックスサイズ／約23.5cm×15cm×17cm

セット内容

・60cm丸プール    1個
・すくいあみ           3個
・景品         50個+1個
                   （計51個）

OISEV32352
おうち縁日 ヨーヨー釣り

ロット／1セット単位
ボックスサイズ／約23.5cm×15cm×17cm

セット内容

・60cm丸プール    1個
・ひっかけ磁石
  クルクルつりざお  2個
・景品：15個

OISEV32354
おうち縁日 射的あそび

ロット／1セット単位
ディスプレイサイズ／約46cm×43cm×33cm

 ※画像はイメージです

OISEV32355
おうち縁日 輪なげあそび

ロット／1セット単位
ディスプレイサイズ／約90cm×18cm×48cm

 ※画像はイメージです  ※画像はイメージです  ※画像はイメージです

 おうち縁日 / Kishi’s eセット

イベント用のポスター付属

イベント用のポスター付属 イベント用のポスター付属 イベント用のポスター付属

※セット内容は予告なく変更する場合がございます
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加
工 不 要！！

加
工 不 要！！

加
工 不 要！！

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セット単位 梱包サイズ／16×29×31cm
＊1回6個の設定で50回分となります。

KISSB62218

セット内容

・スーパーバウンドボールアソート
・使い捨て枠
・80cm丸型プール

300個
100本
1個

・フットポンプ
・カップ
・2畳用レジャーシート
・金魚袋（星柄）

1個
10個
1枚
100枚

Kishi's eセット
縁日すくいスーパーバウンドボール 少人数用
ロット／1セット単位
＊1回5個の設定で20回分となります。

KISEV63990

セット内容
・プール丸型60㎝
・SB 100入スーパーバウンドボールアソート
・SB 100入変形ボール4点ミックス
・すくい用カップ（ボウル（小））
・金魚袋星柄
・ワンタッチ枠
・ワンタッチ替え紙 強め
・フットポンプ
・2畳用レジャーシート

1個
1袋
1袋
10個
100枚
5本
100枚
1個
1枚

セット内容
・すくって!キラピカアニマルコイン
・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
100個
100本
1個
1個
10個
100枚
1枚

Kishi's eセット
縁日すくいキラピカ 2019
ロット／1セット単位

KISEV63991

Kishi's eセット
ヨーヨーつり 風船
ロット／1セット単位 梱包サイズ／11×31.5×31.5cm
＊1回1個の設定で100回分となります。

KISVY62224

セット内容

・ヨーヨー風船
・らくらくポンプ
・糸ゴム
・つり紙
・つり針
・スタンド
・しばらずパッチンクリップ
・80cm丸型プール
・フットポンプ
・2畳用レジャーシート

100個
1個
100本
100枚
30個
1個
100個
1個
1個
1枚

セット内容

・ヨーヨーコレクション
・予備ヨーヨー
・クイックフック
・釣り竿
・80cm丸型プール
・フットポンプ
・2畳用レジャーシート
・ハンドポンプ

50個
10個
50個
3本
1個
1個
1枚
1個

セット内容

・ヨーヨーコレクション
・予備ヨーヨー
・クイックフック
・釣り竿
・80cm丸型プール
・フットポンプ
・2畳用レジャーシート
・ハンドポンプ

50個
10個
50個
3本
1個
1個
1枚
1個

セット内容

・ヨーヨーコレクション
・予備ヨーヨー
・クイックフック
・釣り竿
・80cm丸型プール
・フットポンプ
・2畳用レジャーシート
・ハンドポンプ

50個
10個
50個
3本
1個
1個
1枚
1個

Kishi's eセット
縁日すくいオールミックス 2019
ロット／1セット単位
＊1回3個の設定で100回分となります。

KISEV64008

セット内容

・すくって！キラピカアニマルコイン
・すくって!アヒルちゃん（小）
・SB 100入スーパーバウンドボールアソート
・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
1袋
100本
1個
1個
10個
100枚
1枚

Kishi's eセット
ヨーヨーつり キュートアニマル
ロット／1セット単位 梱包サイズ／16×29×31cm
＊1回1個の設定で50回分となります。

KISEV64013

Kishi's eセット
ヨーヨーつり 夏休み
ロット／1セット単位 梱包サイズ／19×29×31cm
＊1回1個の設定で50回分となります。

KISEV64014
Kishi's eセット
ヨーヨーつり プリティ
ロット／1セット単位 梱包サイズ／19×29×31cm
＊1回1個の設定で50回分となります。

KISEV64015

Kishi's eセット
縁日すくい コイン・小判
ロット／1セット単位 梱包サイズ／16×29×31cm
＊1回4枚の設定で50回分となります。

KISNS62217

セット内容
・キラピカコイン
・キラピカ小判
・使い捨て枠
・80cm丸型プール
・フットポンプ
・カップ
・2畳用レジャーシート
・金魚袋（星柄）

100枚
100枚
100本
1個
1個
10個
1枚
100枚

Kishi's eセット
縁日すくい あひるちゃん
ロット／1セット単位
＊1回3個の設定で50回分となります。

梱包サイズ／27.5×23.5×32cm

KISEV62495

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
・2畳用レジャーシート
・金魚袋（星柄）

50個
100個
100本
1個
1個
10個
1枚
100枚

セット内容

・すくって！リアル金魚
・やわらかミニ金魚
・使い捨て枠
・80cm丸型プール
・フットポンプ
・カップ
・2畳用レジャーシート
・金魚袋（星柄）

50個
100個
100本
1個
1個
10個
1枚
100枚

Kishi's eセット
縁日すくい きんぎょ
ロット／1セット単位
＊1回3個の設定で50回分となります。

梱包サイズ／6×29×31cm

KISNS62223

水無しでも使用できます 水無しでも使用できます

水無しでも使用できます

※セット内容は予告なく変更する場合がございます
＊ヨーヨーに空気は入っていません - 8 -



中身をアレンジして使える

フタを開けたらすぐ使える! フタを開けたらすぐ使える! フタを開けたらすぐ使える!

200人用輪投セット
（200回分）
ロット／1箱単位 梱包サイズ／23.5×82×41cm
展開時サイズ／15.5×100×59cm

BELKJ03410
100人用輪投げ遊び
（100回分）
ロット／1箱単位 梱包サイズ／16×50×36cm
展開時サイズ／90×48cm

OISKJ01516

200人用射的セット
（200回分）
ロット／1箱単位 梱包サイズ／23.5×82×41cm
展開時サイズ／69.5×80×38cm

BELKJ03409
輪投げ・射的用
景品セット（60個入）
ロット／1箱単位 梱包サイズ／13×37.7×27.5cm

OISKJ31666
100人用射的遊び
（100回分）
ロット／1セット単位 梱包サイズ／16×50×36cm
展開時サイズ／46×46×33cm

OISKJ32816

KISEV62228 KISEV62215 KISEV62216

Kishi's eセット
すくいどり アクリルクリアMIX
ロット／1セット単位 サイズ／22.5×17.5×17.5cm
取り出し口サイズ／φ13cm　＊ひとすくいで平均7個すくえます

すくいどりボトルセット

ロット／1セット単位 サイズ／22.5×17.5×17.5cm
取り出し口サイズ／φ13cm

イベントボックス 
シャーク
ロット／1箱単位 組み立て後サイズ／45×25×25cm
取り出し口サイズ／14.4×11.9cm

イベントボックス 
トレジャー
ロット／1箱単位 組み立て後サイズ／45×25×25cm
取り出し口サイズ／14.4×11.9cm

KISAR62225 セット内容
・アクリルクリアMIX
・お持ち帰り袋（星柄）
・ボトルBOX
・お玉

3kg（約720個）
100枚
1個
1個

セット内容
・投げ輪（内径13.3cm）
・景　品
・敷物、什器

6個
200個
1セット

消しゴムすくい
（100回分）
ロット／1箱単位 ボトルサイズ／ 21×12.5×9.5cm
＊1回10個の設定で100回遊べます。　＊水には浮きません

LBRKJ01059
セット内容

・消しゴム
・袋
・おたま

1000個
100枚
1個

セット内容
・コルクガン
・コルク玉
・景　品

2丁
24個
200個

・ディスプレイ台 1セット

セット内容
・射的ピストル（吸盤式）
・吸盤式の玉
・景　品

2丁
20個
100個

・ディスプレイ台 1セット

セット内容
・投げ輪（内径12m）
・景　品
・敷物(48×90cm)、什器

15個
100個
1セット

セット内容
・アクリルネオンMIX
・お持ち帰り袋（星柄）
・ボトルBOX
・お玉

3kg（約690個）
100枚
1個
1個

セット内容
・スーパーバウンドボール
・お持ち帰り袋（星柄）
・ボトルBOX
・お玉

300個
100枚
1個
1個

Kishi's eセット
すくいどり アクリルネオンMIX
ロット／1セット単位 サイズ／22.5×17.5×17.5cm
取り出し口サイズ／φ13cm　＊ひとすくいで平均7個すくえます

KISAR62229
Kishi's eセット
すくいどり スーパーバウンドボール
ロット／1セット単位 サイズ／22.5×17.5×17.5cm
取り出し口サイズ／φ13cm　＊ひとすくいで平均6個すくえます

KISSB62226

中に入れる その他すくいアイテムは P.26 へアクリルのすくいアイテムは P.33 へおかしのすくいアイテムは P.76 へ

すくいどり・イベントBOX レジ横などの省スペースにオススメ! フタを開けたらすぐに使えるイベントキット

イベントキット 輪投げ ・ 射的

自立しづらい形状の景品も
ございます。写真を参考に
工夫して立ててご使用ください。

イベントキット  すくいどり・イベントBOX / イベントキット 輪投げ ・ 射的

※セット内容は予告なく変更する場合がございます
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当てくじ

輪投げの輪（大）
ソフトタイプ
ロット／40本単位
サイズ／外径約17cm、内径約15cｍ

ABEEV14001

くじびきの時間ゲーム
（40付）
ロット／1枚単位 台紙サイズ／ 72×47cｍ

TATKJ30223
くじびきの時間バラエティ
（40付）
ロット／1枚単位 台紙サイズ／ 72×47cｍ

TATKJ30282
キティ当て
(100付)
ロット／1枚単位 台紙サイズ／ 60×40cｍ

IMIKJ64148  
水鉄砲当て
(80付)
ロット／1枚単位 台紙サイズ／ 56.5×40cｍ

FJYKJ00324
キモキモあつめるんです
（100付）
ロット／1枚単位 台紙サイズ／ 61×42cｍ

LBRKJ01035

すずあてりん
 (100付)
ロット／1枚単位 台紙サイズ／ 52×36cｍ

OISKJ31183
おまかせ男の子くじ当て
（60付）
ロット／1枚単位 台紙サイズ／ 56.5×40cｍ

FJYKJ00284
おまかせ女の子くじ当て
（60付）
ロット／1枚単位 台紙サイズ／ 56.5×40cｍ

FJYKJ00285
スーパーボール当て
（100付）
ロット／1枚単位 台紙サイズ／ 47×42cｍ

OISKJ30055
デコポップシール当て
（100付）
ロット／1枚単位 台紙サイズ／ 63×40cｍ

OISKJ30885
ケシゴム当て
（100付）
ロット／1枚単位 台紙サイズ／ 63.5×45cｍ

LBRKJ01001

ポケモン当て
（80付）
ロット／1枚単位 台紙サイズ／ 68×45cｍ

TKWKJ00216
カラフルシャボン玉当て
（80付）
ロット／1枚単位 台紙サイズ／ 60×40cｍ

IMIKJ64146
スポーツ当て
（80付）
ロット／1枚単位 台紙サイズ／ 56.5×40cｍ

FJYKJ00283

輪投げの輪（小）
ソフトタイプ
ロット／30本単位
サイズ／外径約12cm、内径約10.5cｍ

ABEEV14002
輪投げの輪（20本入）
プラスチック製
ロット／1袋(20個)単位
サイズ／外径13.5cｍ、内径12.5cｍ

OISEV61399
射的銃

ロット／1丁単位 サイズ／全長74cｍ

NKAEV60784
コルクガン

ロット／1丁単位 サイズ／全長65cｍ

BELEV03030

コルク替玉
（射的銃専用）
ロット／100個単位
サイズ／小径約1.2cm、大径約1.4cｍ

NKAEV60785
コルク玉
（コルクガン専用）
ロット／100個単位
サイズ／小径約1cm、大径約1.3cｍ

BELEV61878

射的ピストル
（吸盤式）
ロット／1丁単位(吸盤弾10個入)
サイズ／全長48cｍ

OISEV21712

当てくじ 台紙タイプ

当てくじ 台紙タイプ

※景品の中には商品名と異なる種類、キャラクターが混ざる場合がございます。
※台紙タイプの商品には番号くじが付属しています。※景品の内容は随時変更します。

※他の射的銃にはお使いいただけません

© 2021 SANRIO CO., LTD. ©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

射的銃専用のコルク玉です コルクガン専用のコルク玉です

くじ紙は裏面に付属

IMIKJ64937
ハズレ無し!鬼滅＆和柄当
(40付)
ロット／1枚単位 台紙サイズ／約45cm×65cm

OISEV61837
ひっかけ磁石クルクルつりざお

ロット／1個単位 サイズ／3.5×27-46.5×6.5cm
竿最長時のひもの長さ／約55cm
※竿の先端に磁石付き 2色アソート（色の指定不可）
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？（はてな）ボックス
（30回分）
ロット／1箱単位 ボックスサイズ／55×43×8cｍ

KISKJ62768
チャンスチャンスボックス
（30回分）
ロット／1箱単位 ボックスサイズ／55×43.6×8cｍ

BELKJ03411
わくわく動物ランド宝箱
(30回分)
ロット／1箱単位 ボックスサイズ／55×44×8cｍ

TKWKJ00068
おたのしみ キッズボックス
（60回分）
ロット／1箱単位 ボックスサイズ／25×25×25cｍ

KIS64164

ワンダーエッグ(30回分)

ロット／1箱単位 ボックスサイズ／21.5×42.5×21.52cｍ

TKWKJ00357
はてなたまご（60回分）

ロット／1箱単位 ボックスサイズ／27×26.5×26.5cｍ
たまごサイズ／約8cｍ

BELKJ03412
糸引きあみだくじ
30回分
ロット／1箱単位 ボックスサイズ／33×28×17cｍ

TKWKJ70583
バラエティーボールオールスターズ
(100回分)
ロット／1箱単位 ボックスサイズ／41.5×30×6cｍ

OISKJ31978

ジュラシックエッグ当て
（100回分）
ロット／1箱単位 ボックスサイズ／37×26×4.8cｍ

OISKJ32196
スイートスイーツショッピング
（100回分）
ロット／1箱単位 ボックスサイズ／37×27×4cｍ

OISKJ31219
プチ水ピスあつめるんです
(60回分)
ロット／1箱単位 ボックスサイズ／23×21×21cｍ

LBRKJ01031
ミニミニ昆虫あつめるんです
(60回分)
ロット／1箱単位 ボックスサイズ／23×21×21cｍ

LBRKJ01070

ミニミニ海の生きもの
あつめるんです(60回分)
ロット／1箱単位 ボックスサイズ／23×21×21cｍ

LBRKJ01048
ミニミニ駄菓子屋さん消しゴム
あつめるんです(60回分)
ロット／1箱単位 ボックスサイズ／23×21×21cｍ

LBRKJ01066
ミニミニ文具あつめるんです
（60回分）
ロット／1箱単位 ボックスサイズ／23×21×21cｍ

LBRKJ01063
ミニミニスウィーツ
あつめるんです（60回分）
ロット／1箱単位 ボックスサイズ／23×21×21cｍ

LBRKJ01055

ミニミニくい道楽
あつめるんです（60回分）
ロット／1箱単位 ボックスサイズ／23×21×21cｍ

LBRKJ01056
手品グッズ
あつめるんです（60回分）
ロット／1箱単位 ボックスサイズ／23×21×21cｍ

LBRKJ01049
ミニミニカーあつめるんです
（60回分）
ロット／1箱単位 ボックスサイズ／23×21×21cｍ

LBRKJ01021
ミニミニ動物あつめるんです
（60回分）
ロット／1箱単位 ボックスサイズ／23×21×21cｍ

LBRKJ01032

ミニミニ恐竜あつめるんです
（60回分）
ロット／1箱単位 ボックスサイズ／23×21×21cｍ

LBRKJ01046
ラブリーグッズ
あつめるんです（60回分）
ロット／1箱単位 ボックスサイズ／23×21×21cｍ

LBRKJ01028
ミニミニ消しゴム
あつめるんです（60回分）
ロット／1箱単位 ボックスサイズ／23×21×21cｍ

LBRKJ01023

当てくじ ボックスタイプ

裏面にくじ紙付属

裏面にくじ紙付属 裏面にくじ紙付属

ガチャコロ本体・
空のカプセルは
 P.56 へ

在庫等は季節等によって変更します。ご発注の際に事前にご連絡頂けると幸いです。
都合により、予告なくデザイン等を変更する場合があります。

←このアイコンのアイテムはガチャコロ倶楽部の中身として使えます

当てくじ 当てくじ ボックスタイプ
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キャラクターおめん

おめん  キャラクターおめんセット / キャラクターおめん 

ミニオン ボブ

ロット／6枚単位

DICOM21157
ミニオン スチュアート

ロット／6枚単位

DICOM21183
ミニオン ケビン

ロット／6枚単位

DICOM21182
すみっコぐらし とかげ

ロット／6枚単位

DICOM21200
すみっコぐらし ぺんぎん？　

ロット／6枚単位

DICOM21201

アナと雪の女王 アナ

ロット／6枚単位

DICOM20914
アナと雪の女王 エルサ

ロット／6枚単位

DICOM20915
アナと雪の女王 オラフ

ロット／6枚単位

DICOM20916
チコちゃんに叱られる！
チコちゃん
ロット／6枚単位

DICOM21155
チコちゃんに叱られる！
キョエちゃん
ロット／6枚単位

DICOM21171

ウルトラマンセット2020
（4種・4枚）
ロット／1セット単位

KISOM64199

セット内容

各1枚

・初代ウルトラマン　 

・ウルトラセブン
・ウルトラマンタロウ　

・ウルトラマンタイガ　

アンパンマンセット
（9種・9枚）
ロット／1セット単位

KISOM63251

セット内容

各1枚

・アンパンマン　
・ばいきんまん
・ドキンちゃん　  
・ショクパンマン
・カレーパンマン　

・メロンパンナ
・あかちゃんまん　
・コキンちゃん
・ロールパンナ

サンリオキャラクターセット
（6種・6枚）
ロット／1セット単位

KISOM63980

セット内容

各1枚

・ハローキティ
・ハートマイメロディ
・ぼんぼんりぼん
・ハミングミント

・クロミ
・シナモロール

キャラクターおめんセット 各キャラクター1枚づつを詰め合わせたセットです

※キティ、マイメロディ、シナモロールの色柄が画像と異なる場合がございます

在庫等は季節等によって変更します。ご発注の際に事前にご連絡頂けると幸いです。
都合により、予告なくデザイン等を変更する場合があります。

DICOM21252
ポケットモンスターココ 2020劇場
版 セレビィ(色ちがい)
ロット／6枚単位

DICOM21216
ラスカル(にっこり)

ロット／6枚単位

DICOM21265
トロピカル～ジュ!プリキュア
キュアパパイア
ロット／6枚単位

DICOM21263
トロピカル～ジュ!プリキュア 
キュアサマー
ロット／6枚単位

DICOM21264
トロピカル～ジュ!プリキュア
キュアフラミンゴ
ロット／6枚単位

DICOM21266
トロピカル～ジュ!プリキュア
キュアコーラル
ロット／6枚単位

DICOM21253
仮面ライダーセイバー

ロット／6枚単位

DICOM21276
機界戦隊ゼンカイジャー 
ゼンカイザー
ロット／6枚単位

DICOM21254
仮面ライダーブレイズ

ロット／6枚単位

DICOM21255
仮面ライダーセイバー
仮面ライダーエスパーダ
ロット／6枚単位

DICOM21249
ドラゴンクエスト ダイの大冒険 
ゴメちゃん
ロット／6枚単位

DICOM21267
鬼滅の刃 厄除の面 
錆兎(さびと)
ロット／6枚単位

DICOM21268
鬼滅の刃 厄除の面 
真菰(まこも)
ロット／6枚単位
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ポケットモンスター
ミュウツーの逆襲 EVOLUTION ミュウツー
ロット／6枚単位

DICOM21172
ポケットモンスター
ヒバニー
ロット／6枚単位

DICOM21191
ポケットモンスター
メッソン
ロット／6枚単位

DICOM21192
ポケットモンスター
サルノリ
ロット／6枚単位

DICOM21190
ポケットモンスター サン＆ムーン
ピカチュウ
ロット／6枚単位

DICOM21023
ポケットモンスター サン＆ムーン
イーブイ
ロット／6枚単位

DICOM21124

ポケットモンスター サン＆ムーン
ベベノム
ロット／6枚単位

DICOM21115
ドラえもん

ロット／6枚単位

DICOM21166
ドラミ

ロット／6枚単位

DICOM21167
おしりたんてい

ロット／6枚単位

DICOM21165
キラッとプリ☆チャン
青葉りんか
ロット／6枚単位

DICOM21169
キラッとプリ☆チャン
桃山みらい
ロット／6枚単位

DICOM21122

キラッとプリ☆チャン
萌黄えも
ロット／6枚単位

DICOM21123
トーマス

ロット／6枚単位

DICOM20510
スーパーマリオ マリオ

ロット／6枚単位

DICOM21031
スーパーマリオ ルイージ

ロット／6枚単位

DICOM21032
スーパーマリオ ピーチ

ロット／6枚単位

DICOM21034
クリームパンダ

ロット／6枚単位

DICOM21168

アンパンマン

ロット／6枚単位

DICOM20658
ばいきんまん

ロット／6枚単位

DICOM20659
ドキンちゃん

ロット／6枚単位

DICOM20660
ショクパンマン

ロット／6枚単位

DICOM20010
カレーパンマン

ロット／6枚単位

DICOM20012
メロンパンナ

ロット／6枚単位

DICOM20661

あかちゃんまん

ロット／6枚単位

DICOM20666
コキンちゃん

ロット／6枚単位

DICOM20665
ロールパンナ

ロット／6枚単位

DICOM20013
リルリルフェアリル りっぷ

ロット／6枚単位

DICOM20975
リルリルフェアリル ひまわり

ロット／6枚単位

DICOM20976
リルリルフェアリル すみれ

ロット／6枚単位

DICOM20977

リルリルフェアリル 
ローズ
ロット／6枚単位

DICOM20978
リルリルフェアリル 
りん
ロット／6枚単位

DICOM21055
リルリルフェアリル 
スピカ
ロット／6枚単位

DICOM21125
ゲゲゲの鬼太郎 
鬼太郎
ロット／6枚単位

DICOM21088
コウペンちゃん

ロット／6枚単位

DICOM21126
リラックマ

ロット／6枚単位

DICOM20549

コリラックマ

ロット／6枚単位

DICOM20833
ミッキーマウス

ロット／6枚単位

DICOM21109
ミニーマウス

ロット／6枚単位

DICOM21110
プーさん（18ver）

ロット／6枚単位

DICOM21111
ガラピコぷ～ 
ガラピコ
ロット／6枚単位

DICOM20985

おめん  キャラクターおめん

キャラクターおめん

在庫等は季節等によって変更します。ご発注の際に事前にご連絡頂けると幸いです。
都合により、予告なくデザイン等を変更する場合があります。
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レオレオれーるうえい 
シュッシュ
ロット／6枚単位

DICOM20806
レオレオれーるうえい 
ポッポ
ロット／6枚単位

DICOM20807
ウルトラマンタイガ

ロット／6枚単位

DICOM21170
初代ウルトラマン

ロット／6枚単位

DICOM20461
ウルトラセブン

ロット／6枚単位

DICOM20462
ウルトラマンタロウ

ロット／6枚単位

DICOM20463

仮面ライダー1号

ロット／6枚単位

DICOM20585
仮面ライダーV3

ロット／6枚単位

DICOM20586
ショッカー戦闘員

ロット／6枚単位

DICOM20567
スター・ウォーズ 
ストームトルーパー
ロット／6枚単位

DICOM21009
スター・ウォーズ 
ダース・ベイダー
ロット／6枚単位

DICOM21008
ミュークルドリーミー 
みゅー
ロット／6枚単位

ITOOM64179

ぐでたま

ロット／6枚単位

ITOOM62470
ピアノちゃん

ロット／6枚単位

ITOOM62488
モップ

ロット／6枚単位

ITOOM63270
ラッキーパワーキティ
（2色アソート）
ロット／6枚単位

ITOOM63269
かんざしキティ

ロット／6枚単位

ITOOM62808
盛りキティ

ロット／6枚単位

ITOOM61620

だるまキティ
（2色アソート）
ロット／6枚単位

ITOOM62471
ハローキティ
（2色アソート）
ロット／6枚単位

ITOOM60660
おまつりキティ
（2色アソート）
ロット／6枚単位

ITOOM64034
ネオンキティ
（3色アソート）
ロット／6枚単位

ITOOM62181
ビッグリボンキティ
（2色アソート）
ロット／6枚単位

ITOOM61923
プリンセスキティ
（2色アソート）
ロット／6枚単位

ITOOM60715

ペイント花キティ
（2色アソート）
ロット／6枚単位

ITOOM62298
シナモロール
（2色アソート）
ロット／6枚単位

ITOOM62958
ハミングミント

ロット／6枚単位

ITOOM62957
めろぉ

ロット／6枚単位

ITOOM62974
お祭りララ

ロット／6枚単位

ITOOM62976
おまつりけろっぴ

ロット／6枚単位

ITOOM62979

ウサハナ

ロット／6枚単位

ITOOM62980
ハートマイメロディ
（２色アソート）
ロット／6枚単位

ITOOM61912
リボンマイメロディ
（２色アソート）
ロット／6枚単位

ITOOM62975
マイメロディ ティアラ

ロット／6枚単位

ITOOM62486
クロミ

ロット／6枚単位

ITOOM63271
ポムポムプリン

ロット／6枚単位

ITOOM61940

ぼんぼんりぼん

ロット／6枚単位

ITOOM62233
風車おめん ハローキティ
（２色アソート）
ロット／6枚単位

ITOOM61824
風車おめん マイメロディ
（２色アソート）
ロット／

＊風車は別途取付が必要です。 ＊風車は別途取付が必要です。
6枚単位

ITOOM61825
ポチャッコ

ロット／6枚単位

ITOOM64033
こち亀両さん
（２色アソート）
ロット／6枚単位

ITOOM63226
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ひょっとこ（4色アソート）

ロット／12枚単位

ITOOM64036
ひょっとこ

ロット／6枚単位

ITOOM60679
おわらい

ロット／6枚単位

ITOOM62981
おかめ

ロット／6枚単位

ITOOM60677
桃太郎

ロット／6枚単位

ITOOM62983
赤オニ

ロット／6枚単位

ITOOM60681

青オニ

ロット／6枚単位

ITOOM61668
天狗

ロット／6枚単位

ITOOM60680
えびす（２色アソート）

ロット／6枚単位

ITOOM60683
だいこく

ロット／6枚単位

ITOOM60684
透明マスク 男

ロット／6枚単位

ITOOM60686
透明マスク 女

ロット／6枚単位

ITOOM60687

ゴールドマスク 男

ロット／6枚単位

ITOOM60688
ゴールドマスク 女

ロット／6枚単位

ITOOM60689
シルバーマスク 男

ロット／6枚単位

ITOOM60690
シルバーマスク 女

ロット／6枚単位

ITOOM60691

飾り用ミニお面 狐面
ロット／6枚単位

DICOM21136
飾り用ミニお面 黒狐
ロット／6枚単位

DICOM21137

飾り用ミニお面 狐面（桃色）

ロット／6枚単位

DICOM21138
飾り用ミニお面 狐面（青色）

ロット／6枚単位

DICOM21139

桃太郎かつら

ロット／6枚単位

ITOOM62982
小次郎かつら

ロット／6枚単位

ITOOM62770
侍（特大）かつら

ロット／6枚単位

ITOOM60692
すもうかつら

ロット／6枚単位

ITOOM60696

舞妓かつら

ロット／6枚単位

ITOOM60693
毛付きはげかつら

ロット／6枚単位

ITOOM60694
すだれはげかつら

ロット／6枚単位

ITOOM60695
お花見かつら

ロット／6枚単位

ITOOM61666

飾り用ミニお面 狐面（緑色）

ロット／6枚単位

DICOM21140
ミニお面パック 狐面

ロット／6枚単位

DICOM80639
ミニお面パック 黒狐

ロット／6枚単位

DICOM80640

豆オニ（赤）

ロット／25枚単位

ITOOM60682
豆おかめ

ロット／25枚単位

ITOOM60678

在庫等は季節等によって変更します。ご発注の際に事前にご連絡頂けると幸いです。
都合により、予告なくデザイン等を変更する場合があります。

おめん

飾り用ミニお面 和風でオシャレな「紐」が付いています。 ※ゴム紐は付属しません。

ミニお面パック フック付き

豆おめん プラかつら

中にお菓子や小物が入るよ!

手のひらに収まるサイズの小さなおめん手のひらに収まるサイズの小さなおめん

イベントや季節の行事などで大活躍!盛り上がります!

夏祭りやイベントで写真映えしそう!

DICOM21202
飾り用ミニお面 おかめ
ロット／3枚単位
サイズ／約11cm×約11cm×約3cm

DICOM21203
飾り用ミニお面 ひょっとこ
ロット／3枚単位
サイズ／約11cm×約11cm×約3cm

DICOM21220
飾り用ミニお面 猫面(紅白)
ロット／3枚単位
サイズ／約11cm×約8cm×約3cm

DICOM21221
飾り用ミニお面 猫面(黒金)
ロット／3枚単位
サイズ／約11cm×約8cm×約3cm

おめん おめん / 飾り用ミニお面 / ミニお面パック / 豆おめん / プラかつら / 民芸おめん 
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民芸おめん

パッケージあり
パッケージ無し DICOM21141DICOM21141

DICOM21142DICOM21142
狐面（富士山)

ロット／1枚単位

ロット／6枚単位 DICOM21161DICOM21161
DICOM21162DICOM21162

天狐（参）
ロット／1枚単位

ロット／6枚単位 DICOM21177DICOM21177
DICOM21178DICOM21178

般若（参/極）
ロット／1枚単位

ロット／6枚単位 DICOM20872DICOM20872
DICOM21158DICOM21158

狐面（金）
ロット／1枚単位

ロット／6枚単位 DICOM21217DICOM21217
DICOM21227DICOM21227

天狐(夜桜）
ロット／1枚単位

ロット／6枚単位 DICOM21189DICOM21189
ーー

彩りお面 狐（花鳥風月）
ロット／1枚単位

ロット／6枚単位

パッケージあり
パッケージ無し ーー

DICOM21135DICOM21135
鬼面（赤）

ロット／1枚単位

ロット／6枚単位 ーー
DICOM20899DICOM20899

なまはげ 赤
ロット／1枚単位

ロット／6枚単位 DICOM21119DICOM21119
DICOM21127DICOM21127

狐面（青柄/壱）
ロット／1枚単位

ロット／6枚単位 DICOM90261DICOM90261
DICOM90258DICOM90258

狐
ロット／1枚単位

ロット／6枚単位 DICOM21096DICOM21096
DICOM21097DICOM21097

黒 狐
ロット／1枚単位

ロット／6枚単位 DICOM21060DICOM21060
DICOM21059DICOM21059

狐面 (桜模様/赤）
ロット／1枚単位

ロット／6枚単位

パッケージあり
パッケージ無し DICOM21013DICOM21013

DICOM20965DICOM20965
天 狐 

ロット／1枚単位

ロット／6枚単位 ITOOM64201ITOOM64201
ーー
半面猫面鈴付アソート2020

ロット／1枚単位

ロット／6枚単位 DICOM21173DICOM21173
DICOM21184DICOM21184

半面 猫面（壱/紅白）
ロット／1枚単位

ロット／6枚単位 DICOM21174DICOM21174
DICOM21185DICOM21185

半面 猫面（弐/黒金）
ロット／1枚単位

ロット／6枚単位 DICOM21175DICOM21175
DICOM21186DICOM21186

半面 猫面（参/金魚）
ロット／1枚単位

ロット／6枚単位 DICOM21176DICOM21176
DICOM21187DICOM21187

半面 猫面（肆/龍）
ロット／1枚単位

ロット／6枚単位

パッケージあり
パッケージ無し DICOM21209DICOM21209

ーー
半面 猫面 五/TOKYO

ロット／1枚単位

ロット／6枚単位

DICOM21226DICOM21226
ーー

半面 猫面 機動戦士ガンダム MS-０６Sシャア専用ザクII
ロット／1枚単位

ロット／6枚単位

DICOM21210DICOM21210
ーー
半面 猫面 六/侍

ロット／1枚単位

ロット／6枚単位 DICOM21211DICOM21211
ーー
半面 猫面 七/ネオン

ロット／1枚単位

ロット／6枚単位 DICOM21212DICOM21212
ーー
半面 猫面 八/ヒョウ

ロット／1枚単位

ロット／6枚単位 DICOM21242DICOM21242
ーー

半面 猫面 泣きたい私は猫をかぶる
ロット／1枚単位

ロット／6枚単位 DICOM21225DICOM21225
ーー

半面 猫面 機動戦士ガンダム MS-０６FザクII
ロット／1枚単位

ロット／6枚単位

DICOM21188DICOM21188
ーー

半面 猫面（リラックマ）
ロット／1枚単位

ロット／6枚単位 DICOM21215DICOM21215
ーー
半面 猫面 ラスカル

ロット／1枚単位

ロット／6枚単位

パッケージあり
パッケージ無し ITOOM64159ITOOM64159

ーー
半面 猫面 キティ

ロット／1枚単位

ロット／6枚単位 ITOOM64178ITOOM64178
ーー

風車ねこ面
ロット／1枚単位

ロット／6枚単位 DICOM21235DICOM21235
ーー
猫面　九/さくら

ロット／1枚単位

ロット／6枚単位

DICOM21237DICOM21237
ーー
猫面　十/蝶

ロット／1枚単位

ロット／6枚単位 DICOM21238DICOM21238
ーー
猫面　十一/藤

ロット／1枚単位

ロット／6枚単位 ーー
DICOM21098DICOM21098

狐面(半面）
ロット／1枚単位

ロット／6枚単位

パッケージあり
パッケージ無し ーー

DICOM21129DICOM21129
狐面(半面/弐）

ロット／1枚単位

ロット／6枚単位 DICOM90262DICOM90262
DICOM90259DICOM90259

般 若
ロット／1枚単位

ロット／6枚単位 DICOM21015DICOM21015
DICOM21014DICOM21014

般 若（赤）
ロット／1枚単位

ロット／6枚単位

DICOM90288DICOM90288
DICOM90285DICOM90285

天 狗
ロット／1枚単位

ロット／6枚単位 DICOM90263DICOM90263
DICOM90260DICOM90260

小 面
ロット／1枚単位

ロット／6枚単位 ーー
DICOM90284DICOM90284

筋 隈
ロット／1枚単位

ロット／6枚単位

パッケージあり
パッケージ無し ーー

DICOM20963DICOM20963
阿形(金）

ロット／1枚単位

ロット／6枚単位 ーー
DICOM20986DICOM20986

阿形(銅色）
ロット／1枚単位

ロット／6枚単位 ーー
DICOM20964DICOM20964

吽形(金）
ロット／1枚単位

ロット／6枚単位

ーー
DICOM20987DICOM20987

吽形(銅色）
ロット／1枚単位

ロット／6枚単位 ーー
DICOM21062DICOM21062

めん七福神 恵比寿
ロット／1枚単位

ロット／6枚単位 ーー
DICOM21064DICOM21064

おめん七福神 大黒天
ロット／1枚単位

ロット／6枚単位

パッケージあり
パッケージ無し ーー

DICOM21066DICOM21066
おめん七福神 毘沙門天

ロット／1枚単位

ロット／6枚単位 ーー
DICOM21068DICOM21068

おめん七福神 福禄寿
ロット／1枚単位

ロット／6枚単位 ーー
DICOM21070DICOM21070

おめん七福神 寿老人
ロット／1枚単位

ロット／6枚単位

ーー
DICOM21072DICOM21072

おめん七福神 布袋尊
ロット／1枚単位

ロット／6枚単位 ーー
DICOM21074DICOM21074

おめん七福神 弁財天
ロット／1枚単位

ロット／6枚単位 ーー
DICOM21113DICOM21113

歌舞伎隈取 筋隈
ロット／1枚単位

ロット／6枚単位

パッケージあり
パッケージ無し ーー

DICOM21114DICOM21114
歌舞伎隈取 弁慶

ロット／1枚単位

ロット／6枚単位

© 2020 「泣きたい私は猫をかぶる」製作委員会 © 創通・サンライズ © SAN-X CO., LTD. © NIPPON ANIMATION CO., LTD. © 2021 SANRIO CO., LTD.
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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

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

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

・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

・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

セット内容

SZKVY50013
ヨーヨーNo.500ノビ無

ロット／1袋単位 Pサイズ／18cm×22cm×5cm
※糸ゴム・クリップは付属しておりません

SZKVY50010
ヨーヨーNo.500ノビ付

ロット／1袋単位 Pサイズ／18cm×22cm×5cm
※クリップは付属しておりません

SZKVY20300
らくらくポンプ

ロット／1本単位 サイズ／29cm

ヨーヨーつり 水ヨーヨー / ヨーヨーコレクション

ヨーヨー風船のつくり方

水ヨーヨー

ロット／
Pサイズ／

SZKVY10031
らくらくヨーヨーセット

1箱単位
29.5cm×14cm×4cm

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！

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

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

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

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

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

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

セット内容
・ヨーヨー風船 　　
・らくらくポンプ
・糸ゴム

・つり針
・パッチンスタンド

100枚
30個

100個
1個

1個

1枚
1個

100本

・2畳用レジャーシート

100個
1本

・80cm丸型プール
・フットポンプ

・しばらずパッチンクリップ

・つり紙

SZKVY50100
パッチンYOYO100

ロット／1袋単位
Pサイズ／35.5cm×45cm×5cm

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

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

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

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

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 

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

SZKVY10021
ヨーヨーNo.100青箱

ロット／1箱単位
Pサイズ／22cm×14.5cm×5cm

ロット／

KISVY62518
ファンタスティックヨーヨー
クイックフックセット

1袋単位
Pサイズ／29cm×16cm×5cm

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

SZKVY05001
ヨーヨー フーセンセット 
ポケットポンプ付 50入
ロット／1個単位
Pサイズ／12cm×27.5cm×4cm

おうち縁日に最適です

セット内容

・ヨーヨー風船  50個
・ポケットポンプ    1本
・糸ゴム　　　　　　 50本
・つり針　　　　　　 15個

・作り方説明書             1枚
・サイズゲージ 　　　   1個
・スタンド　　　　　    1個

・しばらず
  パッチンクリップ　　50個

・つり紙　　　　　　 50枚

SZKVY02001
ヨーヨー フーセンセット
ポケットポンプ付20入
ロット／1個単位
Pサイズ／9.2cm×29.2cm×4cm

おうち縁日に最適です

セット内容

・ヨーヨー風船 20個
・ポケットポンプ    1本
・糸ゴム　　　　　　 20本

・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　　20個

加
工 不 要！！

加
工 不 要！！

加
工 不 要！！

水ヨーヨー対応タイプ
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四面体のバルーンですパッケージの内側に楽しいゲーム付き！

KISVY63240
ヨーヨーコレクション 
はたらくくるま
ロット／10個 Pサイズ／16.5cm×14.5cm
本体サイズ／約11cm×16cm

四面体のバルーンです四面体のバルーンです 四面体のバルーンです

SZKVY20308
透明ポンプ

ロット／1本単位 サイズ／38cm

水ヨーヨー対応タイプ

SZKVY63111
透明ポンプ用パッキン

ロット／1個
商品サイズ／Φ約4cm

透明ポンプ専用のパッキンです

SZKVY61107
糸ゴム(ノビ) 100本入

ロット／1束単位
Pサイズ／29cm×2cm×2cm

SZKVY00742
つり紙(こより) 1000枚入

ロット／1袋単位
Pサイズ／11cm×8cm×2cm

KISVY63909
ヨーヨーコレクション ドルチェ

ロット／10個 Pサイズ／16.5cm×14.5cm
本体サイズ／約16cm×16cm

パッケージの内側に楽しいゲーム付き！ 四面体のバルーンですパッケージの内側に楽しいゲーム付き！

KISVY63910
ヨーヨーコレクション 
プリティプリンセス 
ロット／10個 Pサイズ／16.5cm×14.5cm
本体サイズ／約16cm×16cm

四面体のバルーンですパッケージの内側に楽しいゲーム付き！

KISVY63911
ヨーヨーコレクション うさピヨ

ロット／10個 Pサイズ／16.5cm×14.5cm
本体サイズ／約16cm×16cm

四面体のバルーンですパッケージの内側に楽しいゲーム付き！

KISVY63956
ヨーヨーコレクション おまつり

ロット／10個 Pサイズ／16.5cm×14.5cm
本体サイズ／約16cm×16cm

四面体のバルーンですパッケージの内側に楽しいゲーム付き！

KISVY63955
ヨーヨーコレクション 昆虫図鑑

ロット／10個 Pサイズ／16.5cm×14.5cm
本体サイズ／約20cm×10cm

四面体のバルーンですパッケージの内側に楽しいゲーム付き！

KISVY63957
ヨーヨーコレクション ニンジャ

ロット／10個 Pサイズ／16.5cm×14.5cm
本体サイズ／約16cm×16cm

パッケージの内側に楽しいゲーム付き！

KISVY63238
ヨーヨーコレクション 
アニマルパーク
ロット／10個 Pサイズ／16.5cm×14.5cm
本体サイズ／約16cm×16cm

パッケージの内側に楽しいゲーム付き！

KISVY63239
ヨーヨーコレクション 
すいぞくかん
ロット／10個 Pサイズ／16.5cm×14.5cm
本体サイズ／約17cm×15cm×7cm

パッケージの内側に楽しいゲーム付き！

KISVN62913
ヨーヨーコレクション フラワー

ロット／10個 Pサイズ／16.5cm×14.5cm
本体サイズ／約6cm×13cm×7cm

四面体のバルーンですパッケージの内側に楽しいゲーム付き！

KISVY63241
ヨーヨーコレクション フルーツ王国

ロット／10個 Pサイズ／16.5cm×14.5cm
本体サイズ／約12cm×8cm

LBREV21136
イベント用釣竿

ロット／1本
本体サイズ／全長約57cm(縮めたとき:34cm)
糸は含まない　2色アソート

竿が収縮できます！

KISVY62520
クイックフック(50入)

ロット／1袋

クイックフックはつり紙につり針が
セットしてあるのですぐに使えます。

ヨーヨーコレクション Illustrations Dick Bruna ©copyright Mercis bv,1953-2021 www.miffy.com.

※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

四面体のバルーンですパッケージの内側に楽しいゲーム付き！

KISVY63958
ヨーヨーコレクション 
あにまるきゅーとフェイス
ロット／10個 Pサイズ／16.5cm×14.5cm
本体サイズ／約16cm×16cm

四面体のバルーンですパッケージの内側に楽しいゲーム付き！

KISVN62911
ヨーヨーコレクション ダイナソー

ロット／10個 Pサイズ／16.5cm×14.5cm
本体サイズ／約22cm×16cm×16cm

KISVN62854
ヨーヨーコレクション ミッフィー

ロット／10個 Pサイズ／14cm×20cm
本体サイズ／約12cm×17cm

ヨーヨー風船を
ガーランドのようにして
飾りつけてもカワイイ

在庫等は季節等によって変更します。ご発注の際に事前にご連絡頂けると幸いです。
都合により、予告なくデザイン等を変更する場合があります。
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ITOVY64181
ミュークルドリー顔みゅー

サイズ／Φ約10cm

ITOVY64182
顔キティカラフル(5色アソート)

サイズ／Φ約12cm

DICVY70866
爆丸バトルプラネット

サイズ／Φ約10cm

DICVY70893
ポケットモンスター
(サルノリ＆ピカチュウ)
サイズ／Φ約10cm

DICVY70894
ポケットモンスター
(ヒバニー＆ピカチュウ)
サイズ／Φ約10cm

DICVY70895
ポケットモンスター
(メッソン＆ピカチュウ)
サイズ／Φ約10cm

DICVY70856
ポケットモンスターサン＆ムーン 
顔イーブイ
サイズ／Φ約13cm×18cm

DICVY70857
キラキラハッピー☆ひらけ!ここたま

サイズ／Φ約10cm

DICVY70854
キラッとプリ☆チャン 桃山みらい

サイズ／Φ約10cm

DICVY70846
うんこ漢字ドリル 顔うんこ先生

サイズ／Φ約10cm×11cm

DICVY70815
トミカハイパーレスキュー ドライブへッド 
ソニックインターセプター
サイズ／Φ約10cm

DICVY70737
それいけ!アンパンマン 
アンパンマン16Ver.
サイズ／Φ9cm

DICVY70849
ポケットモンスターサン＆ムー
ン ベベノム
サイズ／Φ約10cm

DICVY70780
ポケットモンスターサン＆ムー
ン アシマリ
サイズ／Φ9cm

DICVY70760
リルリルフェアリル りっぷ

サイズ／Φ9cm

DICVY70508

サイズ／Φ9cm

きかんしゃトーマス
DICVY70633
リラックマ(ハワイ柄)

サイズ／Φ9cm

ENAVY62202
すいかキティ

サイズ／Φ約9cm

ITOVN62994
シンカイゾク

サイズ／Φ9cm

ITOVN62995
ハミングミント

サイズ／Φ9cm

DICVY70782
 顔ピカチュウ

サイズ／Φ12cm×16cm

DICVY70498
顔ドラえもん

サイズ／Φ10cm

DICVY70618
顔アンパンマン

サイズ／Φ10cm

DICVY70619
顔ばいきんまん

サイズ／Φ10cm

キャラクタービニールヨーヨー / 
キャラクターソフビヨーヨー

キャラクタービニールヨーヨー

©テレビ朝日・東映 AG・東映 ©ABC-A・東映アニメーション ©2020 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映
© 2021 SANRIO CO., LTD. © S/T/N/BBP PROJECT, TV TOKYO. ©トロル・ポプラ社／おしりたんてい製作委員会
©BANDAI/ルルロロ製作委員会 ©2021 Pokémon. ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

©Nintendo/HAL Laboratory, Inc.©BANDAI ©T-ARTS ©Bunkyosha Co., Ltd. ©TOMY  
©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV ©藤子プロ/小学館 ©藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK
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ヨーヨーつり

糸ゴム付　ロット/10枚

DICVY70883
おしりたんてい 

サイズ／Φ約10cm

DICVY70865
がんばれ!ルルロロ(緑Ver.)

サイズ／Φ約10cm

DICVY70864
がんばれ!ルルロロ(青Ver.)

サイズ／Φ約10cm

星のカービィ
DICVY70889

サイズ／Φ約10cm

DICVY70733
ドラえもん 15Ver. ドラえもん

サイズ／Φ9cm

DICVY70778
ポケットモンスターサン＆ムー
ン モクロー
サイズ／Φ9cm

DICVY70779
ポケットモンスターサン＆ムー
ン ニャビー
サイズ／Φ9cm

DICVY70761
リルリルフェアリル ひまわり

サイズ／Φ9cm

DICVY70930
トロピカル～ジュ!プリキュア

サイズ／ Φ約10.5cm

DICVY70933
機界戦隊ゼンカイジャー

サイズ／ Φ約10cm

DICVN70909
顔すみっコぐらし(5種アソート) 

サイズ／ Φ約10cm

セット内容
・ねこ

各2個

・しろくま
・とかげ ・ぺんぎん？
・とんかつ

DICVY70924
仮面ライダーセイバー 

サイズ／ Φ約10cm
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DICVY70816
顔コキンちゃん

サイズ／Φ15cm×12cm

DICVY70817
顔メロンパンナ

サイズ／Φ約12cm

ITOVY63275
顔キティ(2色アソート)

サイズ／Φ約12cm

DICVY70497
顔リラックマ

サイズ／8.5cm×12.5cm

ITOVN62997
顔けろっぴ

サイズ／14cm×13cm

ITOVN62999
顔シナモン

サイズ／20cm×10cm

DICCY80508
ピカチュウ

サイズ／9cm×5cm×3.5cm

DICCY80591
リラックマ

サイズ／6.5cm×6.5cm×4cm

DICCY80503
アンパンマン飛び

サイズ／6cm×6.5cm×8cm

DICCY80563
ばいきんまん

サイズ／7.5cm×5.5cm

DICCY80564
ドキンちゃん

サイズ／7.5cm×5.5cm

DICCY80532
ドラえもん

サイズ／8.5cm×3.5cm×3cm

DICCY80505
きかんしゃトーマス

サイズ／4.5cm×4cm×5cm

キャラクターソフビヨーヨー ロット/12個

DICVY70620
顔ドキンちゃん

サイズ／Φ10cm

ITOVY62807
ぐでたまスイム

サイズ／15cm×12cm

TKGVY61134
ビニールヨーヨー用うずまき棒
ロット／100本
サイズ／39cm

DICCY80502
アンパンマン立ち

サイズ／7cm×6.5cm

DICCY80659
トロピカル～ジュ!プリキュア
キュアサマー

サイズ／約7.5cm

DICCY80654
仮面ライダーセイバー

サイズ／約7.5cm

使用例
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縁日すくい すくいアクセサリー 

すくいアクセサリー すくい枠

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(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8.3cm
【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7.8cm

IDLNS60792
すくい用カップ(ボウル(小))

ロット／10個
サイズ／Φ10.5cm×5cm

KISNS61397
ワンタッチ替紙6号 100枚入

ロット／1袋
Pサイズ／11.1cm×13.5cm×0.4cm

KISNS61399
ワンタッチ枠５Ｐセット

ロット／1袋
Pサイズ／12.6cm×19.5cm×2.2cm

IDLNS60791
スペア紙7号(1000枚入)(紙薄め) 

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)(紙厚め) 

IDLNS61740
スペア紙4号(1000枚入) 

（単位：個数）

IDLNS31460 64027
【新】グッピーちゃん4号(厚め)
ロット／100本単位 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12個

１番厚いのですくうのが苦手なお子様にも！

IDLNS31465 64028
【新】グッピーちゃん5号(厚め)
ロット／100本単位 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12個

やや厚めです

IDLNS31046 64029
【新】グッピーちゃん6号(標準)
ロット／100本単位 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8個

標準の厚さです

IDLNS31467 64030
【新】グッピーちゃん7号(薄め)
ロット／100本単位 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

難易度を高めるなら！

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（厚め） 
ロット／200本単位
サイズ／

※金魚すくい推奨です。

φ8.5cm×全長15cm
黄・黄緑・水色3色アソート

１番厚いのですくうのが苦手なお子様にも！

※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

HTPNS64412
金魚ポイ5号（厚め） 
ロット／200本単位

やや厚めです

※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

HTPNS64413
金魚ポイ6号（標準） 
ロット／200本単位

標準の厚さです

※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（薄め） 
ロット／200本単位

難易度を高めるなら！

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(厚め)

ロット／100本
本体サイズ／外径8.3cm、内径7.8cm

WRDNS10020
ラッキースクープ5号(厚め)

ロット／100本
本体サイズ／外径8.3cm、内径7.8cm

WRDNS20020
ラッキースクープ6号(標準)

ロット／100本
本体サイズ／外径8.3cm、内径7.8cm
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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
金魚袋ハート柄入

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
金魚袋パーティ柄

ロット／100枚
サイズ／ 18cm×14cm

KISNS60628
金魚袋水草柄

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

KISNS63974
イベント用丸型プール80cm

ロット／1個 サイズ／Φ80cm×21cm
かんたん空気栓(大)タイプ ※ポンプは別売り

KISNS63975
イベント用角型プール
100cm
ロット／1個 サイズ／外径100cm×65cm×30cm
内径90cm×52cm×30cm
かんたん空気栓(大)タイプ ※ポンプは別売り

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

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

西日本用

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
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。

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

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
金魚袋星柄

ロット／100枚
サイズ／ 18cm×14cm

KISNS62887
金魚袋星柄(大)

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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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

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 
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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

DICNS50934
すみっコぐらし とんかつ

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

DICNS50907
チコちゃんに叱られる! 
チコちゃん ボーっとVer.

DICNS50929
すみっコぐらし ねこ

DICNS59601
初代ウルトラマン

DICNS50925
プラレール 
C12蒸気機関車

DICNS50672
プラレールE７系 かがやき 

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

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

DICNS50906
チコちゃんに叱られる! 
チコちゃん ノーマルVer.

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

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

DICNS50973
仮面ライダーセイバー

DICNS50975
仮面ライダーセイバー仮面ライダー
エスパーダ

DICNS50974
仮面ライダーセイバー ブレイズ

DICNS50978
鬼滅の刃 栗花落カナヲ

DICNS50972
劇場版ポケットモンスターココ 
セレビィ(色ちがい)

DICNS50979
トロピカル～ジュ!
プリキュア キュアサマー 

DICNS50980
トロピカル～ジュ!
プリキュア キュアフラミンゴ

DICNS50981
トロピカル～ジュ!
プリキュア キュアパパイア

DICNS50982
トロピカル～ジュ!
プリキュア キュアコーラル

DICNS50983
トロピカル～ジュ!
プリキュア マーメイドローラ

キャラクター人形すくい ロット／10個　サイズ／約40～50mm

DICNS50984
機界戦隊ゼンカイジャー

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

KISNS64196
ウルトラマンセット2020
 (4種・4個)

サイズ／4cm～5cm
ロット／1セット単位ロット／1セット単位

KISNS64202
すみっコぐらしセット
(5種・5個)

サイズ／4cm～5cm
ロット／1セット単位ロット／1セット単位

KISNS64203
リラックマセット
(5種・5個)

サイズ／4cm～5cm
ロット／1セット単位ロット／1セット単位

KISNS64204
プラレール新幹線セット
(5種・5個)

サイズ／4cm～5cm
ロット／1セット単位ロット／1セット単位

KISNS63255
アンパンマンセット
(10種・10個)

サイズ／4cm～5cm
ロット／1セット単位ロット／1セット単位
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DICNS50766
おそ松さん チョロ松

DICNS50935
星のカービィ 
カービィ おすまし

DICNS50936
星のカービィ 
カービィ にっこり

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

DICNS50460
仮面ライダー1号

DICNS50756
ガラピコぷ～ チョロミー

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

DICNS50234
きかんしゃトーマス 
トーマス

DICNS50328
ドラえもん

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

DICNS50851
シン・ゴジラ第4形態

DICNS50848
うんこ漢字ドリル 
うんこ先生 ピンク

DICNS50850
シン・ゴジラ第２形態

DICNS50768
おそ松さん 十四松

DICNS50748
リルリルフェアリル ローズ

DICNS50745
リルリルフェアリル りっぷ

DICNS50769
おそ松さん トド松

DICNS50567
プラレールN700系

DICNS50900
アナと雪の女王２ アナ

DICNS50565
プラレールはやぶさ

DICNS50673
プラレール ドクターイエロー

DICNS50902
アナと雪の女王２ オラフ

DICNS50901
アナと雪の女王２ エルサ

DICNS50940
ポケットモンスター ヒバニー

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

DICNS50747
リルリルフェアリル スミレ
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縁日すくい

キャラクター人形すくい

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

ロット／10個　サイズ／約40～50mm
© & ™ LUCASFILM LTD. ©SAN-X CO., LTD.

© 2021 SANRIO CO., LTD. ©TSUBURAYA PRODUCTIONS Co., Ltd.

DICNS50777
スターウォーズ BB-8

DICNS50776
スターウォーズ 
ストームトルーパー

DICNS50778
スターウォーズ R2-D2

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)

ITONS61329
ハートキティアソート(5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

ITONS62494
ぐでたま

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)

DICNS50877
民芸品人形すくい［根付つき］ 
狐(寝ころび)

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)

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)
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縁日すくい

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個単位

KISEV63991KISEV63991
Kishi's eセット 
縁日すくいキラピカ 2019
Kishi's eセット 
縁日すくいキラピカ 2019
ロット／1セットロット／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

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♪

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
ロット／100個単位
商品サイズ／2.5×2.3ｃｍ

KISNS64021
すくって!キラピカ飛行機
ロット／100個単位
商品サイズ／スペースシャトル：2.8×1.8×4cm

ジャンボジェット：3.2×1.5×3.5cm

KISNS62435
すくって!キラピカ恐竜
ロット／100個単位
商品サイズ／3cm

KISNS62238
すくって!キラピカ小判
ロット／100個単位
商品サイズ／5×3cm

KISNS62648
すくって!キラピカKeyコレクション
ロット／100個単位
商品サイズ／約3×6.5cm

KISNS62771
すくって!キラピカアニマルコイン
ロット／100個単位
商品サイズ／約3×4.5cm

KISNS62166
すくって!キラピカハート
ロット／100個単位
商品サイズ／2.7cm

KISNS62169
すくって!キラピカマウス
ロット／100個単位
商品サイズ／2.2cm

KISNS62164
すくって!キラピカキャンディ
ロット／100個単位
商品サイズ／3～4.5cm

KISNS62168
すくって!キラピカメロディー
ロット／100個単位
商品サイズ／3cm

KISNS60940
すくって!キラピカコイン
ロット／100個単位
商品サイズ／3.5cm

KISNS62165
すくって!キラピカトレジャー
ロット／100個単位
商品サイズ／2.5～3.2cm

KISNS62158
すくって!キラピカこんちゅう
ロット／100個単位
商品サイズ／5×3～3.5cm

KISNS64018
すくって!キラピカバルーンドッグ
ロット／100個単位
商品サイズ／4×3.5×1.5ｃｍ

KISNS64019
すくって!キラピカアヒルちゃん
ロット／100個単位
商品サイズ／3×2×3ｃｍ

＊チェーンは
　付属しません

＊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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HRINS39968
カラフル恐竜すくい

ロット／100個
サイズ／平均約6.2×6cm

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 / 笛付すくい

すくって！シリーズ （キッシーズオリジナルすくい）

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

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

KISNS62223
Kishi's eセット 縁日すくい 
きんぎょ
ロット／ 1セット 梱包サイズ／16cm×29cm×31cm
1回3個の設定で50回分となります

KISNS62160
すくって!やわらかベアコレク
ション
ロット／100個
商品サイズ／2.4～2.8cm×1.5～1.9cm

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

TKWZG70104
ぷよぷよボール 

ロット／10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

AKBNS61011
ミニ熱帯魚

ロット／100個
サイズ／5cm

WDLNS05505
ぷかぷかでめきん

ロット／100個
サイズ／3.5cm

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

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

セット内容
・すくって!リアル金魚
・やわらかミニ金魚
・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

KISNS64341
ぷかぷかポイポイ 
ジュエリーセット
ロット／1個単位

※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
・スーパーボール大　　2個
・スーパーボール小　 12個
・リング型おもちゃ　　 7個

KISNS64339
ぷかぷかポイポイ 
あひるセット
ロット／1個単位

※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個単位

※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
・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

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

TATNS50005
ぺったんトカゲすくい

ロット／100個
サイズ／10cm×4.5cm×0.5cm
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IMINS64009

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

SYDNS26424
ぷかぷかことりちゃん

ロット／50個
サイズ／3.5cm×4cm×4.5cm

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／00個単位
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

ロット／50個
商品サイズ／6cm

笛付きくまさん大
TMYNS30056
笛付クマ(5色アソート)

ロット／50個
サイズ／4.2cm×4.8cm×2.4cm

SYDNS27682
ぷかぷかリアル恐竜

ロット／50個
商品サイズ／2.2cm～4.8cm

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
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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

縁日すくい 光るすくい / 
スーパーボール

光るすくい 電池付属
（交換不可）

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

OISNS11481
ピカピカうんち
ロット／48個
商品サイズ／3×4cm

OISNS11639
ピカピカ恐竜
ロット／48個
商品サイズ／4×4×1.5cm

OISNS11904
ピカピカアヒル
ロット／48個
商品サイズ／3.7×3.5×1.5cm

OISNS11768
ピカピカジュエルマウス
ロット／48個
商品サイズ／3×4cm

OISNS11341
ピカピカ水族館
ロット／48個
商品サイズ／3.5×3.5×1cm

OISNS11343
ピカピカ森の生物
ロット／48個
商品サイズ／4×3.5×1cm

OISNS82148
ピカピカジャンボクラゲさん
ロット／24個
商品サイズ／3.8×3.5×3.5cm

OISNS11489
ピカピカアニマルズ
ロット／48個
商品サイズ／3×4cm

OISNS11342
NEWピカピカきんぎょ
ロット／48個
商品サイズ／3.5×3.5×1cm

OISNS82060
ピカピカジャンボアヒルさん
ロット／24個
商品サイズ／3.8×4×4.5cm

OISNS81642
ピカピカジャンボきんぎょ
ロット／24個
商品サイズ／2.5×4.5×5.5cm

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。
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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

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、27mm3個、32mm3個、
38mm2個、49mm2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

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／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、22mm360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38サイズ 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27サイズ 30個入
ロット／1袋
サイズ／11.1cm×13.5cm×0.4cm

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。

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
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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

サイズ ロット 品番

カラフルスイカ

30mm 50個 OISSB81820
ー 25個 OISSB81840

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

27mm 100個 IMISB64925
45mm 25個 IMISB64924

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

40mm 25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

80mm 6個 UCYSB63961
ー ー ー

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

品番
KISSB61055
KISSB61056

写真は原寸大サイズです
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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 100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 25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 6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
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CLNJI63881
ジュエルアイス
お持ち帰り球ビン(取っ手付)
ロット／10個 商品サイズ／約7.5cm×7cm
(取手含めず)
※シェルスタンダードMIXは中には入りません

CLNJI63244
ジュエルアイスお持ち帰りボトル

ロット／10個
サイズ／Φ7.3cm×6.1cm

蛍光クリア ベル(1kg)

KISJI62660
蛍光クリア ハート(1kg)

※入数増量しました

KISNS64026
風船ショルダーバッグ

ロット／30枚
袋サイズ／ 18cm×18cm

ジュエルアイス Kishi’s eセット / ジュエルアイスお持ち帰りアイテム / バラエティー 蛍光クリア / 
ダイヤモンド / ロック / バラエティーネオン・パールネオン 

ジュエルアイスお持ち帰りアイテム

Kishi’s eセット 約3～5cm程度

バラエティー 蛍光クリア 約3～5cm程度

KISJI62656
蛍光クリア 飛行機(1kg)

KISJI62657
蛍光クリア トレインコレクション(1kg)

KISJI62658
蛍光クリア マイカーMIX(1kg)

KISJI62659
蛍光クリア ドルフィン(1kg)

KISJI62654
蛍光クリア ミニボトル(1kg)

KISJI62649
蛍光クリアスタンダードMIX(1kg)

(持ち手含まず)

TKWJI70585
PVCバック

ロット／50個
商品サイズ／7cm×10cm

※ひとすくいで平均7個すくえます

KISAR62229
Kishi's eセット
すくいどり アクリルネオンMIX
ロット／1セット 取り出し口／Φ13cm
商品サイズ／22.5cm×17.5cm×17.5cm

KISAR62225
Kishi's eセット
すくいどり アクリルクリアMIX
ロット／1セット 取り出し口／Φ13cm
商品サイズ／
※ひとすくいで平均7個すくえます

22.5cm×17.5cm×17.5cm

KISEV63989
Kishi's eセット
ジュエルアイス宝石詰め放題
ロット／1セット

KISJI63943
蛍光クリア バルーンドッグ(1kg)

KISJI63945
蛍光クリア うんちくん(1kg)

KISJI63944
蛍光クリア アヒルちゃん(1kg)

KISJI62655

KISJI62661
蛍光クリア 海の仲間(1kg)

■ジュエルアイス1袋あたりの目安数（単位/個）  ※数値はあくまでも目安で、数量を保証するものではありません

約200ベア
ダイヤモンドハート 約180

フラワー 約200

約155
約120

アニマルランド
金魚

ハート

シェル

海の仲間
約250

約190

約150

約130ドルフィン

約220ミニフルーツ ミニボトル 約285

ABSミニボトル 約205飛行機 約260
キャンディ 約220

ベル 約265

音符 約240
マイカー 約200

数　量
バルーンドッグ 約230
アヒルちゃん
うんちくん 約220

ケーキ 約135約130

ロック 約250
ダイヤモンド

トレイン 約180
マイカーMIX 約220

約250 約240クリアスタンダードMIX

約230

約280マウス

ABSゴールドラッシュ 約230
ABSベルMIX 約230

マルチネオンスタンダードMIX

セット内容

・アクリルクリアMIX
・金魚袋(星柄)

3kg(約690個)

・ボトルBOX 1個
1個・お玉

100枚

セット内容

・アクリルネオンMIX
・金魚袋(星柄)

3kg(約720個)

・ボトルBOX 1個
1個・お玉

100枚

セット内容

・プール丸型60cm
・アニマルランド1kg

1個

・ケーキ1kg 約135個
約260個
約285個
約60個
1個

・マウス1kg
・ミニボトル1kg
・持ち帰り球ビン(取手付)
・フットポンプ

約155個

繋げてあそべるよ!

チェーンや紐が通せる穴付き 人気の5種アソート!!積んで遊べる!君はいくつ積めるかな？
＊チェーンは付属しません
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ダイヤモンド 約3cm～5cm前後 ロック 約3cm～5cm前後

バラエティーネオン・パールネオン 約3cm～5cm前後

KISJI64166
ダイヤモンド 蛍光クリア パープル(1ｋｇ)

KISJI62688
ダイヤモンド 蛍光クリア オレンジ(1kg)

KISJI62689
ダイヤモンド 蛍光クリア グリーン(1kg)

KISJI62690
ダイヤモンド 蛍光クリア ピンク(1kg)

KISJI62691
ダイヤモンド 蛍光クリア ブルー(1kg)

KISJI62694
ダイヤモンド 蛍光クリア 透明(1kg)

KISJI62693
ダイヤモンド 蛍光クリア レッド(1kg)

KISJI62692
ダイヤモンド 蛍光クリア イエロー(1kg)

KISJI62698
ロック 蛍光クリア グリーン(1kg)

KISJI62697
ロック 蛍光クリア オレンジ(1kg)

KISJI62696
ロック 蛍光クリア ミックス(1kg)

KISJI62701
ロック 蛍光クリア イエロー(1kg)

KISJI62700
ロック 蛍光クリア ブルー(1kg)

KISJI62699
ロック 蛍光クリア ピンク(1kg)

ネオン 海の仲間(1kg)
KISJI62677

ネオン ドルフィン(1kg)
KISJI62675 KISJI62678

ネオン ミニフルーツ(1kg)
KISJI62695
ダイヤモンド パールネオン ホワイト(1kg)

KISJI62680
ネオン ダイﾔモンドハート(1kg)

KISJI62681
パールネオン ケーキ(1kg)

KISJI62682
パールネオン キャンディ(1kg)

KISJI62683
パールネオン 音符(1kg)

KISJI62686
パールネオン マウスマルチピンク(1kg)

KISJI62685
パールネオン マウスマルチブルー(1kg)

KISJI62684
パールネオン マウス(1kg)

マルチネオンスタンダードMIX(1kg)
KISJI62650

KISJI62703
ロック 蛍光クリア レッド(1kg)

KISJI62702
ロック 蛍光クリア 透明 (1kg)

KISJI62662
蛍光クリア シェル(1kg)

KISJI62663
蛍光クリア ミニフルーツ(1kg)

KISJI62664
蛍光クリア フラワー(1kg)

KISJI62665
蛍光クリア 金魚(1kg)

KISJI62668
蛍光クリア ダイヤモンドハート(1kg)

KISJI62669
蛍光クリア マイカー(1kg)

KISJI62670
蛍光クリア ケーキ(1kg)
※入数増量しました

KISJI62671
蛍光クリア キャンディ(1kg)

KISJI62672
蛍光クリア マウス(1kg)

KISJI62666
蛍光クリア アニマルランド(1kg)
※入数増量しました

KISJI62667
蛍光クリア ベア(1kg)

KISJI64165
ダイヤモンド 蛍光クリア 8色ミックス(1ｋｇ)

人気の5種アソート!!
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ジュエルアイス ABS / クラッシュアイス

ABS 約3cm～5cm前後

クラッシュアイス 約3cm～5cm前後

FSAJI63959
クラッシュアイス 海物マリン
(1kg)

FSAJI63960
クラッシュアイス スカイミック
スラメ10カラー(1kg)

FSAJI56585
クラッシュアイス マウスリン
グミックス10カラー(1kg)

KISJI62651
ABSゴールドラッシュ(800g)

FSAJI61930
四葉のクローバーグリーン系ミックス (1kg)

FSAJI61760 FSAJI61752
貝マリン (1kg)

FSAJI61756
ハートレッド (1kg)

FSAJI62639
フラットマウストロピカル (1kg)

FSAJI61766
バラピンク系ミックス (1kg)

FSAJI62632
クイーンフラワーマリン (1kg)

FSAJI62635
ダイヤリング10カラー (1kg)

FASJI56560
数字＆アルファベット10カラー(1kg)

■ジュエルアイス1袋あたりの目安数（単位/個）  ※数値はあくまでも目安で、数量を保証するものではありません

約200ベア
ダイヤモンドハート 約180

フラワー 約200

約155
約120

アニマルランド
金魚

ハート

シェル

海の仲間
約250

約190

約150

約130ドルフィン

約220ミニフルーツ ミニボトル 約285

ABSミニボトル 約205

飛行機 約260
キャンディ 約220

ベル 約265

音符 約240
マイカー 約200

数　量
バルーンドッグ 約230
アヒルちゃん
うんちくん 約220

ケーキ 約135

約130

ロック 約250
ダイヤモンド
トレイン 約180
マイカーMIX 約220

約250 約240クリアスタンダードMIX
約230

約280マウス

ABSゴールドラッシュ 約230
ABSベルMIX 約230

マルチネオンスタンダードMIX

FSAJI64205
クラッシュアイス カブトムシ&
クワガタ パステル6カラー(1kg)

FSAJI64206
クラッシュアイス カブトムシ&
クワガタ グリーン系ミックス(1kg)

FSAJI61772
クラッシュアイス インゴット
ゴールド(800g) 

インゴッドゴールドの内容量は800Gになっています。注意

ABSゴールドラッシュの内容量は800Gになっています。注意

FSAJI61749
イルカマリン (1kg)

FSAJI61750
イルカトロピカル (1kg)

FSAJI55571
サイコロマリン(80個入)

四葉のクローバーイエロー系ミックス 
(1kg)
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ビニール製品は商品の性質上、空気モレなどの不良品が多い場合2割程度発生する場合がございます。不良品を
踏まえた上での販売価格となっておりますので不良交換、返品などはお受けしかねます。予めご了承ください。
膨らませすぎや、コンプレッサーなどによる不良品発生の原因となりやすいのでご注意下さい。

KISVN63946
メガPOPかき氷
ロット／1個
Pサイズ／23cm×29cm
膨らまし後サイズ／全長約100cm
※ひも付き

KISVN63947

ロット／1個
Pサイズ／23cm×29cm
膨らまし後サイズ／全長約100cm
※ひも付き

メガPOPきんぎょ

KISVN63263

ロット／1個
Pサイズ／23cm×29cm
膨らまし後サイズ／全長約100cm
※ひも付き

メガPOPまぐろ

KISVN63264

ロット／1個
Pサイズ／23cm×29cm
膨らまし後サイズ／全長約100cm
※ひも付き

メガPOPたこ大将
KISVN63265

ロット／1個
Pサイズ／23cm×29cm
膨らまし後サイズ／全長約100cm
※ひも付き

メガPOP骨付き肉

ロット／1個
Pサイズ／23cm×29cm
膨らまし後サイズ／全長約100cm
※ひも付き

KISVN64016
メガPOPソフトクリーム

ロット／1個
Pサイズ／23cm×29cm
膨らまし後サイズ／全長約100cm
※ひも付き

KISVN63948
メガPOPフランクフルト

ロット／1個
Pサイズ／23cm×29cm
膨らまし後サイズ／全長約100cm
※ひも付き

KISVN63949
メガPOPチョコバナナ

メガPOPシリーズ メガPOPシリーズ

メガPOPシリーズ

■ビニール玩具を膨らませる際の注意点

肉から骨が抜けるよ !!
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おさんぽがもっと楽しくなる !
おともだちをプレゼント

おさんぽがもっと楽しくなる !
おともだちをプレゼント

※バルーンは別売です

組み立てて
バルーンを
付けるだけ

ビニール玩具

KOROCORO 
コロコロ
ロット／5パック単位
セット内容／紙製土台・タイヤ4個車軸2本・
持ち手用リング・紐

おさんぽコロコロ　
あにまるきっず きゅーと
ロット／5個単位
サイズ／約35×35×19cm(平均)

KISVN64153

KIS25467

KISVN64154 KISVN63872

おさんぽコロコロ
はたらくのりもの
ロット／5個単位
サイズ／約27ｘ17ｘ15cm(平均)

KISVN63967
おさんぽコロコロ
ユニコーン（3種アソート）
ロット／6個単位
サイズ／約32×37×18ｃm

KISVN63242
おさんぽコロコロ
すいぞくかん
ロット／5個単位
サイズ／約ペンギン以外平均：約32×21×20ｃm
ペンギン：約20×33×25ｃm

KISVN62805
おさんぽコロコロ
まきば
ロット／5個単位
サイズ／約30×28×18㎝(平均)

KISVN64144

おさんぽコロコロ　
あにまるきっず わいるど
ロット／5個単位
サイズ／約31×33×19cm(平均)

セット内容

・うさぎ
・ねずみ
・きつね
・あひる
・ねこ

セット内容

・ぶた
・ポニー
・アルパカ
・ひつじ
・うし

おさんぽコロコロ　
わんわんズ
ロット／5個単位
サイズ／約25×30×17ｃm(平均)

KOROCORO コロコロ

KOROCORO コロコロ / おさんぽコロコロ /おさんぽシリーズ /その他ビニール玩具 

キッシーズオリジナル 色々なバルーンをおさんぽ玩具に変えちゃう

おさんぽコロコロ キッシーズオリジナルのおさんぽシリーズ

好きなバルーンをおさんぽ玩具に
変えられる魔法のアイテム !

こどもたちに人気のモチーフで、ご好評いただいています !

ふくらんだボディにタイヤが付いて、どこへでも
連れて歩けるコロコロおもちゃは、景品やノベル
ティとして不動の人気です。

詳しくは
動画でチェック

セット内容

・ライオン
・くま
・ぞう
・サイ
・パンダ

セット内容

・トイプードル
・フレンチブルドッグ
・チワワ
・柴犬
・ミニチュアダックスフント

セット内容

・イルカ（ブルー）
・イルカ（ピンク）
・アザラシ
・ペンギン
・ナンヨウハギ

セット内容

・パトカー
・消防車
・救急車
・新幹線
・飛行機

おさんぽコロコロはキッシーズの商標登録です。
食品衛生法検査適合商品で対象年齢3才以上の安心、安全な商品です。
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ビニール製品は商品の性質上、空気モレなどの不良品が発生する場合がございます。不良品を踏まえた上での
販売価格となっておりますので不良交換、返品などはお受けしかねます。予めご了承ください。膨らませすぎや、
コンプレッサーなどによる不良品発生の原因となりやすいのでご注意下さい。

ビーチボール及びフロート以外のビニール玩具は、水上での使用を目的として
作られたものではありません。絶対に水上では使用しないでください。

ビニール玩具をご購入の皆様へお願い

おさんぽ新幹線 923形新幹線 
ドクターイエロー
ロット／00個単位
本体サイズ／約37cm×17cm×18cm
PKサイズ／17.2cm×27.8cm×2.5cm

WDLVN05911

おさんぽ新幹線 
E7系新幹線 かがやき
ロット／00個単位
本体サイズ／約37cm×17cm×18cm
PKサイズ／17.2cm×27.8cm×2.5cm

WDLVN05910

おさんぽ新幹線 
Ｅ5系新幹線 はやぶさ
ロット／00個単位
本体サイズ／約37cm×17cm×18cm
PKサイズ／17.2cm×27.8cm×2.5cm

WDLVN05908

おさんぽ新幹線 
Ｅ6系新幹線 こまち
ロット／00個単位
本体サイズ／約37cm×17cm×18cm
PKサイズ／17.2cm×27.8cm×2.5cm

WDLVN05909

ドラゴンデュエルソード

ロット／6個単位 本体サイズ／約74cm×25cm
PKサイズ／22cm×13cm

KISVN63132
ドラゴンデュエルクラウン

ロット／6個単位 本体サイズ／約φ18cm
PKサイズ／22cm×13cm

KISVN63133
ドラゴンデュエルシールド

ロット／6個単位 本体サイズ／約29cm×23cm
PKサイズ／22cm×13cm

KISVN63134

オーロラセイバー
（3種アソート）
ロット／6個単位 本体サイズ／全長約74cm

KISVN62915
サムライセイバー
（3種アソート）
ロット／12個単位 本体サイズ／約57cm

KISVN63970
ジュエルソード
（3種アソート）
ロット／12個単位 本体サイズ／約50cm

KISVN63971
バイキングソード
（4種アソート）
ロット／10個単位 本体サイズ／全長約48cm

OISVN81798
じゃんけんあにまるバット
（3種アソート）
ロット／12個単位 本体サイズ／40cm×12cm

KISVN62797

カラフル海賊刀（ひも付）
（3種アソート）
ロット／6個単位 本体サイズ／全長約70cm

KISVN62951

ベースボールバットM
(4種アソート)
ロット／12個単位 本体サイズ／全長約98cm

WDLVN05168
ベースボールバットＳ
（5種アソート）
ロット／25個単位 本体サイズ／全長約58cm

WDLVN05169
100ｔビッグハンマー

ロット／6個単位 本体サイズ／95cm×55cm×37cm

TATVN50047

NEWクリアハンマーM

ロット／12個単位 本体サイズ／42cm×32cm

WDLVN73188

どうぶつハンマーS
（5種アソート）
ロット／25個単位 本体サイズ／35cm×20cm×9cm

WDLVN05318

お散歩動物（大）
（5種アソート）
ロット／5個単位 本体サイズ／約50cm

KSYVN00160
オシャレなお散歩犬(大)
（6種アソート）
ロット／6個単位 本体サイズ／約50cm

WDLVN73316
お散歩乗り物（大）
（5種アソート）
ロット／5個単位
本体サイズ／約31.7cm×42.4cm×28cm

KSYVN00237

たのしいおさんぽトーマス

ロット／1個単位
本体サイズ／約20.5cm×21.4cm×30cm

ANG00000

たのしいおさんぽ パーシー

ロット／1個単位
本体サイズ／約24cm×17.5cm×29cm

ANG00000

おさんぽシリーズ

その他ビニール玩具

セット内容

・ウマ
・パンダ
・ゾウ
・キリン
・バンビ

セット内容
・パトカー
・消防車
・救急車
・新幹線
・ヘリコプター

KSYVN00493
お散歩ザウルスjr

ロット／5個単位
サイズ／約62cm×15~20cm×27cm

SYDVN28139
和柄海賊剣

ロット／
2種アソート

12個単位 サイズ／全長約65cm
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ビニール玩具 その他ビニール玩具 / キャラクタービニール玩具

うみのなかまパンチボール
（2種アソート）
ロット／12個単位
本体サイズ／折径25cm、膨らまし後Φ約20ｃｍ

KISVN62704
ビーチボール ラグビー

ロット／12個単位
本体サイズ／膨らまし後約35cm

BELVN03540
ビーチボールサッカー

ロット／30個単位
本体サイズ／／折径35cm、膨らまし後Φ約25ｃｍ

BELVN03395
ビーチボールすいか

ロット／30個単位
本体サイズ／折径35cm、膨らまし後Φ約25ｃｍ

BELVN03394

マジカル☆ステッキ
（4柄アソート）
ロット／12個単位 本体サイズ／膨らまし後約68cm

TKWVN70609
マジカルロッドS
（3種アソート）
ロット／12個単位 本体サイズ／全長約43cm

KISVN62916
魔法のスティックほうき
（4種アソート）
ロット／10個単位 本体サイズ／68cm×9cm×7cm

OISVN81887

トゥインクルリボンアームリング
（5種アソート）
ロット／10個単位 本体サイズ／約18cm×12cm×14cm

KISVN64005
あにまるアームリング
（5種アソート）
ロット／10個単位 本体サイズ／約11cm×13cm
PKサイズ／24cm×12cm

KISVN62918
ちょうちょアームリング
（5種アソート）
ロット／10個単位 本体サイズ／22cm×13cm×15cm

KISVN61944

りんりんあにまるハンドベル
パッケージ入（5種アソート）
ロット／10個単位 本体サイズ／25cm×13cm×8cm

KISVN62410
動物たちのカチューシャ
（6種アソート）
ロット／24個単位 本体サイズ／26cm×19cm(ウサギ)

21cm×22cm(その他)

WDLVN73202

昆虫王アームリング
（5種アソート）
ロット／10個単位 本体サイズ／約18.7cm×15.5cm
PKサイズ／24cm×12cm

KISVN63131

その他ビニール玩具

セット内容
・ウサギ
・ネズミ
・パンダ

・ハムスター
・カエル
・ネコ

個別パッケージ入り 個別パッケージ入り

個別パッケージ入り

CLEAR
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ビニール製品は商品の性質上、空気モレなどの不良品が発生する場合がございます。不良品を踏まえた上での
販売価格となっておりますので不良交換、返品などはお受けしかねます。予めご了承ください。膨らませすぎや、
コンプレッサーなどによる不良品発生の原因となりやすいのでご注意下さい。

ビーチボール及びフロート以外のビニール玩具は、水上での使用を目的として
作られたものではありません。絶対に水上では使用しないでください。

ビニール玩具をご購入の皆様へお願い

ツムツム スティック

ロット／1個単位 本体サイズ／全長約75cm
PKサイズ／12.5cm×20cm×1.5cm

WDLVN05894
ツムツム バットLサイズ

ロット／1個単位 本体サイズ／全長約90cm
※柄指定不可PKサイズ／23cm×28cm×1cm

WDLVN05898
ツムツム ハンマーLサイズ

ロット／1個単位 本体サイズ／全長約75cm
※柄指定不可PKサイズ／25.5cm×27cm×1cm

WDLVN05892
ツムツム ハンマーMサイズ

ロット／1個単位 本体サイズ／全長38cm
※柄指定不可PKサイズ／15cm×21cm×1cm

WDLVN05893
ツムツム ボンボンボールBIG
ミッキー
ロット／1個単位 本体サイズ／43cm×40cm×48cm
PKサイズ／23cm×28cm×1cm

WDLVN05895

ツムツム ボンボンボールBIG
ミニー
ロット／1個単位 本体サイズ／43cm×40cm×48cm
PKサイズ／23cm×28cm×1cm

WDLVN05896
ツムツム ボンボンボールBIG
プーさん
ロット／1個単位 本体サイズ／43cm×40cm×48cm
PKサイズ／23cm×28cm×1cm

WDLVN05897
ツムツム 光るちょうちん

ロット／1個単位 本体サイズ／膨らまし後約23cm
PKサイズ／15cm×25cm×4cm

WDLVN05899
ガリガリ君 バットLサイズ

ロット／1個単位 本体サイズ／全長約90cm

WDLVN05879
ガリガリ君 バットMサイズ

ロット／1個単位 本体サイズ／全長約80cm

WDLVN05880

ガリガリ君 ハンマーLサイズ

ロット／1個単位 本体サイズ／全長約90cm

WDLVN05881
ガリガリ君 ハンマーMサイズ 

ロット／1個単位 本体サイズ／全長約45cm

WDLVN05882
ガリガリ君 パンチボール

ロット／1個単位 本体サイズ／Φ約25ｃｍ

WDLVN05883
ポムポムプリン
ハンマーL
ロット／1個単位 本体サイズ／全長約75cm

WDLVN05867
ポムポムプリン
ハンマーM
ロット／1個単位 本体サイズ／全長約38cm

WDLVN05868

ポムポムプリン
ボンボンボールL
ロット／1個単位 本体サイズ／全長約50cm

WDLVN05869
ポムポムプリン
ボンボンボールM
ロット／1個単位 本体サイズ／全長30cm

WDLVN05870
ハミングミント
スティック
ロット／1個単位 本体サイズ／全長約50cm

WDLVN05862
ハローキティ くるくるバトン
（3種アソート）
ロット／12個単位 本体サイズ／長さ70cm
PKサイズ／14.5cm×11cm×1.5cm

WDLVN05653
ハローキティパンチヨーヨー
（3種アソート）
ロット／12個単位 本体サイズ／23.3cm
PKサイズ／19.9cm×29.8cm×3.9cm

WDLVN05655
星のカービィ ボンボンボール

ロット／1個単位 本体サイズ／膨らまし後約30cm

WDLVN05902

サンリオキャラクターズ
おしりのボンボンボール
ロット／1個単位 本体サイズ／膨らまし後Φ約25cm

※柄指定不可PKサイズ／15cm×23cm×1cm

WDLVN05887
サンリオキャラクターズ
お花のボンボンボール
ロット／1個単位 本体サイズ／膨らまし後Φ約25cm
PKサイズ／15cm×23cm×1cm ※柄指定不可

WDLVN05886
アナと雪の女王
ボンボンボールＳサイズ
ロット／1個単位 本体サイズ／膨らまし後Φ約25cm

＊3色同柄(色指定不可)PKサイズ／12cm×19cm×1.5cm

WDLVN05836
新幹線変形ロボ　シンカリオン
W進化ボンボンボール
ロット／1個単位 本体サイズ／約50×36cm(ロボ)、

約9×53cm、(新幹線)PKサイズ／23cm×28cm×1cm　
＊3柄(柄指定不可)

WDLVN05925
新幹線変形ロボ　シンカリオン
ハンマーL
ロット／1個単位 本体サイズ／膨らまし後：約75cm
PKサイズ／23cm×28cm×1cm　

WDLVN05926
新幹線変形ロボ　シンカリオン
ハンマーM
ロット／1個単位 本体サイズ／膨らまし後約44cm
PKサイズ／14.6cm×25cm×1cm　

WDLVN05927

キャラクタービニール玩具 バット / ハンマー / ボンボンボール　他

  © Disney © 2021 Akagi Nyugyo Co., Ltd. © 2021 SANRIO CO., LTD. 
© Nintendo / HAL Laboratory, Inc. © Disney © プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所・TBS

表裏で柄が違います。
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ビニール玩具 キャラクタービニール玩具

サマーグッズ

フロート

フロート / うきわ / ベビープール / ビーチボール

キャラクタービニール玩具

ヘラクレスオオカブトフロート
ロット／1個単位 PKサイズ／23cm×35cm
サイズ／105cm×68cm

IGRVN75051
ミニジンベエザメフロート
ロット／1個単位 PKサイズ／27cm×39.5cm
サイズ／130cm×92cm

IGRVN95024
ミニシャチフロート（ブルー）
ロット／1個単位 PKサイズ／27cm×39.5cm
サイズ／130cm×83cm

IGRVN75045
ミニシャチフロート（ブラック）
ロット／1個単位 PKサイズ／27cm×39.5cm
サイズ／130cm×83cm

IGRVN75046
ジンベエザメフロート
ロット／1個単位 PKサイズ／27cm×42cm
サイズ／164cm×104cm

IGRVN95023

アームダッコ チョッパー

ロット／12個単位
サイズ／16cm×12cm×18cm

DICVY70599
アームダッコ
スーパーマリオ マリオ
ロット／12個単位
サイズ／約21cm×15cm

PKサイズ／約22cm×16cm

DICVN70794
アームダッコ
スーパーマリオ ヨッシー
ロット／12個単位
サイズ／約21cm×14cm

PKサイズ／約22cm×16cm

DICVN70795

アームダッコ　ポケットモンスター
サン＆ムーン　ピカチュウ  
ロット／12個単位
サイズ／15cm×18cm×5cm

DICVN70781
アームダッコ
アンパンマン
ロット／12個単位
サイズ／15cm×12cm×17cm

DICVN70615
アームダッコ
ばいきんまん
ロット／12個単位
サイズ／15cm×12cm×17cm

DICVN70616
アームダッコ
ドキンちゃん
ロット／12個単位
サイズ／15cm×12cm×17cm

DICVN70617
アームダッコ
リラックマ
ロット／24個単位
サイズ／約20cm

PKサイズ／12.5ｘ20ｘ1.5ｃｍ

WDLVN05834

アームマスコット
マイメロディ
ロット／24個単位
サイズ／約25cm

PKサイズ／12.5ｘ20ｘ1cm

WDLVN05837
ドラえもん　
抱きつきマスコット ビックサイズ
ロット／1個単位
サイズ／約19cm×14cm

PKサイズ／26ｘ23ｘ1cm

WDLVN65835
ドラえもん　
抱きつきマスコット モールサイズ
ロット／1個単位
サイズ／約19cm×14cm

PKサイズ／13.5ｘ15ｘ1.5ｃｍ

WDLVN66422
抱き人形 
ベアキティ
ロット／3個単位
サイズ／約54 cm

ITOVN62296
マスコット人形
アンパンマン
ロット／10個単位
サイズ／12.4cm×17.7cm×5.4cm

DICVN70000
飛び人形 
アンパンマン
ロット／3個単位
サイズ／25.5cm×33.8cm×20cm

DICVN79501

立ち人形 
アンパンマン
ロット／3個単位
サイズ／37.4cm×47.5cm×15cm

DICVN79502
ビニール棒 
アンパンマン
ロット／5個単位
サイズ／16.2cm×54.9cm×8.1cm

DICVN70549
ビニール棒 
ばいきんまん
ロット／5個単位
サイズ／約60cm×20cm

DICVN70823
ビニール棒 
ドキンちゃん
ロット／5個単位
サイズ／約63cm×18cm

DICVN70824
ビニール棒 
ポケットモンスター ピカチュウ
ロット／5個単位
サイズ／全長約63cm

DICVN70822
ビニール棒 
花キティ
ロット／5個単位
サイズ／14.2cm×56.8cm×7.9cm

DICVN70495

ポップコーンマット

ロット／1個単位
サイズ／124cm×178cm

ONDVN41337
エンジェルウィングマット

ロット／1個単位
サイズ／160cm×251cm

ONDVN41344
ロリポップフロート

ロット／1個単位
サイズ／135cm×208cm

PKサイズ／31cm×27cm×9cm

ONDVN40755
ベリーピンク
スプラッシュフロート
ロット／1個単位
サイズ／107cm×198cm

PKサイズ／25cm×23cm×9cm

ONDVN40862
フレンチフライフロート

ロット／1個単位
サイズ／132cm×175cm

ONDVN40860
キディフロート

ロット／1個単位
サイズ／86cm×58cm

ONDVN45586

シャークライドオン

ロット／1個単位
サイズ／173cm×107cm

ONDVN45525
ユニコーン ライドオン

ロット／1個単位
サイズ／201cm×97cm×140cm

PKサイズ／27cm×24cm×10cm

ONDVN40745
グリッターフラミンゴチューブ

ロット／1個単位
サイズ／99cm×89cm×71cm

ONDVN41732
ジャンボウォーターメロン 
スライスアイランド
ロット／1個単位 PKサイズ／37cm×27cm×8cm
サイズ／約149cm×28cm(膨らませ後)

IGRVN63323
ワニフロート

ロット／1個単位
サイズ／175cm×87cm

IGRVN05021
シャチフロート（ブラック）

ロット／1個単位
サイズ／180cm×115cm

PKサイズ／29cm×39.5cm

IGRVN85125

アームダッコ / 抱き人形 / ビニール棒　他
 © ABC-A・東映アニメーション © 尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション © Nintendo ©2021 Pokémon.

 ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc. © やなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ  © SAN-X CO., LTD.
© 2021 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 © Disney/PIXAR © TOMY ©Universal Studios.

ポンプは P.104 へ ＊ビーチグッズには「2WAYポンプ」「スーパーポンプ」
　「フットポンプ」がオススメです。

DICVN70931
アームダッコ 
トロピカル～ジュ!プリキュア
ロット／12個単位
サイズ／約13cm×17cm

DICVN70932
アームブレスレット 
トロピカル～ジュ!プリキュア
ロット／10個単位
サイズ／約19cm×17.5cm

2気室

2気室2気室2気室2気室2気室
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ビニール製品は商品の性質上、空気モレなどの不良品が発生する場合がございます。不良品を踏まえた上での
販売価格となっておりますので不良交換、返品などはお受けしかねます。予めご了承ください。膨らませすぎや、
コンプレッサーなどによる不良品発生の原因となりやすいのでご注意下さい。

ビーチボール及びフロート以外のビニール玩具は、水上での使用を目的として
作られたものではありません。絶対に水上では使用しないでください。

ビニール玩具をご購入の皆様へお願い

アンパンマン 50cmうきわ

ロット／1個単位 本体サイズ／50cm　使用胸囲／56cm　
内周サイズ／70～75cm　※ロープ付き

AGTVN31438
すみっコぐらし 60cmうきわ

ロット／1個単位 本体サイズ／約60cm

MRKVN14872
スーパーマリオ うきわ60cm

ロット／1個単位 本体サイズ／約60cm　使用胸囲／58cm
内周サイズ／85～90cm　※ロープ付き

TTAVN50576
ミニオン うきわ70cm

ロット／1個単位 本体サイズ／約70cm　使用胸囲／66cm
内周サイズ／95～100cm　※ロープ付き

TTAVN22718
トイ・ストーリー うきわ60cm

ロット／1個単位 本体サイズ／Φ60cm　使用胸囲／58cm
内周サイズ／85～90cm　※ロープ付き

TTAVN50742

トランスペアレント
ギルターチューブ
ロット／1個単位 本体サイズ／119cm×119cm
PKサイズ／23cm×20cm×7cm　※色指定不可（ゴールド・ピンク）

ONDVN41418
ドーナッツチューブ

ロット／1個単位 本体サイズ／107cm×99cm
PKサイズ／18cm×20cm×5cm

ONDVN40729
スプリンクル
ドーナッツチューブ
ロット／1個単位 本体サイズ／114cm×114cm
PKサイズ／18cm×20cm×5cm

ONDVN40751
ナッツチョコレート
ドーナッツチューブ
ロット／1個単位 本体サイズ／114cm×114cm
PKサイズ／18cm×20cm×5cm

ONDVN40750
パイナップルチューブ

ロット／1個単位 本体サイズ／86cm×117cm
PKサイズ／18cm×20cm×5cm

ONDVN40752

うきわ

ビーチボール

ベビープール

レインボークラウド
ベイビープール
ロット／1個単位
サイズ／142cm×84cm×119cm

ONDVN41309
ウォーターメロン
3リングプール
ロット／1個単位
サイズ／約124cm×28cm

IGRVN62211

すみっコぐらし　
ビーチボール
ロット／1個単位
サイズ／約Φ28cm(膨らませ後)

MRKVN14875
トイ・ストーリー ボール

ロット／1個単位
サイズ／約Φ28cm(膨らませ後)

TTAVN50746
ミニオン

ロット／1個単位
サイズ／約Φ28cm(膨らませ後)

TTAVN22722
アンパンマン 顔ボール 

ロット／1個単位
サイズ／約Φ25cm(膨らませ後)

AGTVN31240

うきわのサイズと年齢、胸囲の早見表
胸囲と年齢を目安に、うきわのサイズをお選びください
※表のサイズ、年齢は大体の目安です。体型や空気の入れ方で異なる場合があります。

130
120

100
90

8075706560555045

49胸囲（cm） 54 56 58 62 66 70 74 78 80 85以上

3年齢（歳） 6 9 12 15以上

胸　囲
49cm
くらい

胸　囲
54cm
くらい

胸　囲
56cm
くらい

胸　囲
58cm
くらい

胸　囲
62cm
くらい

胸　囲
66cm
くらい

胸　囲
70cm
くらい

胸　囲
74cm
くらい

胸　囲
78cm
くらい

胸　囲
80cm
くらい

胸　囲
85cm
以上

胸　囲
85cm
以上

 © ABC-A・東映アニメーション © 尾田栄一郎/集英社・フジテレビ・東映アニメーション © Nintendo ©2021 Pokémon.
 ©1995-2021 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc. © やなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ  © SAN-X CO., LTD.

© 2021 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 © Disney/PIXAR © TOMY ©Universal Studios.

IGRVN66207
レインボーベビープール
ロット／1個単位 Pサイズ／30×24.5×5cm
膨らましサイズ／約99cm×64cm
水の使用量の目安／約40リットル

IGRVN63550
シーワールドスクエアプール
ロット／1個単位 Pサイズ／37×27×11cm
膨らましサイズ／約143cm×143cm×35cm
水の使用量の目安／約310リットル
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TNRMP05239
ウォーターガン パームシューター
ロット／25個

タンク容量／60cc飛距離／約4m
本体3種4色アソート

Pサイズ／14.5cm×16cm×3cm
ロット／25個

タンク容量／60cc飛距離／約7m
本体4色アソート

商品サイズ／18.5cm×12cm×3.5cm

OISMP11638
コスミックウォーターガン

ロット／25個

本体4色アソート
商品サイズ／12cm×8.5cm×2.3cm

OISMP11738
イルカ水てっぽう(4色アソート)

ロット／12個

タンク容量／130cc飛距離／約5m
4色アソート

商品サイズ／21cm×14cm×4cm

TNRMP10158
スプラッシュウォーターガン(4色アソート)

ロット／12個

飛距離／約3.5m
タンク容量／約120cc

サイズ／15.5cm×24cm×4cm

ONDMP01306
水撃ショット ソニック

ロット／12個

飛距離／約4m
タンク容量／約100cc

商品サイズ／16cm×28cm×4cm

MRKMP14339
アクアショットジャベリン

ロット／12個

飛距離／約4m
タンク容量／約150cc
2色アソート

Pサイズ／32cm×17.5cm×5cm

MRKMP14712
アクアショット シャイニーポップ

ロット／１個

飛距離／約5m
タンク容量／約200cc

商品サイズ／18.5cm×34cm×4cm

MRKMP14925
アクアショットヒューリー

ONEMP01655
ミニオンフリーズレイ
ウォーターシューター
ロット／00個単位
商品サイズ／21.5cm×35cm×8.6cm

ロット／25個

タンク容量／450cc
飛距離／約8m

商品サイズ／16cm×28cm×4cm

WMYMP13472
ブレイブビースト(2色アソート)

ロット／1セット

タンク容量／約360cc

タンク容量／約550cc
シリンジ式飛距離／約8m

ポンプアクション飛距離／約7m

WMYMP13657
ウォーターガンバトルシリーズ 
マイティバトル

Pサイズ／61cm×31cm×10cm

サマーグッズ 水鉄砲 / スプラッシュライト / 水風船

水鉄砲

MRKMP14917
ポンプアクションウォーター
ガンファントム
ロット／1個 商品サイズ／26cm×62cm×8cm
タンク容量／約1100cc 飛距離／約7m

ロット／1個

タンク容量／1700cc飛距離／約8m
Pサイズ／ 42cm×35cm×5.5cm

WMYMP13582
バックパックシューター

ロット／1個

タンク容量／1700cc飛距離／約8m
Pサイズ／ 42cm×35cm×5.5cm

MRKMP14919
すみっこぐらし お水たっぷり水でっぽう

ロット／
ロット／1個

タンク容量／1900cc飛距離／約6.5m
商品サイズ／30.5cm×70cm×8.5cm

ONDMP01966
メガロケット

ロット／

WMYMP13658
エアリアルアロー

ロット／1個 商品サイズ／32cm×17cm×7cm
タンク容量／約130cc 飛距離／約7m

©SAN-X CO.,LTD.
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スプラッシュライト

水風船

ロット／1個

タンク容量／1600cc飛距離／約6m
商品サイズ／75cm×31cm×12cm

MRKMP12469
アクアボンバーサンダーボルト

ロット／

ロット／1個

※レリューム2回分付商品サイズ／17cm×13cm×6cm
Pサイズ／22cm×20cm×7cm

SZKMP63054
スプラッシュライト赤

ロット／1個

タンク容量／300cc飛距離／約5m
商品サイズ／32cm×24.5cm×6.5cm

MRKMP14932
電動ウォーターガン シデン

ロット／

ロット／1個

※レリューム2回分付商品サイズ／17cm×13cm×6cm
Pサイズ／22cm×20cm×7cm

SZKMP63053
スプラッシュライト青

バイオルミネセンス
人体にも安全な生物が作り出す光 ガウシア・プリンセスと呼ばれる、小さな生物の遺伝子から探し出した発光タンパク質

『ルシフェラーゼ』と、発光源『ルシフェリン』の融合 ( バイオルミネセンス ) によって、
水が青く光出す！生物由来の成分で、人体にも安全です。

KISMP62765
ウォーターボムゲーム スプラッチ

ロット／1個 Pサイズ／39cm×23cm×6cm
ラケット2個、ウォーターボム25個、注水アダプタ1個、プラボール1個付

PIN02192
ウォーターバルーンズ
ウォーターボムズ(100個入)
ロット／3袋
Pサイズ／ 20cm×13.5cm

PIN89046
4″ ウォーターバルーンズ
チェリーボムズ (36個入)
ロット／3袋
Pサイズ／ 18.5cm×12.5cm

PIN01383
4″ ウォーターバルーンズ
ウォーターグレネイズ(100個入)
ロット／3袋
Pサイズ／ 18.5cm×12.5cm

TKWMP70760
超速かんたん水フーセン

ロット／12個
Pサイズ／ 31cm×9.5cm×2.5cm

KISMP62766
ウォーターボム 注水アダプタ付

ロット／6個 Pサイズ／18cm×8.5cm
ウォーターボム25個、注水アダプタ1個付
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WMYHB20057
ニュー２０変色すすき

ロット／20本
商品サイズ／3.5cm×58cm×1cm

WMYHB40047
焚昇ニューゴールドスパーク
ラーミニ
ロット／50本
Pサイズ／24cm×4.5cm×2cm

WMYHB71614
暴れるローリング

ロット／1個
商品サイズ／24cm×4.5cm×2cm

WMYHB02027
武龍伝十六尺

ロット／1個
商品サイズ／6cm×14cm×6cm

WMYHB01039
花火師七代目

ロット／1個
商品サイズ／9cm×26.5cm×9cm

WMYHB00074
花風車

ロット／1個
商品サイズ／8cm×28cm×8cm

WMYHB11014
ハナビスピナー

ロット／10個
商品サイズ／10cm×30cm×15cm

WMYHB30013
フェスタ大橋(ナイアガラ)

ロット／20個
商品サイズ／40cm×21.5cm×8cm

SPGHB01000
ホロスペックメガネ ハート

ロット／1個
商品サイズ／41cm×3.5cm

SPGHB00000
ホロスペックメガネ スマイル

ロット／1個
商品サイズ／41cm×3.5cm

SPGHB02000
ホロスペックメガネ 雪の結晶

ロット／1個
商品サイズ／41cm×3.5cm

KISHB63972
特価 手持ち花火セット
ロット／1セット

サマーグッズ 単品花火 / ホロスペックメガネ / 特価花火セット / 
手持花火セット /バラエティセット 

単品花火

ホロスペックメガネ

特価花火セット

WMYHB04567
花火のチカラ

ロット／1個単位 Pサイズ／11×29×0.5cm

■アイコンの解説
各アイコンの示している花火の種類は以下の通りです。
花火セットに入っている花火がひとめでわかります。

庭先向け花火
線香花火 手持ち花火

（ススキ・
スパーク・絵型）

回転花火
（地上回転・
糸付回転）

手持ち吹出 噴出花火

飛 ぶ 花 火

打上花火
（打上花火・
パラシュート）

連発花火飛翔花火
（ロケット・
回転上昇）

セット内容
・手持ち花火
・ローソク

236本

・チャッカマン 1個
1枚・持ち帰り用ゴミ袋

1本

光がハートマークに見える不思議なメガネ 光がスマイルマークに見える不思議なメガネ 光が雪の結晶マークに見える不思議なメガネ

売上の一部をコロナウイルス感染症
医療対策に寄付します
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手持花火セット

バラエティセット

WMYHB04471
けむり少なめ パチパチ花火No.100
ロット／20個
Pサイズ／32.5cm×12.5cm×0.5cm

WMYHB04472
けむり少なめ パチパチ花火No.200
ロット／20個
Pサイズ／34cm×19cm×1cm

WMYHB04019
花火は最高!!No.100
ロット／20個
Pサイズ／32.5cm×12.5cm×0.5cm

WMYHB04020
花火は最高!!No.200
ロット／20個
Pサイズ／34cm×19cm×1cm

WMYHB04555
ハナビンゴ ジャック
ロット／1個
Pサイズ／23cm×34cm×1cm

WMYHB04520
スマイル
ロット／1個
Pサイズ／30cm×47cm×1cm

WMYHB04525
カラフルスマイル

ロット／1個
Pサイズ／ 30cm×47cm×1.5cm

WMYHB04524
スマイルプラス

ロット／1個
Pサイズ／30cm×47cm×10cm

WMYHB04477
テモプラ

ロット／1個
Pサイズ／29.5cm×49cm×7cm

WMYHB04479
超特盛テモプラ

ロット／1個
Pサイズ／30cm×47cm×7.5cm

WMYHB04537
お庭で遊べる花火デラックス

ロット／1個
Pサイズ／52cm×66cm×6.5cm

WMYHB04556
ハナビンゴ クイーン
ロット／1個
Pサイズ／28cm×34cm×1cm

WMYHB04557
ハナビンゴ キング
ロット／1個
Pサイズ／31cm×34cm×1cm

WMYHB04398

ロット／1個
Pサイズ／15cm×35cm×12.5cm

超めちゃ徳セットⅡ
No.3000

ONDHB05393
煙少なめスマホでキレイ

ロット／1個
Pサイズ／27cm×52.5cm×6.5cm

IGYHB03480
何これハート
ロット／1個
Pサイズ／27cm×40cm×1cm

IGYHB03483
あっぱれ花火LL

ロット／1個
Pサイズ／ 30cm×48cm×2cm

MRKHB03732
カワイイハナビ
ロット／1個
Pサイズ／ 30cm×47cm×1cm

MRKHB03731
Hａｎａｂｅｅｅ!!(M)
ロット／1個
Pサイズ／29.5cm×42.5cm×0.5cm
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景品玩具 低単価光りもの玩具L / 低単価光りもの玩具M

低単価光りもの玩具L

OISFL22320
光るアニマルせんぷうき
ロット／12個単位
商品サイズ／8cm×15cm×3.5cm
＊4種アソート　＊スイッチ式

OISFL82306
光るクリアスターボール
ロット／12個単位
商品サイズ／Φ約6cm

OISFL22255
光る棒つき恐竜
ロット／12個単位
商品サイズ／42cm×44cm×8cm
＊4色アソート　＊スイッチ式

HRIFL39838
フラッシュレースカットリボン
ロット／12個単位
商品サイズ／19cm×16cm×2.4cm
＊4色アソート　＊スイッチ式

OISFL22211
光るうちわ（金魚）
ロット／12個単位
商品サイズ／26cm×15cm×1.5cm
＊スイッチ式

OISFL22224
光る棒つきユニコーン
ロット／12個単位
商品サイズ／45cm×7cm×3.5cm
＊4色アソート　＊スイッチ式

OISFL21596
光るうちわ(花火)
ロット／12個単位
商品サイズ／26cm×15cm×1.5cm
＊4色アソート　＊スイッチ式

OISFL21889
クリスタルライトソード
ロット／12個単位
商品サイズ／49cm×5.5cm×5.5cm
＊4色アソート　＊スイッチ式

OISFL21827
ライトニャンコカチューシャ
ロット／12個単位
商品サイズ／16.5cm×12cm×2.5cm
＊4色アソート　＊スイッチ式

IMIFL64523
光るぐにゃっとボール
ロット／12個単位
商品サイズ／φ約5cm
＊2色アソート　＊ショック式

TKWFL70238
ピカピカミラクルめがね
ロット／12個単位
商品サイズ／6cm×14cm
＊3色アソート　＊スイッチ式

OISFL22117
光るプリズムラブリースティック
ロット／12個単位
商品サイズ／24.5cm×9cm×3.5cm
＊4色アソート　＊スイッチ式

暗いシ
ーンのイベントで

　　　　　
大活躍 !!

暗いシ
ーンのイベントで

　　　　　
大活躍 !!

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。

カチッと音がするまで折り曲げて
ください。 音がしたら本体を軽く
振ってください。

衝撃を加えると
光ります。

ボタンや本体を押すと光ります。 一部
商品はスイッチがわかりづらい商品も
ございます。 絶縁テープがついている
ものは抜き取ってからご使用ください。
電池交換可能商品もございます。
＊付属電池はテスト用です。

折って光らせるタイプ スイッチ式

絶縁テープ

ショック式

フラッシュウニボールフラッシュウニボール
ロット／ロット／ サイズ／約4cm　　＊ショック式サイズ／約4cm　　＊ショック式48個48個

OISFL11983OISFL11983 和柄キラキラスティック47和柄キラキラスティック47
ロット／
仕様／ 電池付属(交換不可) 4種アソート

光り方3パターン ＊スイッチ式

12個単位ロット／
仕様／ 電池付属(交換不可) 4種アソート

光り方3パターン ＊スイッチ式

12個単位 サイズ／3cm×47cm×3cmサイズ／3cm×47cm×3cm

KZYFL04247KZYFL04247

＊ショック式

電池付属
交換不可

電池付属
交換不可

電池付属
交換不可

電池付属
交換不可

電池付属
交換不可

電池付属
交換不可

電池付属
交換不可

電池付属
交換不可

電池付属
交換不可

電池付属
交換不可

電池付属
交換不可

電池付属
交換不可

電池付属
交換不可

光るウォーターボール!!

クセになる不思議な感触!!

中央の羽根が回って光る!! 3パターンの光り方!!

3パターンの光り方!!

男の子に人気の恐竜モチーフ!!

女の子に人気のユニコーンモチーフ!!

電池付属
交換不可
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低単価光りもの玩具M

OISFL21961
光る棒つきうんちくん
ロット／12個単位
商品サイズ／6.3cm×41cm×6.3cm
＊4色アソート　＊スイッチ式

OISFL21906
光るのびーる剣
ロット／12個単位
商品サイズ／全長約53cm
＊4色アソート　＊スイッチ式

OISFL21890
光るプリズムマウススティック
ロット／12個単位
商品サイズ／23.5cm×9cm×6.5cm
＊4色アソート　＊スイッチ式

KISFL62242
光るスピンコマ
ロット／24個単位
商品サイズ／7cm×6cm×4cm
＊3色アソート　＊ショック式

OISFL21783
フラッシュブレイブソード
ロット／12個単位
商品サイズ／33cm×8cm×2.5cm
＊4色アソート　＊スイッチ式

KISFL62243
フラッシュキュートブレスレット
ロット／24個単位
商品サイズ／φ5cm
＊3色cm×3型アソート　＊スイッチ式

OISFL21669
光るパチパチハンド
ロット／12個単位
商品サイズ／23.5cm×11cm×3cm
＊2色アソート　＊ショック式

OISFL21296
フラッシュへアーピン
ロット／12個単位
商品サイズ／φ6cm
＊3色cm×2型アソート　＊スイッチ式

KISFL63151
フラッシュポンポンヨーヨー
うにうに
ロット／12個単位
商品サイズ／φ約12cm
＊6色アソート　＊ショック式

OISFL22025
光るアクアリウムボール
ロット／12個単位
商品サイズ／φ6.5cm
＊4色アソート　＊ショック式

KISFL61246
フラッシュポンポンボール
ヨーヨー(中)
ロット／24個単位
商品サイズ／φ約8cm(毛含む)
＊6色アソート　＊ショック式

IMIFL64735
光るユニコーンペンダント色付
ロット／36個単位
商品サイズ／3.6cm×6.1cm×2.7ｃｍ
＊4色アソート　＊スイッチ式

OISFL12149
フラッシュダイヤエンジェル
ハートペンダント
ロット／36個単位
商品サイズ／4cm×7cm×2.5ｃｍ
＊4色アソート　＊スイッチ式

OISFL12120
秘密のトリックライトペン
ロット／25個単位
商品サイズ／13cm×2cm×1.5ｃｍ
＊4色アソート　＊スイッチ式

OISFL11483
フラッシュダイヤスターペンダント
ロット／36個単位
商品サイズ／6x6x2cm
＊4色アソート　＊スイッチ式

OISFL11486
フラッシュダイヤマウスペンダント
ロット／36個単位
商品サイズ／5x5.5x2.5cm
＊4色アソート　＊スイッチ式

OISFL11626
光るダイヤゆびわ
ロット／36個単位
商品サイズ／約4cm×3.5cm×3.5cm
＊4色cm×3型アソート　＊スイッチ式

OISFL11757
光るミニハリネズミヨーヨー
ロット／30個単位
商品サイズ／φ約4.5cm
＊6色アソート　＊ショック式

OISFL11028
フラッシュフラワーリング
ロット／36個単位
商品サイズ／4.5x3x3cm
＊4色アソート　＊スイッチ式

アウトド
アシーンでも

　　　　大
活躍 !!

電池付属
交換不可

電池付属
交換不可

電池付属
交換不可

電池付属
交換不可

電池付属
交換不可

電池付属
交換不可

電池付属
交換不可

電池付属
交換不可

電池付属
交換不可

電池付属
交換不可

電池付属
交換不可

電池付属
交換不可

電池付属
交換不可

電池付属
交換不可

電池付属
交換不可

電池付属
交換不可

電池付属
交換不可

電池付属
交換不可

電池付属
交換不可

3パターンの光り方!! 3パターンの光り方!!

3パターンの光り方!!

3パターンの光り方!! 3パターンの光り方!! 3パターンの光り方!!

3パターンの光り方!! 3パターンの光り方!! 3パターンの光り方!!

透明のペンで書いてライトで照らすと文字が浮かび上がる!!
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景品玩具 光りものその他 / ルミカライト / ルミカ ブレスレット / 台紙玩具

ルミカライト

ルミカ ブレスレット

光りものその他

HRIFL40073
光る！ポップンキャンディ
ロット／12個単位
商品サイズ／30.2cm×11cm×3.8cm
＊3色アソート　＊スイッチ式

OISFL22267
光るマジカルボールスティック
ロット／6個単位
商品サイズ／36cm×8cm×8cm
＊3色アソート　＊スイッチ式

OISFL82248
ピカピカボトルストラップ
ロット／12個単位
商品サイズ／ヒモ全長約49cm
＊4色アソート　＊スイッチ式

OISFL21771
光るクリスタルスタースティック
ロット／6個単位
商品サイズ／36.5cm×14cm×4cm
＊3色アソート　＊スイッチ式

OISFL12267
バブルライトブレスレット
ロット／24個単位
商品サイズ／外寸約8.2cm　内寸約6.5cm
＊4色アソート　＊スイッチ式

KZYFL00371
ピカっとサウンドガン８
ロット／12個単位
商品サイズ／20cm×13cm×3cm
＊スイッチ式

TMYFL50060
フラッシュフェアリーセットⅢ
ロット／12
商品サイズ／52cm×41cm×2cm
＊3色アソート　＊スイッチ式

OISFL21616
フラッシュサウンドソード
ロット／12個単位
商品サイズ／46.5cm×8cm×4cm
＊3色アソート　＊スイッチ式

KISNS64026
風船ショルダーバッグ
ロット／30枚
商品サイズ／18cm×18cm

LUMFL31000
光るブレスレット3本入
ロット／25パック単位
商品サイズ／φ0.6cm×20cm
＊折って光らせるタイプ

レッド LUMFL35131
ブルー LUMFL35127
イエロー LUMFL35130
グリーン LUMFL35126
ピンク LUMFL35128
ホワイト LUMFL35132
オレンジ LUMFL35129

グリーン LUMFL35058
ブルー LUMFL35059
ピンク LUMFL35060
オレンジ LUMFL35061
イエロー LUMFL35062

グリーン LUMFL30314
ブルー LUMFL30315
ピンク LUMFL30317
オレンジ LUMFL30316
イエロー LUMFL30353

LUMFL30999
レインボーブレスレット
ロット／50本単位
商品サイズ／φ0.6×20cm
＊折って光らせるタイプ
＊発光時間：4～5時間

LUMFL35142
ブレスレット
１０色アソート
ロット／12パック単位
商品サイズ／φ6×20cm　＊折って光らせるタイプ　＊発光時間：4～6時間

ブレスレット50 
ロット／50本単位
商品サイズ／φ0.6×20cm
＊折って光らせるタイプ
＊発光時間：4～5時間

6インチレギュラー25
ロット／25本単位
商品サイズ／φ1.5×18cm 
＊折って光らせるタイプ 
＊発光時間
グリーン・オレンジ・イエロー
/10～12時間
ブルー・ピンク / 6～8時間

ルミカライト大閃光アーク 
ロット／12個単位
商品サイズ／φ1.5×18cm 
＊折って光らせるタイプ
＊発光時間約5分

※お買い得な業務用の為、
　個別包装はされていません。

※お買い得な業務用の為、個別包装はされていません。

発光時間 約4～6時間発光時間 約4～6時間

セット内容

・グリーン ・ブルー ・ピンク ・オレンジ
・イエロー ・レッド  ・ホワイト ・バイオレット
・ビビッドピンク ・ペパーミントグリーン

TMYFL60085TMYFL60085
フラッシュ斬鬼ソードフラッシュ斬鬼ソード
ロット／12個単位ロット／12個単位 サイズ／6.4×70×6.4cmサイズ／6.4×70×6.4cm
仕様／ 単3電池3本付属(電池交換可能)

3種均等アソート　＊スイッチ式
仕様／ 単3電池3本付属(電池交換可能)

3種均等アソート　＊スイッチ式

HRIFL40163HRIFL40163
LEDイルミネーションスティックLEDイルミネーションスティック
ロット／12個単位ロット／12個単位 サイズ／18×46.5×2cmサイズ／18×46.5×2cm
仕様／ 単3電池3本付属(電池交換可能) 

光り方3パターン 2種×３色アソート
＊スイッチ式

仕様／ 単3電池3本付属(電池交換可能) 
光り方3パターン 2種×３色アソート
＊スイッチ式

TATFL50067TATFL50067
サウンドガンモンスターサウンドガンモンスター
ロット／12個単位ロット／12個単位 サイズ／21×15×4cmサイズ／21×15×4cm
仕様／ 単3電池2本付属(電池交換可能)

2種アソート　＊スイッチ式
仕様／ 単3電池2本付属(電池交換可能)

2種アソート　＊スイッチ式

KZYFL04652KZYFL04652
光と音のバタフライスタースティック光と音のバタフライスタースティック
ロット／12個単位ロット／12個単位 サイズ／12×41×3cmサイズ／12×41×3cm
仕様／ 単4電池3本付属(交換可能) ２色アソート 

光り方3パターン 音1パターン
＊スイッチ式

仕様／ 単4電池3本付属(交換可能) ２色アソート 
光り方3パターン 音1パターン
＊スイッチ式

KZYFL04649KZYFL04649
光るサウンドチェンジガン光るサウンドチェンジガン
ロット／12個単位ロット／12個単位 サイズ／21×13×4cmサイズ／21×13×4cm
仕様／ 単3電池2本付属 色と個数はランダムです

光り方1パターン、音声8パターン
＊スイッチ式

仕様／ 単3電池2本付属 色と個数はランダムです
光り方1パターン、音声8パターン
＊スイッチ式

KZYFL04641KZYFL04641
ピカピカミンツハートスティックピカピカミンツハートスティック
ロット／12個単位ロット／12個単位 サイズ／10×41.5×4.5cmサイズ／10×41.5×4.5cm
仕様／ ボタン電池付属(交換不可) 4色アソート 

光り方3パターン
＊スイッチ式

仕様／ ボタン電池付属(交換不可) 4色アソート 
光り方3パターン
＊スイッチ式

電池付属
交換可能

電池付属
交換可能

電池付属
交換可能

電池付属
交換可能

電池付属
交換可能

電池付属
交換不可

電池付属
交換不可

電池付属
交換不可

サウンド搭載!!

電池付属
交換可能

3パターンの光り方!!

スティックが光る!!

持ち手も光る!!

電池付属
交換不可

電池付属
交換不可

ペットボトルに装着する光るストラップ !!

 長い時間光るスティック 短い時間に発光パワーが凝縮！！とにかく明るいスティック

 単色カラーのブレスレット

光るおもちゃを入れるのにピッタリ!!

＊袋本体は光りません

電池付属
交換可能

電池付属
交換可能

電池付属
交換可能



TKWDG70479
F-1 レーサーTypeスケルトン台紙

ロット／1枚
サイズ／6cm×3cm×3cm

IMIDG64723
台紙ニコニコフリスビー（24付）

ロット／1枚
サイズ／10cm×10cm×1.5cm

IMIDG64792
台紙ふくらむ昆虫（24付）

ロット／1枚
サイズ／7cm×2.5cm

IMIDG64900
台紙数字めいろゲーム（24付）

ロット／1枚
サイズ／8cm× 5.5cm

FJYDG09051
きせかえシールＢ台紙(24付）

ロット／1枚
サイズ／13.5cm×25cm

IMIDG64791
台紙おもしろ手品あそび(24付)

ロット／1枚
サイズ／6.5cm×３.6cm×1.1cm

KZYDG00795
台紙 のびのびトカちゃん (24付)

ロット／1枚
サイズ／12.5cm×1cm

KZYDG04184
台紙のびっこハンド(24付)

ロット／1枚
サイズ／7.5cm×12cm×15cm

HRIDG39767
台紙 ポケットライトガン (24付)

ロット／1枚
サイズ／5.5cm×7.5cm×2cm

KZYDG03738
台紙 ふくらむんです 恐竜 
(24付)
ロット／1枚 商品サイズ／ 約6cm

ABEDG12501
台紙風車吹上(24付)

ロット／1枚
Pサイズ／14cm×7.5cm×2cm

FJYDG09017
台紙ラブリーへアゴム(24付)

ロット／1枚
Pサイズ／13cm×8cm×1cm

ABEDG12508
台紙くねくね~つちのこ(24付)

ロット／1枚
Pサイズ／18cm×6.3cm×2cm

ABEDG12529
台紙お金ごっこ(24付)

ロット／1枚
Pサイズ／17.5cm×8cm×0.4cm

ABEDG12504
台紙紙風船と巻き取り(24付)

ロット／1枚
Pサイズ／17cm×10.5cm×2.5cm

BELDG01528
台紙 だるまおとし (12付)

ロット／1枚
Pサイズ／16cm×8cm×3cm

IMIDG64722
台紙とべとべグライダー(12付)

ロット／1枚
Pサイズ／8.5cm×2.4cm

BELDG01749
台紙 わくわくさかなつり (12付)

ロット／1枚
Pサイズ／25cm×11cm×2cm

BELDG01561
台紙バードホイッスル(12付)

ロット／1枚
Pサイズ／15cm×10cm×4cm

BELDG01657
台紙へんそうセット(12付)

ロット／1枚
Pサイズ／14cm×10.5cm×4.2cm

FJYDG00126
台紙ラブラブポーチ(12付)

ロット／1枚
Pサイズ／12cm×12.5cm×3.5cm

FJYDG00121
台紙スカイキャッチ(12付)

ロット／1枚
Pサイズ／8.5cm×17.5cm×6cm

BELDG02052
台紙金魚すくい(12付)

ロット／1枚
Pサイズ／22cm×9.8cm×1.5cm

BELDG01316
台紙コミックサングラス(12付)

ロット／1枚
Pサイズ／5.5cm×12.3cm×1.3cm

BELDG01736
台紙レーザープラコマ(12付)

ロット／1枚
Pサイズ／15cm×11cm×2cm

BELDG03001
台紙サンリオ巻取り(12付)

ロット／1枚
Pサイズ／15cm×13cm×2cm

BELDG01704
台紙 ケン玉(12付)

ロット／1枚
Pサイズ／16cm×9cm×2.5cm

YAIDG11156
台紙武者めんこ(12付)

ロット／1枚
Pサイズ／14.5cm×11cm×0.5cm

IMIDG64727
台紙色変わり!
キラキラキーホルダー(24付)
ロット／1枚
Pサイズ／6.5cm×6.5cm×1cm

TRYDG50800
台紙 スウィングシャボン玉(12付)

ロット／1枚
Pサイズ／18cm×10cm×3cm

台紙玩具 台紙サイズ 47～55×25～30cm

TKWDG70663
ぼくらの建設車台紙(24付)

ロット／1枚
サイズ／5cm×３.5cm×３.5cm

KZYDG01893
台紙ゼリーショック (24付)

ロット／1枚
サイズ／6.5cm×10cm

※水で膨らむおもちゃです。
誤って飲み込まない様にご注意願います

ABEDG12502
台紙ふきあげパイプ(24付)

ロット／1枚
Pサイズ／14cm×9m×3.3cm

IMIDG64891
台紙くっつき忍者（24付）
ロット／1枚
サイズ／8.5cm×3cm

FJYDG04008
台紙ミニバスケットボールゲーム
（24付）
ロット／1枚
サイズ／5.8cm×4.5cm×5.5cm

© 2021 SANRIO CO., LTD.
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表  裏 表  裏

景品玩具 台紙玩具その他 / シャボン玉 / 低単価玩具L 

TRYDG50330
台紙とらやのカラートラバルーン
(24付)
ロット／1枚
Pサイズ／9cm×4cm×1cm

TGRDG05341
台紙水玉風船(30付)

ロット／1枚
Pサイズ／12.5cm×9.8cm×1cm

TGRDG03121
台紙ジェット風船(36付)

ロット／1枚
Pサイズ／30cm×4cm×10cm

OISSD11438
ボトルしゃぼん玉

ロット／24個
商品サイズ／10.5cm×3cm×3cm

OISSD12323
ダイナソーシャボン玉

ロット／24個
商品サイズ／8cm×3.5cm×4cm

TNRSD10169
おっきくつくれるアニマルしゃぼん

ロット／12個 商品サイズ／4.5cm×28cm×3cm
Pサイズ／9cm×36cm×3cm 4種アソート

TNRSD10084
しゃぼん棒

ロット／12個 サイズ／31cm×3.5cm×3.5cm
Pサイズ／38cm×8.5cm×3.6cm

OISSD21444
ワッショイ 
ふわふわしゃぼん玉てっぽう
ロット／12個
商品サイズ／10cm×4cm×13cm

MSYSD17210
イルミネーションバブル

ロット／1個 サイズ／18.5cm×24.6cm×6.5cm
専用シャボン液２本付き　単三電池×３本使用（別売り）

TRYSD61807
シャボン玉ストロー10P

ロット／
シャボン玉は付属していません。

5袋 Pサイズ／19.5cm×12cm×1.8cm
ストローサイズ／ Φ1.5cm×10.5cm

台紙玩具その他

シャボン玉

OISSD11947
クリスタルマウスしゃぼん玉

ロット／24個
商品サイズ／6cm×6cm×2.8cm

OISSD11528
しゃぼんステッキ

ロット／25個
商品サイズ／20.5cm×3.2cm×2cm

OISSD10650
どうぶつシャボン玉

ロット／24個
商品サイズ／8.3cm×4.3cm×3.9cm

ONESD01483
でんきゅう シャボン玉

ロット／24個
商品サイズ／4.5cm×8cm×4.5cm

OISSD10651
アヒルシャボン玉

ロット／24個
商品サイズ／7.2cm×3.8cm×5.7cm

TMDSD10707
ドラえもんシャボン玉

ロット／24個
Pサイズ／17.5cm×13cm×2.6cm

TRYSD71001
ハローキティシャボン玉

ロット／24個
Pサイズ／22cm×15cm×3cm

TRYSD54507
シャボン玉液･500ml

ロット／1個
商品サイズ／Φ7cm×17cm

TMDSD98108
パワフルシャボン玉液･
1000ml
ロット／1個
商品サイズ／Φ8.2cm×25cm

TMDSD19125
シャボン玉液・1800ml

ロット／1個
商品サイズ／28cm×11.8cm×9.9cm

TMDSD03103
40Cシャボン玉

ロット／25個
Pサイズ／13cm×6cm×2.6cm

低単価玩具L

TMDSD03103
40Cシャボン玉

ロット／25個単位
内容／ シャボン玉液1本、ストロー1本

MSYSD20643
バブリーザウルス

ロット／1個単位 Pサイズ／21×25×8cm
仕様／ 単3電池3本使用(別売)

ボタン操作で2つの連射モードの切り替え

TMDSD31668
アンパンマンシャボン玉

ロット／12個単位 サイズ／23×15.7×2.8cm

HRISD25011
新 日本刀シャボン玉

ロット／24個単位 サイズ／約5cm×38cm
4色アソート

TNROX10177
たのしいハンバーガー屋さん

ロット／12個単位 Pサイズ／15×4.5×23cm

TNROX10126
サクサクお料理しましょ

ロット／
くだものセット、やさいセットの2種アソート

12個単位 Pサイズ／約14×20×4.2cm

TMYOX50113
ロードスピーダー

ロット／12個単位 Pサイズ／10×19×3.5cm
サイズ／ 6cm×14cm×3cm

SYDOX28101
和柄カラフルガマ口BC

ロット／12個単位 サイズ／9.5×8.5×1.7cm
6種アソート

SYDOX28109
和柄カラフルBIGシュシュ
ロット／24個単位 サイズ／φ約10cm

© やなせたかし／フーベル館・TMS・NTV © 藤子プロ・小学館 
© 藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK © 2021 SANRIO CO., LTD.

SYDOX28125
和柄カラフルCUBEポーチBC ver.2
ロット／12個単位 サイズ／7cm×7cm×6cm
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HRIOX39798
ラブリーリンちゃん

ロット／12個
商品サイズ／6.5cm×28cm×3cm

ロット／12個

TMYOX50126
うさみみミニファン

商品サイズ／14cm×7.5cm×3.5cm

BELOX03655
かみつきワニくん大作戦

ロット／12個
商品サイズ／ 全長7.5cm×6cm

TNROX10162
アクアゲームGALAXY

ロット／12個
商品サイズ／7cm×14.5cm×2cm

OISOX22186
キュウバンスナイパーライフル

ロット／12個 商品サイズ／33cm×8.5cm×2cm
吸盤弾：全長16cm

KIS62932
ふわふわ風船

ロット／6個
商品サイズ／23cm×13.5cm

OISOX22217
ガブガブ恐竜ヘッド

ロット／12個
商品サイズ／31cm×9cm×5cm

OISOX22018
スキップダンシングボール

ロット／12個 リング／外寸Φ16cm、内寸Φ13cm
ボール／Φ約7cm ゴム紐／約53cm

OISOX21843
マジカルハンド

ロット／12個
商品サイズ／21cm×7.5cm×4cm

OISOX21631
キャッチピンポン

ロット／12個
商品サイズ／ 19cm×11cm×11cm

TNROX10117
ぴたポン!ボールダーツ

ロット／12個
Pサイズ／27cm×21cm

OISOX21506
ペッタンキュウバンキャッチボール

ロット／12個 グローブ／Φ15cm
ボール／Φ4.5cm

OISOX21617
パワーハンマー

ロット／12個
商品サイズ／26cm×13cm×9cm

OISOX21458
キングアイスパンチ

ロット／12個
商品サイズ／Φ8cm×20cm

WDLOX73336
NEW吸盤ライフルDX

ロット／12個
商品サイズ／47.5cm×7cm

OISOX21774
メタルブレード(大)

ロット／12個
商品サイズ／全長51cm

ロット／12個

TKWOX70888
ユニコーンのたまご

Pサイズ／10.5cm×7.5cm×5.3cm

KZYOX04603
きらきらタワースライム 

ロット／12個
商品サイズ／16cm×Φ4.5cm

ロット／12個

YUKOX16020
キラメタスプリング

サイズ／7.5cm×6.8cm×7.5cm

TNROX10150
エキサイトボウリング 

ロット／12個
商品サイズ／10cm×14cm×4cm

TNROX10140
フライDEポテトゲーム

ロット／12個
商品サイズ／8cm×7.4cm×3.5cm

TNROX10152
ピンボールサッカーゲーム

ロット／12個
商品サイズ／9.5cm×16.5cm×3.5cm

ロット／12個
商品サイズ／

TNROX10173
タマゴブロックダイナソー

8cm×5.7cm

OISOX82204
つぶつぶラメラメボール

ロット／12個
商品サイズ／Φ6cm

OISOX22226
恐竜ウォーターボール

ロット／12個
商品サイズ／5.5cm×5.5cm×5.5cm

TNROX10182
マシュマロスライミン

ロット／12個
商品サイズ／16cm×14cm×4cm

TNROX10156
プリンセスジュエリーボックス 

ロット／12個
商品サイズ／17cm×12cm×4.8cm

OISOX22132
日本刀(大)

ロット／12個
商品サイズ／61cm×4.5cm

TNROX10186
マイドクターセット

ロット／12個
Pサイズ／ 15cm×23cm×4.5cm

OISOX21935
クロスボウアローガン

ロット／12個
容量／ 8cm×16cm×26cm

OISOX22278
スーパー恐竜フィギュア

ロット／12個
容量／ 14cm×8cm×20cm

IMIOX64921
黒鬼の刀
ロット／12個単位 サイズ／45cm×7cm
6色アソート

SYDOX28106
和柄カラフルスリムペンポーチ
ロット／12個単位 サイズ／約18×6×3.5cm

KZYOX04547
侍の刀剣
ロット／12個単位 サイズ／71×11.5×2.5cm
4色アソート

HRIOX25022 68004
和柄ショートソックス
ロット／12個単位 サイズ／約19～24cm
素材／ ポリエステル

OISOX21103
ハッピーバトミントンセット

ロット／12個
商品サイズ／34cm×15cm×2cm
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OISOX21574
弓矢(矢2本付)

ロット／12個
商品サイズ／弓全長約51cm

YUKOX14032
クロカン4ＷＤ

ロット／12個
Pサイズ／21cm×15cm×6.6cm

TNROX10131
テクニカルヨーヨー アクセルスピン

ロット／12個
Pサイズ／17.5cm×10.7cm×3.8cm

TNROX10130
飛んでけ!へリコプター

ロット／12個
Pサイズ／27cm×22cm

TNROX10122
エレガントプリンセス

ロット／12個
Pサイズ／36cm×12cm

YUKOX70000
たのしい手芸セット

ロット／12個
Pサイズ／17.5cm×14.5cm×2cm

景品玩具 低単価玩具L / 低単価玩具M

低単価玩具M

TKWOX70475
恐竜のたまご

ロット／12個
商品サイズ／10.5cm×7.7cm×5.5cm

IMIOX64393
キューティードール

ロット／24個
Pサイズ／5cm×12cm×4cm

TKWOX00244
ビートルチャンピオン

ロット／24個
商品サイズ／11cm×4.5cm×4cm

OISOV12311
ペタペタシールボックス
ロット／24個単位
Pサイズ／
全6種類

約7.5cm×9.5cm×2cm

HRIOV25025
和柄リング
ロット／50個単位 サイズ／φ2.5cm

SYDOV28110
和柄カラフルシュシュ
ロット／24個単位 サイズ／φ約8cm

SYDOV28121
和柄カラフルリップ型消しゴム
ロット／24個単位 サイズ／1.8×7.3×1.8cm

SYDOV28113
和柄ミニタオル
ロット／24個単位 サイズ／約20.5cm×20.5cm

YUKOV18005
GPレースカー
ロット／25個単位 Pサイズ／10×17×3.3cm
車のデザイン2種、各4色アソート
(ランダムに入っております)

YUKOV19009
パワフルトラック
ロット／25個単位 Pサイズ／12×15×4.8cm
3色アソート

YUKOV19011
スーパーヘリコプター
ロット／25個単位 Pサイズ／13.5×14×3.3cm
4色アソート

YUKOV11027
トップエア
ロット／25個単位 Pサイズ／12.5×15×3.5cm
4色アソート

KZYOV00632
ハリセンの鬼(小)
ロット／24個単位 サイズ／34.26×4.76×6cm

FJYOV09128
プチタオル和の型 
ロット／25個単位 サイズ／20×20cm

FJYOV09127
ネイルセット和の型 
ロット／25個単位 PKサイズ／8.2×14.6×1.2cm

HRIOV25003/68002
和柄ミニタオル
ロット／25個単位 サイズ／20×20×0.2cm
6種アソート

HRIOV25021 68001
和柄PUボール
ロット／25個単位 サイズ／φ6cm

TKWOV70865
プラレール おりがみ
ロット／
2柄アソート

25個単位 Pサイズ／15.5×14.5×0.3cm

TKWOV70723
プラレール シール
ロット／
全3種類

25個単位 Pサイズ／10.5×12×0.3cm

TKWOV70698
トミカ パズル
ロット／
4柄アソート

25個単位 サイズ／約13.8×13.8×0.3cm

TKWOV70471
トミカ シール
ロット／
全3種類

25個単位 Pサイズ／10×12×0.2ｃm

TKWOV70563
リカちゃん パズル
ロット／
3柄アソート

25個単位 サイズ／約13.8×13.8×0.3cm

OISOV12349
シャイニングスポーツカー
ロット／25個単位
サイズ／
4色6型

平均4.5cm×10cm×3.3cm

OISOV11985
なりきりお医者さん
ロット／25個単位
サイズ／聴診器：9cm×36.5cm 

注射器：3cm×7cm×2.5cm

セット内容
・聴診器 ・注射器
・体温計 ・診察券

HRIOV39783
ルンルンティアラ
ロット／25個単位 サイズ／8cm×8.3cm×5.6cm

SYDOV28144
和柄カラフルPUボールver2
ロット／
8種アソート

25個単位 サイズ／φ6cm

低単価玩具L

© TOMY
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YUKOV17022
パンダグラス

ロット／25個
商品サイズ／7.8cm×7.5cm×1.5cm（折りたたみ時）

OISOV12286
どこでもスマートせんぷうき

ロット／24個
商品サイズ／12cm×6.7cm×3.5cm

OISOV12304
つぶつぶきんぎょボール

ロット／12個
商品サイズ／5cm×4cm×7cm

OISOV12318
特急レスキュー消防車

ロット／25個
商品サイズ／3cm×5cm×10cm

OISOV12294
ジュエルデコリング

ロット／25個
商品サイズ／3.8cm×3.8cm×3.8cm

OISOV12295
キラキラ変形キーホルダー

ロット／25個
商品サイズ／5.5cm×6cm×0.1cm

TNROV05205
スマホ型ぱちぱちパチンコ

ロット／25個
商品サイズ／13.7cm×7cm×1.1cm

TNROV05254
開運ぷるぷるおみくじうんこ

ロット／25個
Pサイズ／10cm×11cm×2.3cm

TNROV05253
あおむけもっちぃスクイーズ

ロット／25個
Pサイズ／12.5cm×10cm×1.3cm

KZYOV04544
アニマル5点文具セット

ロット／25個
商品サイズ／24.5cm×7.2cm×1cm

WDLOV73164
クリアレインボースリム

ロット／25個
Pサイズ／7cm×5.5cm×6cm

TNROV05218
なんでも!おえかきボード

ロット／25個
商品サイズ／22.3cm×13.7cm×1cm

YUKOV17012
メタリックターボ

ロット／25個
商品サイズ／ 9cm×3.5cm×15cm

YUKOV80056
スマイルヨーヨー

ロット／25個
商品サイズ／10cm×3cm×13cm

OISOV12063
ジャンピングかえるちゃん

ロット／25個
本体サイズ／9cm×8cm×5.5cm

OISOV11936
ジュラシック恐竜図鑑

ロット／25個
商品サイズ／14.5cm×3.5cm×6cm

TNROV05191
ボヨヨ～ン!うんち棒

ロット／25個
商品サイズ／23cm×11.5cm×6cm

OISOV11228
次世代ケータイDEゲーム

ロット／25個
商品サイズ／10cm×5.5cm×2cm

OISOV11634
キャッチボール

ロット／25個
商品サイズ／14cm×6cm×6cm

OISOV10847
フライングUFO(小)

ロット／25個 商品サイズ／スターター29cm
はね／Φ13cm

OISOV12187
ドキドキどうぶつ忍者

ロット／25個
商品サイズ／ 11cm×14cm×4cm

KZYOV04217
ホビーブロック恐竜ダイナソー編

ロット／8個
商品サイズ／7cm×9cm×4.5cm

OISOV11891
ボトルけしごむ

ロット／24個
ボトルサイズ／8.5cm×4cm×4cm

OISOV12045
ジュラシックエッグ

ロット／24個 商品サイズ／6.5cm×3.5cm×3.5cm
※約8～12時間で生まれます

OISOV11098
レッツマジック

ロット／24個
サイズ／12.5cm×8cm×2.5cm

WDLOV73212
ビックリ缶

ロット／24個
サイズ／6cm×5cm

OISOV11931
6面パズル

ロット／24個
本体サイズ／5.4cm× 5.4cm×5.4cm

OISOV12319
パッチンブレスレット

ロット／25個
Pサイズ／22cm×3cm

KISOV62986
ドキドキむぎゅっと生たまご

ロット／12個
サイズ／5cm×7cm×5cm

KISOV62241
ぶたボール

ロット／12個
商品サイズ／ 8cm×7cm×6cm

OISOV11750
ビックリスライム

ロット／24個
商品サイズ／5cm×5cm×5cm

SYDOV28104
和柄カラフル巾着袋
ロット／
8種アソート

32個単位 サイズ／15cm×15cm

YUKOV20017
和柄の万華鏡
ロット／12個単位 サイズ／9×18.5×4cm

KZYOV00392
2刀流セイバー
ロット／25袋単位(1袋2本入り)
膨らまし後サイズ／68.5cm×3cm×2.3cm

SYDOV28138
和柄カラフル丸型スタンプ 

ロット／60個単位 サイズ／φ2.6×3.7cm

SYDOV28137
和柄マスキングテープ
ロット／32個単位
サイズ／φ4.5×1.5cm 長さ約2m
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OISOV11646
ブーブークッション

ロット／25個
商品サイズ／Φ17cm

YUKOV01042
わんぱくジェット

ロット／25個
商品サイズ／12.5cm×5cm×16cm

OISOV11524
日本刀(小)

ロット／24個
商品サイズ／38cm×5cm×6.5cm

OISOV11658
メタルブレード

ロット／25個
商品サイズ／28cm×6cm×2cm

TNROV05231
のぞいてアニマル

ロット／25個
商品サイズ／6cm×6.5cm×2cm

OISOV10336
スポンジガン

ロット／25個
商品サイズ／12.5cm×10cm×4.5cm

OISOV11091
しゃんしゃんスティック

ロット／25個
商品サイズ／18cm×5cm×5cm

TNROV05206
シャイニーアクセサリー

ロット／25個
商品サイズ／19cm×11cm×2.1cm

OISBG11914
アニマルフレンズらくがきちょう

ロット／25個
商品サイズ／8cm×10.5cm×0.5cm

景品玩具 低単価玩具M / 自立タイプ景品 / 景品おまかせセット / 低単価玩具S / ガチャコロ倶楽部キューブ・V / カプセル景品

OISOV10288
吹き矢

ロット／25個
商品サイズ／Φ2.3cm×26cm

低単価玩具M

FJYOV01004
ネイルセット

ロット／25個
商品サイズ／14.6cm×8.2cm×1.2cm

KISOW62033
おまかせおもちゃエコノミー
男の子セット(50個入り)
ロット／1袋
袋サイズ／ 21cm×40cm×13cm程度

KISOW62034
おまかせおもちゃエコノミー
女の子セット(50個入り)
ロット／1袋
袋サイズ／ 21cm×40cm×13cm程度

KISOV61395
景品おまかせセット50個入り

ロット／1袋
袋サイズ／ 23cm×61cm

KISOV60716
景品おまかせセット100個入り

ロット／1袋
袋サイズ／ 6cm×33cm×56cm

景品おまかせセット ※商品内容は、常に異なりますのでご了承ください。

※商品内容は、常に異なりますのでご了承ください。

KISEV64017
自立する射的・輪投げ用景品セット（50個）
ロット／1セット単位
※什器はセット内容に入りません。
※内容は変更になる場合がございます。  ※画像はイメージです ※画像はイメージです

自立タイプ景品

KISDA64405
自立する射的・輪投げ用お菓子セット(100個)

ロット／1セット単位
Pサイズ／32×23×44cm
※内容は変更になる場合がございます。

ランチのおまけに最適！ いろいろな種類が入っていてお得！

OISOX32365
おうちであそボックス

ロット／1個単位
ボックスサイズ／約25cm×16cm×16cm

セット内容

・景品20個入 (10種～13種)
※ロッドによって内容は変更になります

OISOX32364
お外であそぼックス

ロット／1個単位
ボックスサイズ／約25cm×16cm×16cm

セット内容

・景品20個入 (10種～13種)
※ロッドによって内容は変更になります

OISOX32363
お風呂であそぼックス

ロット／1個単位
ボックスサイズ／約25cm×16cm×16cm

セット内容

・景品20個入 (10種～13種)
※ロッドによって内容は変更になります

OISFL32366
ピカピカあそぼックス

ロット／1個単位
ボックスサイズ／約25cm×16cm×16cm

セット内容

・景品20個入 (10種～13種)
※ロッドによって内容は変更になります

 ※画像の景品は一例です ※画像の景品は一例です ※画像の景品は一例です ※画像の景品は一例です
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SYDOW27884
アニマルプルバックカー

ロット／60個
商品サイズ／3cm×2.7cm×3.8cm

HRIOW39904
ピョンピョンうさちゃん

ロット／25個
商品サイズ／16.5cm×8cm×3cm

かわいいうさぎが突然ジャンプ！

OISOW40896
マジックナイフ

ロット／50個
本体サイズ／18cm×4cm×1.5cm

剣先が引っ込む！

FJYOW09090
バルーンソード

ロット／25個
Pサイズ／28.5cm×7.9cm×1.4cm

衝撃で膨らみます

OISBG41447
どうぶつけしごむ付えんぴつ

ロット／24個
商品サイズ／
本体8種アソート

全長19cm

OISOW41578
バードグライダー

ロット／50個
商品サイズ／5cm×19cm×18.5cm

OISOW40902
ペーパーヨーヨー

ロット／50個
商品サイズ／全長20cm

OISOW41214
おだんごいろえんぴつ

ロット／50個
商品サイズ／11cm×1.5cm×1.5cm

OISOW40911
ミニどうぶつ巻鳥

ロット／50個
商品サイズ／9cm×8cm×1.5cm

低単価玩具S

AMZCP99024
ガチャコロ倶楽部キューブ･
V専用メダル
ロット／100枚
サイズ／Φ2.5cm

KISCP60712
カプセル景品男の子ミックス

ロット／100個 サイズ／Φ4.8cm
※景品内容は都度変更になる場合がございます。

KISCP60714
カプセル景品男女ミックス

ロット／100個 サイズ／Φ4.8cm
※景品内容は都度変更になる場合がございます。

ガチャコロ倶楽部キューブ・V

OISOW42240
キラキラスター金メダル

ロット／50個
商品サイズ／4.5cm×3.7cm×0.4cm

TNROW05182
ポケットヨーヨー99

ロット／25個
商品サイズ／13cm×9cm×3cm

小さくても高速スピン！

OISOW42215
うんちスライム粘土

ロット／48個
本体サイズ／3.5cm×4cm×4cm

種類は全部で6種類！

OISOW41739
めいろゲームウォッチ

ロット／50個
本体サイズ／19cm×4cm×0.5cm

時計の形の迷路ゲーム！

OISOW42040
ハッピーホイッスル

ロット／50個
商品サイズ／5.5cm×2.8cm×3cm

OISOW42137
ビュンビュンカー

ロット／50個
商品サイズ／5cm×3cm×2.5cm

OISOW42063
うさみみヘアゴム

ロット／50個
商品サイズ／10cm×10cm×0.6cm

OISOW40899
ウォーターヨーヨー

ロット／50個
商品サイズ／Φ4cm

LBROW30139
ペタペタマン

ロット／50個
商品サイズ／9cm×4cm

OISOW41681
ジュエリーゆびわ

ロット／50個
商品サイズ／2.5cm×2.5cm×2.5cm

販促に最適！

KISCP62498
ガチャコロ倶楽部キューブ本体
ロット／1台 本体サイズ／約53cm×33cm×36cm
重量：約5.3kg 対応カプセル：4.8～7.5cm
セット内容：本体×1基、上蓋用鍵×2個、
コインボックス用鍵×2個、六角レンチ×1個、
取扱説明書×1部
※専用メダル・中身のカプセル景品は別売りです。

カラフル＆ポップ！

AMZCP99022
ガチャコロ倶楽部V本体
ロット／

電源／不要

1台 本体サイズ／117.5cm×48cm×48cm
梱包サイズ／120cm×50cm×50cm 重量：約8kg
対応カプセル／Φ4.5～5.5cm 対応コイン／専用コイン
カプセル容量／適量140～150個程度
付属品／金庫キー、商品キー×各2個ずつ
※専用メダル・中身のカプセル景品は別売りです。
※硬貨対応タイプにも変更可能です。
　詳しくは担当者までお問い合わせください。

SYICP60717
48パイカプセル

ロット／100個
サイズ／Φ4.8cm

ガチャコロ倶楽部に最適！

SYICP63908
65パイカプセル

ロット／50個
サイズ／
4色アソート

Φ約6.5cm

たくさんは要らない方にぴったり！

FJYOW09121
バルーンの刃 鬼撃滅
ロット／25個単位 サイズ／4cm×95cm×4cm
5種アソート

HRIOW64384
和柄丸ライトキーホルダー
ロット／25個単位 サイズ／3.9×3.9×1.5cm
仕様／テスト用電池付属 8種アソート(ランダム)

SYICP64370
65パイカプセル(黒)
ロット／50個単位 サイズ／ φ6.5cm

カプセル景品

KISCP60713
カプセル景品女の子ミックス

ロット／100個 サイズ／Φ4.8cm
※景品内容は都度変更になる場合がございます。
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景品玩具 玩具その他 / バスグッズ / エポック社

NAKZG21107
ヘリキャッチャー

ロット／1個
商品サイズ／14.5cm×11cm×26cm

IMIZG64662
伸縮ボール 彩(小)

ロット／1個
商品サイズ／Φ13.5cm×20cm

WDLZG05623
マジックボール

ロット／1個
サイズ／15cm

OISZG21588
ハッピー ジャイアントアイス
パンチ
ロット／1個
商品サイズ／31cm×13cm×13cm

MRKZG13762
ゲームポケット スマゲー

ロット／1個
Pサイズ／15.5cm×11.5cm×3cm

ONEZG01075
NEW激ブルフィッシング

ロット／1個
サイズ／16.5cm×26cm×4.5cm

ONEZG01197
LCDキューブゲーム プラス

ロット／1個
サイズ／13.5cm×16cm×4.5cm

MROZG00375
白黒パンダゲーム

ロット／1個
Pサイズ／26cm×20cm×2.5cm

MRKZG13609
ショットガンライフル

ロット／1個
Pサイズ／74cm×19.5cm×3cm

玩具その他

ロット／1袋
サイズ／

TMYZG50014
スチールバトミントン

ロット／1袋
サイズ／ 20cm×65.5cm×2cm

IYMZG03100
カラーボール(12個入)

ロット／1セット
商品サイズ／Φ7cm

SANZG09010
キャンディボール8号(4色アソート)

ロット／6個
商品サイズ／Φ20cm

PPYZG68015
セーフティーボール(日本製)

ロット／100個
ボールサイズ／Φ5.5cm、約4.5g

MRKZG13920
恐竜発見!発掘隊

ロット／1個
商品サイズ／13.5cm×9cm×6.5cm

NAKZG45103
ルーレットじどうはんばいき

ロット／1個
商品サイズ／16cm×21cm×7cm

KZYZG04301
プリベントオイルタンクカー

ロット／1個
Pサイズ／29cm×7cm×9.5cm

MROZG00427
マイビーズボックス

ロット／1個
商品サイズ／8.3cm×14.8cm×9.8cm

MRKZG14506
対決!スペースアタック!

ロット／1個
商品サイズ／30cm×45cm×8cm

MRKZG14268
いたずらモグラたたき

ロット／1個
商品サイズ／20cm×28cm×5cm

ONDZG01925
森のウサクマクリニック

ロット／1個
商品サイズ／29cm×43cm×6.5cm

ONDZG01736
いちごシリーズコンパクト

ロット／1個 Pサイズ／18cm×4cm×1.5cm
2色アソート※色のご指定は出来ません

TMYZG41003
レールキング

ロット／1個
サイズ／35.5cm×24.5cm×4cm

TMYZG60048
RCフルファンクション
スピードレーサーカー

サイズ／全長20cm
26cm×14.5cm×10.5cm

YIGZG43260
クラッシュアイスゲーム

ロット／1袋
Pサイズ／ 22.5cm×19.5cm×7.5cm

TMYZG40535
ポータブルアニマルファン

ロット／1個単位 サイズ／10.2×16×3.5cm
仕様／
4種アソート(指定不可) 

ストラップ・単3電池2本付属(電池交換可能) 　

TMYZG40364
ネコの手ファン

ロット／1個単位
仕様／ストラップ・単4電池2本付属(電池交換可能)
3色アソート(指定不可) 

サイズ／9.3×20.5×5.3cm

HRIZG25002
ポータブルネックファン

ロット／1個単位
仕様／ USB充電式
連続使用時間／90分（風量最大の場合）

サイズ／18.5×28.5×3.5cm

4色アソート(指定不可) 
プレイ人数／ 2～4人

MSYZG19567
トレジャーキーパー

ロット／1個単位 Pサイズ／32.5×25×9.5cm
仕様／ 単3電池2本使用(別売)

MSYZG19568
ガチンコ!恐竜ファイト

ロット／1個単位
プレイ人数／2～4人

Pサイズ／40×30×6.2cm

KISZG00159
ラッキートーイの
コンビニエンスパラダイス
ロット／1個単位 サイズ／14×7×11cm

KISZG00169
ラッキートーイのおふろ＆水あそび 
ぷかぷかランド
ロット／1個単位 Pサイズ／26×27×10cm

KISZG00167
ラッキートーイのお料理しましょ

ロット／1個単位 Pサイズ／22×31×8.5cm

SYDZG28100
和柄カラフルエコバッグ

ロット／6個単位 サイズ／約45cm×41-58cm
3色アソート

SYDZG28111
和柄両面カラフルもちもちスクエア
クッション50センチサイズ
ロット／3個単位 サイズ／50cm×35cm
3種アソート

DOSZG12351
Stuff A Loons 
スタッフ ア ルーンズ
ロット／1台単位 Pサイズ／30×21×17.5cm

セット内容

・バルーンメーカー 1個
・バルーン            12個
・クリップ               6個
・コーン                 4個

・ポンポン             2個
・紙ふぶき             2袋
・ラメ                    2袋
・リボン                 2個
・ミニバルーン     10個

SNSで大人気！
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エポック社

EPCZG79921
はじめてのアクアビーズ

ロット／1個
Pサイズ／30cm×7cm×21cm

EPCZG05495
エポック社のポカポンゲーム

ロット／1個
Pサイズ／25cm×6.8cm×18.5cm

EPCZG07290
サッカー盤ロックオンストライカー 
サッカー日本代表ver.
ロット／1個
Pサイズ／13cm×18cm×5cm

EPCZG06106
いっしょにスイーツパーティー
アイスクリームタワー+3
ロット／1個
Pサイズ／27cm×6.5cm×27cm

ディッシャー付きです

EPCZG06164
野球盤3Dエース スタンダード 

ロット／1個
Pサイズ／43cm×43cm×6.5cm

EPCZG05604
ドンケツゲーム

ロット／1個
Pサイズ／60cm×6.5cm×37.5cm

EPCZG78570
ホイップる ラブリーマカロンセット

ロット／1個
Pサイズ／20cm×11cm×35cm

専用ギフトボックス付き！

EPCZG07333
ボルダリングレース

ロット／1個
商品サイズ／
対象年齢5歳以上

20cm×11cm×35cm

SKJZG04696
忠犬もちしばバスボール3

ロット／1個単位 Pサイズ／14×11×5cm
さくらの香り マスコットは全8種類

SKJZG04685
ガチャピン・ムックバスボール

ロット／1個単位 Pサイズ／14×11×5cm
グリーンアップルの香り マスコットは全5種類

SKJZG03846
みいつけた!バスボール

ロット／1個単位 Pサイズ／14×11×5cm
レモンの香り マスコットは全5種類

SKJZG04435
名探偵コナンバスボール2

ロット／1個単位 Pサイズ／14×11×5cm
ラベンダーの香り マスコットは全5種類

ONDZG96672
すみっコぐらしおふろみずでっぽう
炭酸入浴料セット
ロット／1個単位 Pサイズ／8×12.5×5.8cm
マスコットみずでっぽう／全長約6cm
ももの香り マスコットは全６種類

ONDZG96291
トミカ はたらくトミカ 炭酸入浴料

ロット／1個単位 Pサイズ／8×9.5×5.8cm
ももの香り マスコットは全６種類

ONDZG96655
トミカ 建設車両 炭酸入浴料

ロット／1個単位 Pサイズ／8×9.5×5.8cm
ももの香り マスコットは全６種類

ONDZG96670
プラレール新幹線大好き 
炭酸入浴料
ロット／1個単位 Pサイズ／8×9.5×5.8cm
ももの香り マスコットは全６種類

ONDZG96617
アニア 恐竜 炭酸入浴料

ロット／1個単位 Pサイズ／8×9.5×5.5cm
森の香り マスコットは全６種類

ONDZG96568
アニア 動物園 炭酸入浴料

ロット／1個単位 Pサイズ／8×9.5×5.5cm
森の香り マスコットは全６種類

ONDZG96641
アニア 水族館 炭酸入浴料

ロット／1個単位 Pサイズ／8×9.5×5.5cm
森の香り マスコットは全６種類

HASZG74314
ファミリーダック

ロット／1個単位 Pサイズ／24.5×7.1×8.5cm

HASZG74536
あひる風呂ミニ

ロット／1個単位 Pサイズ／20.5×10.5×17.5cm

セット内容
・黄色あひる 11羽
・黒あひる 1羽
・バスタブ型ケース 

HASZG74537
かえる風呂ミニ

ロット／1個単位 Pサイズ／20.5×10.5×17.5cm

セット内容
・かえる 11匹
・おたまじゃくし 1匹
・バスタブ型ケース

HASZG74596
エレクトリカルシャワーパーティー 
YE
ロット／1個単位
仕様／ 単4電池2本使用（別売）

サイズ／8×11×9.5cm

HASZG74664
おふろセット(かえる)

ロット／1個単位 Pサイズ／10.6×25×9.5cm

セット内容
・ミニサイズボディスポンジ
・かえる 4匹
・おたまじゃくし 1匹
・バスタブ型ケース 

HASZG74663
おふろセット(あひる)

ロット／1個単位 Pサイズ／10.6×25×9.5cm

セット内容
・ミニサイズボディスポンジ
・黄色あひる 4羽
・黒色あひる 1羽
・バスタブ型ケース 

HASZG74597
エレクトリカルシャワーパーティー 
PK
ロット／1個単位
仕様／ 単4電池2本使用（別売）

サイズ／8×11×9.5cm

SKJZG04764
ひつじのショーンバスボール2

ロット／1個単位 Pサイズ／14×11×5cm
りんごの香り

バスグッズ

SKJZG05050
たべっ子どうぶつ バスボール1

ロット／
りんごの香り

1個単位 Pサイズ／
マスコットは全5種類

11cm×13cm×5cm

SKJZG05051
たべっ子どうぶつ バスボール2

ロット／1個単位 Pサイズ／
せっけんの香り マスコットは全5種類

11cm×13cm×5cm

SKJZG03662
ガラピコぷー バスボール

ロット／1個単位 Pサイズ／
せっけんの香り マスコットは全5種類

11cm×13cm×5cm

SKJZG04376
新幹線バスボールNEW

ロット／1個単位 Pサイズ／14×11×5cm
ソープの香り マスコットは全5種類

マスコットは全5種類

©Aardman Animations Ltd 2019 ©2014SKJAPAN
 ©ガチャムク 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

©NHK・NED ©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996 
©SAN-X CO., LTD. ©TOMY ©ギンビス ©NHK

HASZG74690
ソーボム1パック
ロット／1個単位 Pサイズ／14.3×6×18cm

HASZG74688
ソーボムファクトリー
ロット／1個単位 Pサイズ／33.7×7.8×31cm
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TTAMP52678
バンチ オ バルーン(3束パック)

ロット／1個 商品サイズ／21cm×5cm×5cm
1束約35個できます　アジャスター付

景品玩具 タカラトミー / タカラトミーアーツ / 学研ステイフル 

タカラトミーアーツ

タカラトミー

学研ステイフル

TTOZG86636
ポケット人生ゲーム

ロット／1個
商品サイズ／18cm×10.5cm×2.5cm

TTAZG52081
黒ひげ危機一髪ジュニア

ロット／1個
Pサイズ／12cm×17.5cm×11cm

TTOZG96587
ウーニーズ専用ペレット 
たっぷりセット
ロット／1個 Pサイズ／
※こちらは本体が入っていないペレットのみの商品です

27cm×24cm×4cm

9色のペレットセット

TTOZG96579
ウーニーズ スタンダードセット

ロット／1個
Pサイズ／30cm×29cm×8cm

ふしぎな風船ウーニーズが
つくれちゃう基本セット！

TTOZG48304
プラレール N700A新幹線
ベーシックセット
ロット／1個
Pサイズ／29cm×23cm×12.5cm

初心者におすすめ！

TTOZG80509
リカちゃんLD02
はじめてのバッグセット
ロット／1個
Pサイズ／38cm×26.5cm×6cm

リカちゃん初心者にぴったりです

TTOZG39911
トミカ出動せよ!緊急車両セット

ロット／1個
商品サイズ／14cm×19cm×3.5cm

GKSZG00429
カラフルコレクト

ロット／1個
サイズ／26cm×26cm×4.5cm

GKSZG00188
ニューブロック
ドクターイエローバッグ
ロット／1個
サイズ／35cm×20cm×11cm

©TOMY

箱トミカNo.053 日産ディーゼル 
クオン ミキサー車
ロット／1個単位 Pサイズ／7.8×3.9×2.7cm
対象年齢3歳～

TTOZG79920
箱トミカNo.49 トヨタ コースター 
ようちえんバス
ロット／1個単位 Pサイズ／7.8×3.9×2.7cm
対象年齢3歳～

TTOZG10249
箱トミカNo.27 トヨタ 
ジャパンタクシー
ロット／1個単位 Pサイズ／

対象年齢3歳～
7.8×4.1×3.9cm

仕様／ サスペンション式

TTOZG39270
箱トミカNo.110 トヨタ クラウン 
パトロールカー
ロット／1個単位 Pサイズ／

サスペンション式 対象年齢3歳～
7.8×3.9×2.7cm

仕様／

TTOZG79865
箱トミカNo.98 大型人員輸送車

ロット／1個単位 Pサイズ／7.8×3.9×2.7cm
対象年齢3歳～

TTOZG97198
箱トミカNo.85 三菱ふそう 
スーパーグレート
ロット／1個単位 Pサイズ／7.8×3.9×2.7cm
対象年齢3歳～

TTOZG87946
箱トミカNo.60 いすゞ  エルフ 
車両運搬車
ロット／1個単位 Pサイズ／7.8×4.1×3.9cm
対象年齢3歳～

TTOZG43890
箱トミカNo.3 動物運搬車

ロット／1個単位 Pサイズ／7.8×3.9×2.7cm
対象年齢3歳～

TTOZG56259
箱トミカNo.95 ロンドンバス

ロット／1個単位 Pサイズ／3.9×7.8×2.7cm
対象年齢3歳～

TTOZG86016
箱トミカNo.2 スバル WRX S4 
覆面パトロ－ルカー
ロット／1個単位
仕様／ サスペンション式

Pサイズ／7.8×3.9×2.7cm
対象年齢3歳～

TTOZG71646
箱トミカNo.4 Honda VFR 
白バイ
ロット／1個単位 Pサイズ／3.9×7.8×2.7cm
対象年齢3歳～

TTOZG79868
箱トミカNo.21 日産 ノート 
パトロールカー
ロット／1個単位 Pサイズ／

サスペンション式 対象年齢3歳～
7.8×3.9×2.7cm

仕様／

TTOZG79935
箱トミカNo.28 いすゞ  
サインカー
ロット／1個単位 Pサイズ／

サスペンション式 対象年齢3歳～
7.8×4.1×3.9cm

仕様／

TTOZG85996
箱トミカNo.61 日産 フェアレディＺ 
NISMO パトロールカー
ロット／1個単位 Pサイズ／

サスペンション式 対象年齢3歳～
7.8×4.1×3.9cm

仕様／

TTOZG10272
箱トミカNo.105 日産 GT-R 
パトロールカー
ロット／1個単位 Pサイズ／7.8×4.1×3.9cm
対象年齢3歳～

TTOZG74224
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鬼滅の刃

鬼滅の刃 / 仮面ライダーセイバー /
機界戦隊ゼンカイジャー / トロピカル～ジュ！プリキュア / 
ポケットモンスター / 名探偵コナン / ミッフィー

キャラクター玩具

TMYCH53926
鬼滅の刃 ソフビィB BOX

ロット／10個単位 サイズ／5cm×3cm×3cm
1BOXの中に10個（7種＋ランダム3個）

MSYCH19575
ポケットモンスター 
クリップカンバッチ
ロット／12個単位 サイズ／5.5cm×13cm×9.4cm

針を使わないクリップタイプ

MSYCH19579
ポケットモンスター 
じゃぶじゃぶおえかき
ロット／1個単位 サイズ／17.5cm×27cm×3cm

セット内容
・クレヨン                4色
・スポンジ               1個

・ネット袋                1枚
・おえかきシート      1冊

・S字フック             1個

ENSCH46589
ポケットモンスター 
ソフトグライダー
ロット／12個単位
サイズ／4.5×16×16.5cm(組み立て時)

お子様でも組み立て簡単！

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

もちもちの手触りです

KTWCH05596
ミッフィーおおきいぬりえ

ロット／10個単位
サイズ／25.7cm×24.5cm×0.4cm
本文32ページ

大きいサイズでぬりやすい

KTWCH05591
ミッフィーシール付おりがみ

ロット／20個単位 サイズ／15cm×15cm×0.3cm

5種類の折り方説明書付き

セット内容
30枚（金・銀入）
シール1シート

KTWCH40082
ミッフィー らくがき帳

ロット／10個単位 サイズ／19cm×19cm×0.5cm 
32枚（ぬりえ付）

ONDCH02011
カイト 鬼滅の刃
ロット／1個単位 Pサイズ／12×69×1cm
サイズ／116cm×64cm

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

MSYCH20663
仮面ライダーセイバー 
やわらか火炎剣烈火
ロット／1個単位 Pサイズ／15×25×2.5cm
サイズ／約65cm

MSYCH20664
仮面ライダーセイバー 
光る!!やわらかバット
ロット／1個単位 Pサイズ／15×25×2.5cm
サイズ／約80cm

MSYCH20662
仮面ライダーセイバー 
やわらかハンマー
ロット／1個単位 Pサイズ／13×25×1.5cm
サイズ／約36cm

MSYCH20665
仮面ライダーセイバー 
やわらかハンマービッグサイズ
ロット／1個単位 Pサイズ／27.5×30×1.5cm
サイズ／約90cm

MSYCH20666
仮面ライダーセイバー 
クリップカンバッチ
ロット／12個単位 Pサイズ／5.5×12.5×0.5cm

ENSCH46134
ポケットモンスター 
15ピースパズル
ロット／12個単位 Pサイズ／16×13.5×0.5cm
サイズ／15cm×10.5cm×0.2cm

ポケットモンスター

仮面ライダーセイバー

WMYCH13704
機界戦隊ゼンカイジャー
迷路あそび
ロット／12個単位 Pサイズ／13×18×2.5cm

WMYCH13703
機界戦隊ゼンカイジャー
スピンコマ
ロット／12個単位 Pサイズ／10.5×14.5×3cm

MSYCH21035
機界戦隊ゼンカイジャー
やわらかギアトリンガー
ロット／1個単位
膨らまし後サイズ／ 全長約42cm

機界戦隊ゼンカイジャー

MSYCH21001
トロピカル～ジュ！プリキュア
クリップカンバッチ
ロット／12個単位（3種アソート）
サイズ／12.5×5.5×0.5ｃｍ

MSYCH21002
トロピカル～ジュ！プリキュア
リボンヘアゴム
ロット／12個単位（6種アソート）
サイズ／6.5×7.5×2.5ｃｍ

MSYCH21003
トロピカル～ジュ！プリキュア
ハッピーヘアゴム
ロット／12個単位（4種アソート）
サイズ／8×6.5×1cm

MSYCH21005
トロピカル～ジュ！プリキュア
ネイルシール
ロット／12個単位
サイズ／7.8×10.5×0.3ｃｍ

MSYCH21006
トロピカル～ジュ！プリキュア
ダイカットコインパース
ロット／12個単位
サイズ／13×17×0.3ｃｍ

MSYCH21012
トロピカル～ジュ！プリキュア
カラフルねんどセット
ロット／1個単位 サイズ／
こむぎ素材の安全・安心ねんどです

23.8×18×5.8cm

MSYCH20044
トロピカル～ジュ！プリキュア
ハート型ショルダーバッグ
ロット／1個単位
サイズ／18×17×7cm

MSYCH21024
トロピカル～ジュ！プリキュア
鈴入りやわらかバトン
ロット／1個単位
サイズ／膨らまし後全長約63cm

トロピカル～ジュ！プリキュア

ENSCH47017
鬼滅の刃メタルコレクション
ロット／13個単位 サイズ／約2×2.5×0.2cm
13種アソート

ENSCH61101
鬼滅の刃 シール烈伝
ロット／20個単位 サイズ／約5.2cm×5.2cm

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個単位 Pサイズ／29.5cm×21cm×4cm

名探偵コナン

KTWCH17084
ミッフィー 磁ケシ MF622

ロット／20個単位 サイズ／1.6×6.4×1.6cm

KTWCH15972
ミッフィー画用紙 MF617

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

ミッフィー

©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable. ©2020 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 ©2021 Pokémon 

©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996 ©copyright Mercis bv,1953-2021©TOMY

ENSCH47016
鬼滅の刃 スタンプ列伝
ロット／18個単位 Pサイズ／約11.3×7.5×3cm
サイズ／
全18種類

約3.9cm×2.7cm×2.7cm

- 60 -



ハローキティ

スーパーマリオ

きかんしゃトーマス

すみっコぐらし / ドラえもん / ハローキティ / リカちゃん / 
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 / ロディ / いないいないばあっ! / はらぺこあおむし 

キャラクター玩具

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個単位 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個単位 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個単位 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個単位
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個単位
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個単位 サイズ／55cm×22cm×17.5cm

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

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個単位 Pサイズ／22cm×6cm×26.5cm

EPCCH32293
スイーツチャームズ すみっコぐらし 
ケーキポップセット
ロット／1個単位 Pサイズ／13cm×21cm×4cm

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個単位 サイズ／18cm×14cm×2cm
対象年齢6才以上

安心＆簡単に縫えちゃう！

ONECH01640
すみっコぐらし リストバンド

ロット／10個単位 サイズ／3.5cm×25cm×0.2cm
5種アソート

MRKCH14889
すみっコぐらし フライングリング

ロット／1個単位 サイズ／32cm×30cm×0.7cm

MRKCH12120
ハローキティ ホイッスル

ロット／12個単位 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個単位
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個単位 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個単位 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個単位
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個単位
Pサイズ／20.5cm×12.5cm×10cm

リモコン式で簡単操作！

EPCCH07327
スーパーマリオ ラリーテニス

ロット／1個単位 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個単位 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個単位 Pサイズ／26cm×30cm×6.5cm

ONECH01555
フリクションミストファン 
きかんしゃトーマス
ロット／1個単位 サイズ／13cm×20.5cm×25cm

ONECH01341
GO!GO!お砂場トーマス

ロット／1個単位 サイズ／20cm×25cm×12.5cm

LOG91001
きかんしゃトーマス 
ゴムふうせん
ロット／10パック単位 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個単位 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個単位
膨らまし後サイズ／55cm

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

ONECH01640
すみっコぐらし リストバンド

ロット／10個単位 Pサイズ／3.5cm×25cm
サイズ／
リストバンドのデザインは全5種類

約3.5cm×20cm

AGTCH31757
すみっコぐらし ゲームもおべんきょう
もできちゃう!すみっコパッド
ロット／1個単位 サイズ／13×17.5×2.5cm
仕様／ 電池単3アルカリ4本(別売)

コイン電池CR2032cm 1個(テスト用付き)

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個単位 Pサイズ／44×5×44.5cm
サイズ／43cm×3.5cm×43cm 

HYMCH06677
チューブレット すみっコぐらし 
スタンダードセット
ロット／1個単位 Pサイズ／33×24×6.8cm

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個単位 Pサイズ／13.4×9.8×1.7cm

すみっコぐらし

FJPCH10003
ドラえもん 貯金箱

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

ドラえもん

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

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

- 61 -



ロディ

はらぺこあおむし

いないいないばあっ!

トレイン

ミニオンズ

LOG03503
トレインバルーン 
山手線 
ロット／10個単位
膨らまし後サイズ／55cm

1パックに1枚入り

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

1パックに1枚入り

LOG03504
トレインバルーン 
はやぶさ
ロット／10個単位
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個単位
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個単位 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個単位 Pサイズ／27cm×27cm×6.5cm

SSBCH00652
B5ぬりえ DCミッキーマウスB5ぬりえ DCミッキーマウス

ロット／10冊単位 サイズ／B5

ONECH01503
ミニオン なりきりメガネ

ロット／12個単位
サイズ／16.5cm×19cm×30cm

ONECH01504
ミニオンズ みずぶえ

ロット／12個単位 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個単位 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個単位
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個単位
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個単位
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個単位
Pサイズ／ 25cm×18.5cm×6.8cm

４人まで遊べるすごろく付き

JMYKR72007
Rody 本体イエロー

ロット／1個単位
材質／ 塩化ビニール(非フタル酸を仕様)
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個単位
材質／ 塩化ビニール(非フタル酸を仕様)
対荷重／200kg

サイズ／

対象年齢3歳以上

23cm×55cm×55cm

JMYKR35510
スイングロディ ベビーピンク

ロット／1個単位 サイズ／15cm×25cm
材質／ ABS樹脂・綿・ポリエステル
対象月齢6ヶ月以上

JMYKR35520
スイングロディ ベビーイエロー

ロット／1個単位 サイズ／15cm×25cm
材質／
対象月齢6ヶ月以上

ABS樹脂・綿・ポリエステル

JYPCH33110
ワンワンのギュッしてピープーばあっ!

ロット／1個単位 サイズ／5.5cm×17cm×5cm

ONECH01454
ワンワンとウータンの
どこでもたまいれ
ロット／1個単位 サイズ／21cm×31cm×5cm

吸盤＆フック付きです

MRKCH14731
NEWワンワンとウータンの
お風呂にえほん
ロット／
対象年齢1.5才以上

1個単位 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個単位 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個単位 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個単位 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個単位 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個単位 Pサイズ／16cm×23cm×3.5cm
サイズ／
カセット3枚付き

14.5×2.1×3.5cm

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個単位
サイズ／19.5cm×17.5cm×11ｃｍ
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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個単位 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個単位 Pサイズ／16cm×16cm×6cm

AGTCH29783
アンパンマン 
いっしょにのろうよ!
ロット／1個単位 Pサイズ／33cm×25cm×9cm
膨らまし後サイズ／ 38cm×52cm×90cm

AGTVN31159
アンパンマンKOパンチ(小)

ロット／1個単位
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個単位 Pサイズ／18.5cm×23cm×7cm
膨らまし後サイズ／70cm×43cm×38.5cm

アンパンマン  / シールコレクション当て /
キャラクター笛パイプキャラクター玩具

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個単位 サイズ／8.2cm×9.5cm×8.2cm

JYPCH18158
アンパンマン 
NEWくにゃっとやわらかボール
ロット／12個単位
アソート内容／アンパンマン４個、ばいきんまん2個、
ドキンちゃん2個、コキンちゃん2個、あかちゃんまん2個

サイズ／6cm×6cm×6cm

AGTCH31202
アンパンマン 
NEWカラフルサッカーボール 
ロット／1個単位
サイズ／12.5cm×12.5cm×12.5cm

室内遊びに人気です

AGTCH31456
アンパンマン 
スティックスイスイそうじき
ロット／1個単位 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個単位 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個単位 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個単位 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冊単位
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冊単位
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個単位
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個単位 サイズ／18cm×20cm×4cm

SSBCH04404
アンパンマン 
知育パズルひらがな
ロット／1個単位
サイズ／37.4cm×25.1cm×0.5cm

JYPCH17595
アンパンマン 
NEWピッピアンパンマン
ロット／1個単位
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個単位 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個単位 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

AGTCH31146
アンパンマン 
うちの子天才 カスタネット  
ロット／1個単位 サイズ／6cm×6cm×3.5cm

AGTCH31143
アンパンマン 
うちの子天才 フレンドベル 
ロット／1個単位 サイズ／12cm×13.5cm×2.5cm

JYPCH17825
アンパンマン 
NEWミニミニらくがきボード
ロット／1個単位 サイズ／14.5cm×15cm×4cm
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AGTCH31613
アンパンマン 
天才脳 筒入りつみ木
ロット／1個単位 Pサイズ／18.5×22×18.5cm
セット内容／つみ木37個

AGTCH31709
アンパンマン 
どこでもポンプシャワー
ロット／1個単位 Pサイズ／16×24×15cm
サイズ／15cm×22.5cm×16cm 
仕様／ 電池不要

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個単位 Pサイズ／35×30×19cm
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個単位 Pサイズ／53.5×33×23cm
サイズ／32cm×54cm×74.5cm
仕様／ 単4アルカリ電池3本(別売)

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個単位 Pサイズ／54.5×36.5×19cm
サイズ／18.5×42×77.5cm 重量制限／25kg

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

SSBCH30844/05077
アンパンマン 
おえかきバッグセット(D柄)
ロット／1個単位
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

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個単位 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個単位 Pサイズ／43.5×33×5cm
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個単位 Pサイズ／34×28×4cm
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個単位 Pサイズ／36.5×33.5×22cm
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個単位 Pサイズ／27×38.5×21cm
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個単位 Pサイズ／22×30×18cm
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
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シールコレクション当て
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ENSCH39328
ドラゴンボール超 
シール烈伝2当て
ロット／1束単位 サイズ／5.2cm×5.2cm

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

ENSCH44433
ディズニープリンセス 
キラキラシールコレクション2 当て 

1束単位 サイズ／5.2cm×5.2cmロット／

ENSCH45457
チコちゃんに叱られる! 
シールコレクション当て
ロット／1束単位 サイズ／5.2cm×5.2cm

ENSKJ34989
ディズニーツムツム 
シールコレクション当て2(20付)
ロット／1束単位 サイズ／13cm×9.5cm
シールサイズ／ 5.5cm×5.2cm

ENSCH37865
サンリオキャラクターズ 
シールコレクション 当て(20付)
ロット／1束単位 サイズ／14cm×9.5cm
シールサイズ／ 5.5cm×5.5cm

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

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

DICHK30327
キャラクター笛パイプ 
ピカチュウ
ロット／10個単位 サイズ／11cm

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

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

DICHK39705
キャラクター笛パイプ 
トーマス
ロット／10個単位 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。

ENSCH47121
仮面ライダーセイバーシール
コレクション当て
ロット／1束単位 サイズ／5.3cm×8cm

ENSCH47220
トロピカル～ジュ!プリキュア
シールコレクション当て
ロット／1束単位 サイズ／5.2cm×5.2cm

ENSCH61102
鬼滅の刃 シール烈伝当て

ロット／1束単位 サイズ／5.2cm×5.2cm

ENSCH46863
ポケットモンスター 
みずピタシール当て
ロット／1束単位 サイズ／5.2cm×5.2cm

ENSCH47090
すみっコシールコレクション4当て

ロット／1束単位 サイズ／5.2cm×5.2cm

キャラクター笛パイプ

DICHK30362
キャラクター笛パイプ 
仮面ライダーセイバー
ロット／10個単位 サイズ／約12cm

DICHK30363
キャラクター笛パイプ トロピカル～ジュ!
プリキュア キュアサマー
ロット／10個単位 サイズ／約12cm

COSZG56211
知育えほん 
ごあいさつなあに？

COSZG56215
知育えほん 
②すうじ
ロット／1冊単位 サイズ／15×15×1cm
ページ数／18

COSZG56233
知育えほん 
③とけい
ロット／1冊単位 サイズ／15×15×1cm
ページ数／18

COSZG56219
知育えほん 
できるかな はみがきだいすき
ロット／1冊単位 サイズ／15×15×1cm
ページ数／18

COSZG56218
あそびのたからばこ 
わくわくあやとり
ロット／1冊単位 サイズ／21×15×1.4cm
ページ数／127

COSZG56236
わくわくしゃしんえほん
⑧GOGOしんかんせん
ロット／1冊単位 サイズ／15×15×1cm
ページ数／18

COSZG56209
学習えほん 
こっきえほん
ロット／1冊単位 サイズ／20.5×20.5×1.2cm
ページ数／68

COSZG56205
知育えほん 
こどもはじめてずかん
ロット／1冊単位 サイズ／18.5×17×1.7cm
ページ数／24

COSZG56230
知育えほん 
①あいうえお
ロット／1冊単位 サイズ／15×15×1cm
ページ数／18

COSZG56213
あぞびのたからばこ 
おもしろなぞなぞ
ロット／1冊単位 サイズ／21×15×1.4cm
ページ数／161 重量／約315g 重量／約260g 重量／約170g 重量／約370g 重量／約410g

重量／約170g
ロット／1冊単位 サイズ／15×15×1cm
ページ数／18重量／約170g 重量／約170g 重量／約170g 重量／約170g

知育玩具 絵本 / 知育玩具

絵本
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LEVEL★★★★★☆ LEVEL★★★★★☆ LEVEL★★★★★☆ LEVEL★★★★★☆

LEVEL★★★★★☆ LEVEL★★★★★★ LEVEL★★★★★★ LEVEL★★★★★★ LEVEL★★★★★★ LEVEL★★★★★★

LEVEL★★★★★★LEVEL★★★★★★

LEVEL★★★☆☆☆ LEVEL★★★☆☆☆ LEVEL★★★☆☆☆ LEVEL★★★★☆☆

LEVEL★★★★☆☆ LEVEL★★★★☆☆

LEVEL★★☆☆☆☆ LEVEL★★☆☆☆☆

対象年齢6才～ 対象年齢6才～

HYMZG06805
かつのう ペントミノ 2D+3D
ロット／1個単位 Pサイズ／15×12×2.8cm
重量／ 200g

HYMZG06585
かつのう 15ゲーム
ロット／1個単位 Pサイズ／15×11.9×1.8cm
重量／ 125g

HYMZG06591
かつのう 立体四目
ロット／1個単位 Pサイズ／15×11.9×8.6cm
重量／ 340g

HYMZG06582
かつのう ラッキーパズル
ロット／1個単位 Pサイズ／15×11.9×1.8cm
重量／ 155g

HYMZG05931
ロジカルニュートン ニュートンのリンゴ
ロット／1個単位 Pサイズ／16.5×25×7cm
仕様／ サック箱

HYMZG05933
ロジカルニュートン マルコ・ポーロの地図
ロット／1個単位 Pサイズ／13×25×4cm
仕様／ サック箱

仕様／ ヘッダー付サック箱

HYMZG05563
はずるキャストエルク
ロット／1個単位 Pサイズ／7.5×11.9×4.5cm
重量／ 110g
対象年齢6才～

仕様／ ヘッダー付サック箱

HYMZG05565
はずるキャストデビル
ロット／1個単位 Pサイズ／7.5×11.9×4.5cm
重量／ 158g
対象年齢6才～

HYMZG05567
はずるキャストスパイラル
ロット／1個単位 Pサイズ／7.5×11.9×4.5cm
重量／ 190g 仕様／ ヘッダー付サック箱
対象年齢6才～

HYMZG05572
はずるキャストマーブル
ロット／1個単位 Pサイズ／7.5×11.9×4.5cm
重量／ 165g 仕様／ ヘッダー付サック箱
対象年齢6才～

HYMZG05591
はずるキャストパドロック
ロット／1個単位 Pサイズ／7.5×11.9×4.5cm
重量／ 116g 仕様／ ヘッダー付サック箱
対象年齢6才～

HYMZG05585
はずるキャストインフィニティ
ロット／1個単位 Pサイズ／7.5×11.9×4.5cm
重量／ 130g 仕様／ ヘッダー付サック箱
対象年齢6才～

HYMZG05579
はずるキャストエニグマ
ロット／1個単位 Pサイズ／7.5×11.9×4.5cm
重量／ 127g 仕様／ ヘッダー付サック箱
対象年齢6才～

HYMZG05578
はずるキャストニューズ
ロット／1個単位 Pサイズ／7.5×11.9×4.5cm
重量／ 107g 仕様／ ヘッダー付サック箱
対象年齢6才～

HYMZG05581
はずるキャストカルテット
ロット／1個単位 Pサイズ／7.5×11.9×4.5cm
重量／ 148g 仕様／ ヘッダー付サック箱
対象年齢6才～

HYMZG05580
はずるキャストナットケース
ロット／1個単位 Pサイズ／7.5×11.9×4.5cm
重量／ 142g 仕様／ ヘッダー付サック箱
対象年齢6才～

HYMZG05582
はずるキャストヴォルテックス
ロット／ 1個単位Pサイズ／7.5×11.9×4.5cm
重量／ 133g 仕様／ ヘッダー付サック箱
対象年齢6才～

HYMZG07503
はずるキャストアワーグラス
ロット／1個単位 Pサイズ／7.5×11.9×4.5cm
重量／ 118g 仕様／ ヘッダー付サック箱
対象年齢6才～

対象年齢6才～ 対象年齢6才～ 対象年齢6才～ 対象年齢6才～ 対象年齢6才～ 対象年齢6才～
仕様／ ヘッダー付きサック箱 仕様／ ヘッダー付きサック箱 仕様／ サック箱 仕様／ ヘッダー付きサック箱

仕様／ ヘッダー付サック箱 仕様／ ヘッダー付サック箱
対象年齢6才～ 対象年齢6才～ 対象年齢6才～ 対象年齢6才～

HYMZG05542
はずるキャストドルチェ
ロット／1個単位 Pサイズ／7.5×11.9×4.5cm
重量／ 147g

HYMZG05546
はずるキャストジー＆ジー
ロット／1個単位 Pサイズ／7.5×11.9×4.5cm
重量／ 115g

HYMZG07497
はずるキャストアローズ
ロット／1個単位 Pサイズ／7.5×11.9×4.5cm
重量／ 101g

HYMZG05551
はずるキャストリング
ロット／1個単位 Pサイズ／7.5×11.9×4.5cm
重量／ 130g仕様／ ヘッダー付サック箱 仕様／ ヘッダー付サック箱

対象年齢6才～ 対象年齢6才～

HYMZG05555
はずるキャストコースター
ロット／1個単位 Pサイズ／7.5×11.9×4.5cm
重量／ 95g

HYMZG05558
はずるキャストシリンダー
ロット／1個単位 Pサイズ／7.5×11.9×4.5cm
重量／ 145g仕様／ ヘッダー付サック箱 仕様／ ヘッダー付サック箱

HYMZG05932
ロジカルニュートン コロンブスのひらめきタマゴ
ロット／1個単位 Pサイズ／13×25×4cm
仕様／ サック箱
対象年齢6才～

HYMZG05770
ゲームロボット25
ロット／1個単位 Pサイズ／12.6×18×4.2cm
重量／
仕様／

180g

HYMZG05763
ポータブル リバーシ(スタンダード)
ロット／1個単位 Pサイズ／11×19×2.5cm
重量／ 240g 

HYMZG05764
ポータブル 将棋(スタンダード)
ロット／1個単位 Pサイズ／11×19×2.5cm
重量／ 177g

HYMZG05765
ポータブル チェス(スタンダード)
ロット／1個単位 Pサイズ／11×19×2.5cm
重量／ 189g

HYMZG05768
ポータブル カード麻雀
ロット／1個単位 Pサイズ／11.2×19.2×2.6cm
重量／ 215g

対象年齢6才～ 対象年齢6才～ 対象年齢6才～ 対象年齢6才～
対象年齢6才～

ヘッダー付サック箱 単4電池3本使用（別売）
仕様／ ヘッダー付サック箱 仕様／ ヘッダー付サック箱 仕様／ ヘッダー付サック箱 仕様／ ヘッダー付サック箱

HYMZG05529
はずるキャストホース
ロット／1個単位 Pサイズ／7.5×11.9×4.5cm
重量／ 155g 仕様／ ヘッダー付サック箱 仕様／ ヘッダー付サック箱

HYMZG05533
はずるキャストハーモニー
ロット／1個単位 Pサイズ／7.5×11.9×4.5cm
重量／ 78g

知育玩具
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SSBBG63243
ディズニープリンセス コンパクトふで
いれ ヨコピタ ホログラム
ロット／1個単位 サイズ／8.9×22.2×3cm
※鉛筆削り付き

SSBBG63257
ディズニープリンセス 
鉛筆2B 4本組
ロット／1個単位 Pサイズ／4×22×0.8cm
鉛筆サイズ／φ0.75cm×17.5cm

SSBBG63275
ディズニープリンセス
鉛筆2B ダースDX
ロット／1個単位 Pサイズ／4.6×20×1.5cm
鉛筆サイズ／φ0.75cm×17.5cm　

SSBBG63284
ディズニープリンセス
赤鉛筆2本組
ロット／1個単位 Pサイズ／3.5×22×0.8cm
鉛筆サイズ／φ0.75cm×17.5cm　

SSBBG63291
ディズニープリンセス 
色鉛筆12色
ロット／1個単位 Pサイズ／11.9×22.2×1.1cm
鉛筆サイズ／φ0.75cm×17.5cm

セット内容
・茶色  ・黒  ・黄緑  ・緑  
・青  ・水色  ・桃色  ・薄橙 
・黄色  ・橙色  ・赤  ・紫

SSBBG63296
ディズニープリンセス 
まとまるくん消しゴム
ロット／1個単位 サイズ／2.5×4.5×1.4cm

SSBBG63305
ディズニープリンセス 
鉛筆キャップ6本
ロット／1個単位 Pサイズ／7cm×8cm×1cm
サイズ／φ1cm×4.5cm　

SSBBG63325
ディズニープリンセス 
クリア下敷き
ロット／1個単位 サイズ／18cm×25cm

SSBBG63332
ディズニープリンセス 
名前シール
ロット／1個単位 サイズ／12×16.5×0.1cm
仕様／ 水に強いハーフラミネート加工

SSBBG63340
ディズニープリンセス 
自由帳
ロット／1個単位 サイズ／17.8×25.2×0.3cm
ページ数／本文30ページ

SSBBG63239
ディズニープリンセス 
文具セット
ロット／1個単位 サイズ／18.5×26×4.3cm

セット内容
・コンパクトふでいれ
・鉛筆2Bダース
・赤鉛筆2本組
・まとまるくん消しゴム
・鉛筆キャップ
・自由帳
・クリア下敷き 　  
　　　　　      各1個

SWNBG18439
リトルマーメイド 
ホログラム筆入れ
ロット／1個単位 Pサイズ／13.5×28.5×3.5cm
サイズ／

※鉛筆削り、時間割り1枚入り
9.5cm×24.5cm×3.5cm　

仕様／両面開き　

表 裏

SWNBG41861
リトルマーメイド かきかたえんぴつ
2B(パール軸)12本パック
ロット／1個単位 Pサイズ／4.5×20×1.7cm

SWNBG73496
リトルマーメイド 
かきかたえんぴつ2B(4本パック)
ロット／1個単位 Pサイズ／3.8×21.5×0.7cm
鉛筆サイズ／φ0.7cm×17.６cm　

SWNBG24031
リトルマーメイド 
色えんぴつ12色
ロット／1個単位 サイズ／18.5×10.2×1.1cm

SWNBG23928
リトルマーメイド 
赤えんぴつ(2本パック)
ロット／1個単位 Pサイズ／3×21.5×0.7cm
鉛筆サイズ／φ0.7cm×17.7cm　

SWNBG17056
リトルマーメイド 
学習帳にあう消しゴム
ロット／1個単位 サイズ／2.3×5.5×1.2cm

SWNBG79727
リトルマーメイド 
おなまえシール
ロット／1個単位 サイズ／13cm×18cm
仕様／ 水に強いラミネート加工

SWNBG20864
リトルマーメイド 
クリア下敷き
ロット／1個単位 サイズ／18cm×25cm
仕様／ B5サイズ

SWNBG08763
リトルマーメイド 
B5じゆうちょう
ロット／1個単位 サイズ／17.9×25.2×0.3cm
仕様／
※キャラクターシール付き

本文白無地30枚60ページ 

SWNBG62851
リトルマーメイド 
えんぴつキャップ
ロット／1個単位 Pサイズ／7cm×8cm×1cm
サイズ／φ1cm×4.5cm　

SWNBG95311
リトルマーメイド 
ギフトセット(クリスタルケース)
ロット／1個単位 サイズ／18.5×25.9×4.2cm

セット内容
・ホログラム筆入れ
・かきかたえんぴつ2B
・学習帳にあう消しゴム
・のり
・えんぴつキャップ
・下敷き
・B5じゆうちょう
　　　　　　　各1個

SSBBG63248
ミニオンズ コンパクトふでいれ 
ヨコピタ ホログラム
ロット／1個単位 サイズ／8.9×22.2×3cm
※鉛筆削り付き

SSBBG63262
ミニオンズ 
鉛筆2B 4本組
ロット／1個単位 Pサイズ／4×22×0.8cm
鉛筆サイズ／φ0.75cm×17.5cm　

SSBBG63280
ミニオンズ 
鉛筆2B ダースDX
ロット／1個単位 Pサイズ／4.6×20×1.5cm
鉛筆サイズ／φ0.75cm×17.5cm　

SSBBG63289
ミニオンズ 
赤鉛筆2本組
ロット／1個単位 Pサイズ／3.5×22×0.8cm
鉛筆サイズ／φ0.75cm×17.5cm　

SSBBG63293
ミニオンズ 
色鉛筆12色
ロット／1個単位 サイズ／11.9×22.2×1.1cm

セット内容
・茶色  ・黒  ・黄緑  ・緑  
・青  ・水色  ・桃色  ・薄橙 
・黄色  ・橙色  ・赤  ・紫

SSBBG63301
ミニオンズ 
まとまるくん消しゴム
ロット／1個単位 サイズ／2.5×4.5×1.4cm

SSBBG63310
ミニオンズ 
鉛筆キャップ6本
ロット／1個単位 Pサイズ／7×8×1cm
サイズ／ φ1cm×4.5cm

SSBBG63330
ミニオンズ 
クリア下敷き
ロット／1個単位 サイズ／18cm×25cm

SSBBG63337
ミニオンズ 
名前シール
ロット／1個単位 サイズ／12×16.5×0.1cm
仕様／ 水に強いハーフラミネート加工　

SSBBG63345
ミニオンズ 
自由帳
ロット／1個単位 サイズ／17.8×25.2×0.3cm
ページ数／本文30ページ

表 裏

SWNBG16216
ポケットモンスター 
筆入れ
ロット／1個単位 Pサイズ／17.8×25.2×0.3cm
サイズ／

※鉛筆削り、時間割り1枚入り
9.5cm×24.5cm×3.5cm　

仕様／両面開き

表 裏
SWNBG73609
ポケットモンスター 
かきかたえんぴつ2B(4本パック)
ロット／1個単位 Pサイズ／3.8×21.5×0.7cm
鉛筆サイズ／φ0.7cm×17.6cm　

キャラクター文具 キャラクター文具

キャラクター文具

©Disney ©Universal Studios. ©2021 Pokémon  

SWNBG23925
ポケットモンスター 
赤えんぴつ(2本パック)
ロット／1個単位 Pサイズ／3×21.5×0.7cm
鉛筆サイズ／φ0.7cm×17.7cm

SWNBG17050
ポケットモンスター 
学習帳にあう消しゴム
ロット／1個単位 サイズ／2.3×5.5×1.2cm
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キャラクター文具 キャラクター文具

キャラクター文具

SWNBG79724
ポケットモンスター 
おなまえシール
ロット／1個単位 サイズ／13cm×18cm
仕様／ 水に強いラミネート加工

SWNBG24154
ポケットモンスター
下敷き
ロット／1個単位 サイズ／18cm×25cm
仕様／ B5サイズ 裏面方眼罫

SWNBG08756
ポケットモンスター 
B5じゆうちょう
ロット／1個単位 サイズ／17.9×25.2×0.3cm
仕様／
※キャラクターシール付き

本文白無地30枚60ページ 

SWNBG62845
ポケットモンスター 
えんぴつキャップ
ロット／1個単位 Pサイズ／7cm×8cm×1cm
サイズ／φ1cm×4.5cm　

SWNBG95308
ポケットモンスター 
ギフトセット(クリスタルケース)
ロット／1個単位 サイズ／18.5×25.9×4.2cm

セット内容
・ホログラム筆入れ
・かきかたえんぴつ2B
・学習帳にあう消しゴム
・のり
・えんぴつキャップ
・下敷き
・B5じゆうちょう
　　　　　　　各1個

SWNBG18443
ドラえもん 
ホログラム筆入れ
ロット／1個単位 Pサイズ／13.5×28.5×3.5cm
サイズ／

※鉛筆削り、時間割り1枚入り
9.5cm×24.5cm×3.5cm　

仕様／ 両面開き　　

SWNBG17054
ドラえもん 
学習帳にあう消しゴム
ロット／1個単位 サイズ／2.3×5.5×1.2cm

SWNBG08761
ドラえもん 
B5じゆうちょう
ロット／1個単位 サイズ／17.9×25.2×0.3cm
仕様／
※キャラクターシール付き

本文白無地30枚60ページ

SWNBG62849
ドラえもん 
えんぴつキャップ
ロット／1個単位 サイズ／7cm×8cm×1cm
容量／ φ1cm×4.5cm

©2021 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

MSNGD62532
ウォッシュタオル ブルーナ
ミッフィー
ロット／1枚単位 サイズ／34cm×36cm
仕様／ パイルジャカード・刺繍

MSNGD70491
ウォッシュタオル きかんしゃトーマス
「チェンジフェイス」
ロット／1枚単位 サイズ／34cm×36cm
仕様／ シャーリングジャカード・スカラップ

MSNGD69150
ウォッシュタオル おさるのジョージ
「ハッピーアクティブ」
ロット／1枚単位 サイズ／34cm×36cm
仕様／ パイルジャカード・アップリケ刺繍

MSNGD69138
ウォッシュタオル ペッパと逆さ富士

ロット／1枚単位 サイズ／34cm×36cm
仕様／ シャーリング・染料プリント

MSNGD68172
ウォッシュタオル 
いないいないばあしよっ
ロット／1枚単位 サイズ／34cm×36cm
仕様／ シャーリング・染料プリント

MSNGD64499
ウォッシュタオル マリオパターン

ロット／1枚単位 サイズ／34cm×36cm
仕様／ パイルジャカード・刺繍

MSNGD67974
ウォッシュタオル マイリトルポニー 
「マジックピンク」
ロット／1枚単位 サイズ／34cm×36cm
仕様／ シャーリング・染料プリント

MSNGD70203
ウォッシュタオル すみっコぐらし

ロット／1枚単位 サイズ／34cm×36cm
仕様／ シャーリングジャカード・染料プリント

フサ付き

MSNGD68892
ウォッシュタオル ドラえもん
「コロコロフェイス」
ロット／1枚単位 サイズ／34cm×36cm
仕様／ パイルジャカード・刺繍・スカラップ

MSNGD64102
ウォッシュタオル ハローキティ
「水玉ドット」
ロット／1枚単位 サイズ／34cm×36cm
仕様／ パイルジャガード・ファーアップリケ刺繍

MSNGD70038
ウォッシュタオル ミニオンズ
「ボブとティム」
ロット／1枚単位 サイズ／34cm×36cm
仕様／ パイルジャガード・ファーアップリケ刺繍

MSNGD69948
ウォッシュタオル リトルマーメイド 
「カラースプラッシュ」
ロット／1枚単位 サイズ／34cm×36cm
仕様／ シャーリング・染料プリント・シェルメロー

MSNGD70091
ウォッシュタオル ディズニー
ファンタジア ウォーター
ロット／1枚単位 サイズ／34cm×36cm
仕様／ シャーリング・染料プリント・刺繍

MSNGD69049
ウォッシュタオル それいけ!アンパン
マン「ワンシーン」
ロット／1枚単位 サイズ／34cm×36cm
仕様／ パイルジャガードヨコ織り・アップリケ刺繡

HASZG74716
こぐまのおやすみライト GY

ロット／1個単位 サイズ／12.6×11.5×16.5cm
素材／ シリコン、ABS
仕様／ 単4電池3個使用(電池別売)

触って調光できるモード付き

HASZG74694
くまのおやすみライト BL

ロット／1個単位 サイズ／15×13×20cm
素材／ シリコン、ABS
仕様／ 単3電池3個使用(電池別売) 

明るさは3段階調節可能

学童用品 学童用品

学童用品

©藤子プロ・小学館 ©藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK ©Universal Studios. ©Disney/Pixar 
©2021 Gullane (Thomas) Limited.  ©Disney ©2021 SANRIO CO., LTD. 

©Astley Baker Davies Ltd/Entertainment One UK Ltd 2003. ©Nintendo / HAL Laboratory, Inc.
 ©copyright Mercis bv,1953-2021 ©&®Universal Studios and/or HMH ©NHK (Japan Broadcasting Corporation)

 ©Nintendo ©Hasbro. ©SAN-X CO., LTD. ©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV 

MSNGD67077
ループタオル 星のカービィ
「カービィと仲間たち」
ロット／1枚単位 サイズ／33cm×33cm
素材／ 綿100％

仕様／ 染料プリント 抗菌防臭加工 仕様／ 染料プリント 抗菌防臭加工 仕様／ 染料プリント 抗菌防臭加工 仕様／ 染料プリント 抗菌防臭加工 仕様／ 染料プリント 抗菌防臭加工 仕様／ 染料プリント 抗菌防臭加工

仕様／ 染料プリント 抗菌防臭加工 仕様／ 染料プリント 抗菌防臭加工

裏面

MSNGD67078
ループタオル ペッパピグ
「スタンダードペッパ」
ロット／1枚単位 サイズ／33cm×33cm
素材／ 綿100％

裏面

MSNGD69499
ループタオル ハローキティ
「ルンルンキティ」
ロット／1枚単位 サイズ／33cm×33cm
素材／ 綿100％

裏面

MSNGD69495
ループタオル 塔の上のラプンツェル
「シュトラール」
ロット／1枚単位 サイズ／33cm×33cm
素材／ 綿100％

裏面

MSNGD67076
ループタオル きかんしゃトーマス
「レースオン」
ロット／1枚単位 サイズ／33cm×33cm
素材／ 綿100％

裏面

MSNGD63513
ループタオル トイ・ストーリー
「ハロートイズ」
ロット／1枚単位 サイズ／33cm×33cm
素材／ 綿100％

裏面

MSNGD69503
ループタオル ミニオン
「もりもりキュート」
ロット／1枚単位 サイズ／33cm×33cm
素材／ 綿100％

裏面

MSNGD69502
ループタオル ドラえもん
「ドラえもんといっしょ」
ロット／1枚単位 サイズ／33cm×33cm
素材／ 綿100％

裏面
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IWKBG18012
ベビーパンダ消しゴム

IWKBG18011
パステルキャット消しゴム

IWKBG18014
アイス屋さん消しゴム

IWKBG19009
カラフルスイーツ消しゴム

IWKBG19007
羊とアルパカ消しゴム

IWKBG19005
ジャパン消しゴム

IWKBG16004
スポーツ消しゴム　

IWKBG16009
カットフルーツ消しゴム

IWKBG17013
はたらく車消しゴム

IWKBG18006
恐竜消しゴム2

IWKBG14006
回転ずし消しゴム

IWKBG02005
うんち消しゴム

ロット／60個単位 サイズ／3.1×2.5×2.1cm

文具

おもしろ消しゴム

ジャポニカ学習帳 サクラクレパス

文具 / おもしろ消しゴム文具

LMNBG16233
シールブック 恐竜時代

ロット／10冊単位
サイズ／19cm×15.8cm×0.3cm

はがして繰り返し遊べます

LMNBG16100
シールブック みんなでたべよう

ロット／10冊単位
サイズ／19cm×15.8cm×0.3cm

はがして繰り返し遊べます

LMNBG16014
シールブック どうぶつさん

ロット／10冊単位
サイズ／19cm×15.8cm×0.3cm

はがして繰り返し遊べます

LMNBG15413
ぬりえ(どうぶつ)

ロット／10冊単位
サイズ／18.3cm×25.7cm×0.25cm

LMNBG15711
ぬりえ(いろいろなくるま)

ロット／10冊単位
サイズ／18.3cm×25.7cm×0.25cm

LMNBG16159
かおり付えんぴつ3Ｐ(2Ｂ)

ロット／10個単位 Pサイズ／23cm×4cm×7.5cm

LMNBG15307
おかし消しゴムセット

ロット／10袋単位 Pサイズ／8cm×14cm

1パック5個入っています

※食べられません

LMNBG50060
ねり消しゴム(香りつき)

ロット／40個単位
1個サイズ／3cm×3cm×1.5cm
香り／アップル、バニラ、ピーチ、ソーダ

※食べられません

IBEBG00219
おみくじ鉛筆(6本入)

ロット／30個単位 Pサイズ／2cm×10cm×1cm
鉛筆サイズ／φ0.4×8.7cm

IBEBG00854
金の合格鉛筆(3本入)

ロット／10袋単位 Pサイズ／3.5cm×23cm×0.8cm
鉛筆サイズ／φ0.7×17.8cm
仕様／ ヘッダー付き袋入り

IBEBG00464
鉛筆 ハンディジャンケン(3本入)

ロット／10袋単位 Pサイズ／3.5cm×23cm×0.8cm
鉛筆サイズ／φ0.7×17.8cm
仕様／ヘッダー付き袋入り

KYSBG10500
スケッチブック30枚

ロット／10冊単位
サイズ／ 35cm×24.8cm×0.5cm

KYSBG10501
らくがきちょう70枚

ロット／10冊単位
サイズ／ 17.5cm×24.8cm×0.7cm

SWNBG01710
ジャポニカ学習帳 
自由帳 JL-71
ロット／10冊単位 サイズ／17.9cm×25.2cm
仕様／ 白無地・本文30枚

SWNBG01720
ジャポニカ学習帳 
じゆうちょう JL-72
ロット／10冊単位 サイズ／17.9cm×25.2cm
仕様／ 白無地・本文30枚

SKCBG15573
クーピーペンシル12色(缶入り)

ロット／1個単位 サイズ／14.7cm×17.9cm×1.5cm
仕様／ 鉛筆削り・消しゴム付き

SKCBG14284
クレパス太巻12色

ロット／1個単位 サイズ／15.2cm×9cm×1.9cm

SKCBG16717
水でおとせるクレヨン12色

ロット／1個単位 サイズ／13.7cm×19.7cm×2.7cm

LMNBG16228
ましかくびんせん（シュガーランド）

ロット／12個単位 サイズ／15cm×15cm×0.3cm

ロット／60個　本体サイズ／3~5cm

- 68 -



IWKBG97102
No.1ケーキ消しゴム

IWKBG20023
和菓子消しゴム

IWKBG96106
アイス消しゴム

IWKBG16003
ティータイム消しゴム

IWKBG20102
スイーツ消しゴム

IWKBG95102
お寿司消しゴム

IWKBG95108
食堂消しゴム

IWKBG20016
スナック消しゴム

IWKBG15010
屋台消しゴム

IWKBG13018
ブロック消しゴムどうぶつ

IWKBG13020
ブロック消しゴムのりもの

IWKBG20092
どうぶつえん 消しゴム

IWKBG96113
マリン消しゴム

IWKBG20114
森の動物消しゴム

IWKBG20055
お守り消しゴム

IWKBG96112
サッカーボール消しゴム

IWKBG20038
消防消しゴム

IWKBG20084
電車とバスの消しゴム

IWKBG20073
ハミガキ消しゴム

IWKBG96114
プレイ消しゴム

IWKBG20112
招き猫消しゴム

IWKBG94119
くだもの消しゴム

IWKBG13006
シーアニマル消しゴム

IWKBG20072
飛行機と船消しゴム

IWKBG20116
サファリ消しゴム

おもしろ消しゴム

文具 / おもしろ消しゴム文具

IWKBG20071
けしゴムBOXいろいろ100
ロット／1箱単位
BOXサイズ／
※中身の指定はできません。

10cm×20cm×20cm

IWKBG20000
けしゴムBOX300
ロット／1箱単位
BOXサイズ／
※中身の指定はできません。

23cm×20cm×20cm

おもしろ消しゴムは
集客・販促ツール
として最適です！

空のカプセル・
ガチャコロ本体は
 P.56 へ

BOX付きでつかみ取りにも最適！別注で名入れも可能です。最小1000 個～ BOX付きでつかみ取りにも最適！別注で名入れも可能です。最小1000 個～

48パイカプセルに詰めて
ガチャコロ倶楽部やつかみどりBOXの
中身としてもお使いいただけます。 KISEV62228 KISEV62215 KISEV62216

すくいどりボトルセット

ロット／1セット単位 サイズ／22.5×17.5×17.5cm
取り出し口サイズ／φ13cm

イベントボックス 
シャーク
ロット／1箱単位 組み立て後サイズ／45×25×25cm
取り出し口サイズ／14.4×11.9cm

イベントボックス 
トレジャー
ロット／1箱単位 組み立て後サイズ／45×25×25cm
取り出し口サイズ／14.4×11.9cm
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完成例

ダンボール工作

ペーパークラフト

工作キット

KYSDK63953
ダンク～!どうぶつ ぬりえ

ロット／10個単位 Pサイズ／16cm×21cm
完成サイズ／8.6cm×5.4cm×10.2cm

組立後は貯金箱になります

KYSDK63954
ダンク～!パンダ

ロット／10個単位 Pサイズ／16cm×21cm
完成サイズ／8.6cm×5.4cm×10.2cm

組立後は貯金箱になります

KYSDK62964
ダンク～! イルカ

ロット／10個単位 Pサイズ／16cm×21cm
完成サイズ／8.5cm×4.8cm×14.8cm

組立後は貯金箱になります

KYSDK62965
ダンク～! ティラノサウルス

ロット／10個単位 Pサイズ／16cm×21cm
完成サイズ／8.8cm×4.8cm×14.3cm

組立後は貯金箱になります

KYSDK62432
ダンク～!イヌ

ロット／10個単位 Pサイズ／16cm×21cm
完成サイズ／8.6cm×5.4cm×10.2cm

組立後は貯金箱になります

KYSDK62433
ダンク～!ネコ

ロット／10個単位 Pサイズ／16cm×21cm
完成サイズ／8.6cm×5.4cm×10.2cm

組立後は貯金箱になります

KYSDK11507
ダンボール工作 
トリケラトプス
ロット／10個単位 Pサイズ／22cm×30cm

型からはずして差し込むだけ！

KYSDK11505
ダンボール工作 
ティラノサウルス
ロット／10個単位 Pサイズ／22cm×30cm

型からはずして差し込むだけ！

KYSDK11511
ダンボール工作 
カブトムシ
ロット／10個単位 Pサイズ／22cm×30cm

型からはずして差し込むだけ！

KYSDK11512
ダンボール工作 
クワガタ
ロット／10個単位 Pサイズ／22cm×30cm

型からはずして差し込むだけ！

KYSDK11515
ダンボール工作 
ハムスター
ロット／10個単位 Pサイズ／22cm×30cm

型からはずして差し込むだけ！

DIIPP64185
ペーパークラフト 救急車

ロット／10個単位 Pサイズ／22cm×30cm
完成サイズ／
1枚タイプ

全長約16cm

DIIPP64186
ペーパークラフト 飛行機

ロット／10個単位 サイズ／22cm×30cm
完成サイズ／
1枚タイプ

全長約20cm

DIIPP64187
ペーパークラフト ライオン

ロット／10個単位 サイズ／22cm×30cm
完成サイズ／
1枚タイプ

全長約18.5cm

DIIPP64188
ペーパークラフト パンダ

ロット／10個単位 サイズ／22cm×30cm
完成サイズ／
1枚タイプ

全長約15.8cm

DIIPP64189
ペーパークラフト カブトムシ

ロット／10個単位 サイズ／22cm×30cm
完成サイズ／
2枚タイプ

全長約25cm

DIIPP64190
ペーパークラフト ヘラクレス

ロット／10個単位 サイズ／22cm×30cm
完成サイズ／
2枚タイプ

全長約22cm

DIIPP64191
ペーパークラフト オオクワガタ

ロット／10個単位 サイズ／22cm×30cm
完成サイズ／
2枚タイプ

全長約22.5cm

おりがみ

ATKKK02550
おりがみ工作ブック3 
すいぞくかんへいこう!
ロット／5束単位 Pサイズ／21cm×15cm×0.2cm

10種の海の生き物が作れます

SWGKK03770
ひこうきおりがみ 
めちゃとび
ロット／10束単位

折り紙サイズ／15cm×15cm、29cm×29cm

簡単！よくとぶ！

セット内容
8柄14枚入り

SWGKK03785
水につよいおりがみ 
うかび～の
ロット／10束単位
折り紙サイズ／15cm×15cm、29cm×29cm

水に浮かびます

セット内容
・ビッグサイズふね 1枚
・ふね 2枚
・ラッコ 2枚
・無地 6枚

・ボート1枚
・かめ 2枚

KYSKK12164
おりがみ

ロット／50束単位
折り紙サイズ／15cm×15cm

工作キット

ダンボール工作 / ペーパークラフト / おりがみ / 工作キット

ハサミものりもいらない、お子様向けの簡単にできるダンボールクラフトです

ハサミものりもいらない、お子様向けの簡単にできるペーパークラフトです

LUMKK31203
ふしぎな実験キット 
大きくなる香り玉 カラフル 
ロット／12個単位 Pサイズ／9cm×13cm

LUMKK31205
ふしぎな実験キット 
いきなり凍る魔法の水
ロット／12個単位 Pサイズ／9cm×13cm

LUMKK31206
ふしぎな実験キット 
冷え冷えカイロ
ロット／12個単位 Pサイズ／9cm×13cm

LUMKK31073
ふしぎな実験キット 
みるみる膨らむ風船
ロット／12個単位 Pサイズ／9cm×13cm

LUMKK31074
ふしぎな実験キット 
色が変わる紙
ロット／12個単位 Pサイズ／9cm×13cm

LUMKK31078
ふしぎな実験キット 
化学のヒカリ水 ブルーピンク
ロット／12個単位 Pサイズ／9cm×13cm

LUMKK31080
ふしぎな実験キット 
結晶の山
ロット／12個単位 Pサイズ／9cm×13cm

LUMKK31081
ふしぎな実験キット 
光るアメーバジェル
ロット／12個単位 Pサイズ／9cm×13cm

LUMKK31082
ふしぎな実験キット 
つかめる水玉
ロット／12個単位 Pサイズ／9cm×13cm

LUMKK31083
化学のヒカリ水でいろいろな
色をつくろう
ロット／1個単位 Pサイズ／11×19×2.5cm

LUMKK31087
もこもこ膨らむ泡をつくろう

ロット／1個単位 Pサイズ／11×19×2.5cm

LUMKK31089
キラキラビーズの芳香剤を
作ってみよう
ロット／1個単位 Pサイズ／11×19×2.5cm
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セット内容
・球径約φ106mm
縮尺約1/120,000,000
・土台
・本体台紙

・枠

完成例 完成例

完成例

完成例

6号

5号

8号

LUMKK31204
やわらかいぷにょボール

ロット／12個単位 Pサイズ／ 9cm×13cm
原材料／吸水性ポリマー・天然ゴム

ATKKK09796
ペーパークラフト地球儀
(10.6cm)
ロット／10個単位 サイズ／000cm×000cm
完成サイズ／6cm×11.5cm×10.6cm 球径φ10.6cm

小型の地球儀が作れます

ATKKK56888
光る!つかめる!不思議な水!

ロット／5個単位 Pサイズ／8cm×8cm×3cm

TMDKK20208
バルーンスライムアソートセット

ロット／18個単位 サイズ／10.5cm×2cm×4.5cm

ふりふりシェイクで作れるスライム

TKWKK70549
自分でつくるスーパーボール

ロット／12個単位
Pサイズ／
アソート2種

12.5cm×17.5cm×3cm

水に浸して固めて作るスーパーボール

ATKKK02670
ミニクリアかざぐるま

ロット／5個単位 完成サイズ／約φ20cm

組み立て簡単！

セット内容
・透明板(切り取り加工済み)
14cm×14cm 1枚
・ふた 1個
・ポール(φ0.7×20cm) 1本

・キャップ 1個

ATKKK38099
うちわ作り(タック付)

ロット／5個単位 サイズ／34cm×23.8cm

インクジェットプリンター対応

セット内容
・うちわ骨 1個
・タック紙 2枚 
■別途必要なもの■
絵を描くための筆記具

ATKKK07886
お絵かき万華鏡

ロット／5個単位 サイズ／φ5.4×18.4cm

IKDKK05637
パタパタ飛行機

ロット／12個単位 サイズ／幅45cm 全長35cm

KISEV23115
Kishi's eセット 
おえかきバルーン(マグネット入)
ロット／1セット単位 風船サイズ／約20cm

セット内容
・マグネット付
パンチングバルーン 10枚
・ストロー 10枚
・クレヨン(8色) 1箱

工作キット

工作キット 工作キット

LUMKK31090
光るアメーバジェルを
作ってみよう
ロット／1個単位 Pサイズ／11×19×2.5cm

LUMKK31329
フラスコで溶岩バブルをつくろう

ロット／1個単位 Pサイズ／11×19×2.5cm
※フラスコ付き

紙風船

なつかし玩具 紙風船 / グライダー / 和玩具

ABEKF54382
紙風船5号

ロット／50枚単位 Pサイズ／18cm×6.5cm×0.3cm
折りたたみサイズ／17cm×7cm×0.3cm
膨らまし時サイズ／φ約11cm

ABEKF54381
紙風船6号

ロット／50枚単位 Pサイズ／21cm×7.5cm×0.3cm
折りたたみサイズ／21cm×8cm×0.3cm
膨らまし時サイズ／φ約12cm

ABEKF54380
紙風船8号

ロット／50枚単位 Pサイズ／22.5cm×8cm×0.3cm
折りたたみサイズ／
膨らまし時サイズ／φ約14cm

24cm×9cm×0.3cm

YAIKF61436
紙風船 地球儀3号(袋入)

ロット／12枚単位 Pサイズ／25.5cm×11cm×0.5cm
折りたたみサイズ／23cm×9cm
膨らまし時サイズ／φ約15cm

YAIKF62015
紙風船 てんとう虫1号(袋入) 

ロット／12枚単位 Pサイズ／22cm×8.5cm×0.5cm
折りたたみサイズ／18cm×0.7cm
膨らまし時サイズ／φ約11cm

YAIKF62080
紙風船 アザラシ(袋入)

ロット／12枚単位 Pサイズ／22cm×8.5cm×0.5cm
折りたたみサイズ／18cm×0.7cm
膨らまし時サイズ／φ約11cm

YAIKF62016
紙風船 コアラ1号(袋入)

ロット／12枚単位 Pサイズ／22cm×8.5cm×0.5cm
折りたたみサイズ／17cm×6.5cm
膨らまし時サイズ／φ約11cm

YAIKF61425
紙風船 さる1号(袋入)

ロット／12枚単位 Pサイズ／22cm×8.5cm×0.5cm
折りたたみサイズ／17cm×6.5cm
膨らまし時サイズ／φ約11cm

YAIKF61429
紙風船 とら1号(袋入)

ロット／12枚単位 Pサイズ／22cm×8.5cm×0.5cm
折りたたみサイズ／17cm×6.5cm
膨らまし時サイズ／φ約11cm

YAIKF61430
紙風船 パンダボディ1号(袋入)

ロット／12枚単位 Pサイズ／22cm×8.5cm×0.5cm
折りたたみサイズ／17cm×6.5cm
膨らまし時サイズ／φ約11cm

YAIKF61431
紙風船 パンダ顔(袋入)

ロット／12枚単位 Pサイズ／24.5cm×11cm×0.5cm
折りたたみサイズ／22cm×8cm
膨らまし時サイズ／φ約12cm

YAIKF61432
紙風船 ペンギン1号(袋入)

ロット／12枚単位 Pサイズ／22cm×8.5cm×0.5cm
折りたたみサイズ／17cm×6.5cm
膨らまし時サイズ／φ約11cm

YAIKF61437
紙風船 スイカ3号(袋入)

ロット／12枚単位 Pサイズ／25.5cm×11cm×0.5cm
折りたたみサイズ／23cm×9cm
膨らまし時サイズ／φ約15cm

YAIKF61447
紙風船 ねこ(6柄アソート)(袋入)

ロット／12枚単位 Pサイズ／23cm×8.5cm×0.5cm
折りたたみサイズ／21cm×8cm
膨らまし時サイズ／φ約12cm

YAIKF61443
紙風船 金魚1号(袋入)

ロット／12枚単位 Pサイズ／22cm×8.5cm×0.5cm
折りたたみサイズ／17cm×6.5cm
膨らまし時サイズ／φ約11cm

YAIKF61442
紙風船 イルカ3号(袋入)

ロット／12枚単位 Pサイズ／24.5cm×11cm×0.5cm
折りたたみサイズ／23cm×9cm
膨らまし時サイズ／φ約15cm

KISWG64354
かみふうせんセット 3枚入

ロット／5個単位
サイズ／8号：φ14cm 6号：φ12cm 

5号：φ11cm 各1枚入
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TIYWG61505
小倉百人一首

ロット／1個単位 Pサイズ／12cm×16.5cm×5cm
札サイズ／約5.3cm×7.5cm

グライダー

和玩具

TBMWG00504
アクロバットグライダー 

ロット／30個単位
サイズ／全長：21～21.5cm 翼長：22.3cm

TBMWG00501
プロペラグライダー

ロット／30個単位
Pサイズ／8.8cm×1cm×24.5cm

TBMWG00502
ゴムとばしグライダー

ロット／30個単位
Pサイズ／8.5cm×1cm×24.5cm

TBMWG01106
脚付グライダー 

ロット／24個単位
サイズ／全長：27.5～28.5cm 翼長：32cm

TBMWG01201
ライトプレーン

ロット／12個単位
Pサイズ／9cm×2.5cm×46cm

YHKWG16601
黄箱の吹き戻し

ロット／1個単位 サイズ／26cm×17cm×6cm
※色指定はできません※色指定はできません

YHKWG61368
小巻取り(色アソート)

ロット／144本単位 サイズ／2.5cm×2.3cm×12cm
※色指定はできません

YHKWG61367
一本巻取り(色アソート)

ロット／72本単位 サイズ／5cm×2.5cm×24.5cm
※色指定はできません

ABEWG00001
三方巻取り(色アソート)

ロット／12本単位 サイズ／10.5cm×4cm×24.5cm
※色指定はできません

YHKWG61369
ウサギ巻取り(色アソート)

ロット／36本単位 サイズ／10.8cm×2.5cm×20cm
※色指定はできません

TKSWG60719
パイプ風車(色アソート)

ロット／60個単位 サイズ／11cm×6.5cm×31.5cm
※色指定はできません

TKSWG61370
組み上がり風車 16cm
(色アソート)
ロット／50個単位 サイズ／16cm×45cm×6cm
※色指定はできません

TKSWG60720
ダブル風車(色アソート)

ロット／50個単位 サイズ／19cm×6.5cm×29cm
※色指定はできません

TKEWG01108
竹トンボセット

ロット／1個単位 Pサイズ／8cm×0.5cm×21cm
サイズ／13.6cm×0.5cm×17.5cm

TKEWG01518
縁日セット(W)

ロット／1個単位
Pサイズ／12cm×28cm×2.5cm

TKEWG01534
しゃぼん玉セット

ロット／ 1個単位 Pサイズ／16.5cm×3cm×27.5cm
サイズ／しゃぼん玉液：2.8cm×2.8cm×7cm

ストロー：φ1.2cm×10.3cm

YGKWG61190
5連けん玉

ロット／1個単位 サイズ／横幅約30cm

YGKWG61195
競技用けん玉 大空 
REShape2 赤
ロット／1個単位
Pサイズ／ 7.4cm×18cm×6.2cm

YGKWG61196
競技用けん玉 大空 
REShape2 青
ロット／1個単位
Pサイズ／7.4cm×18cm×6.2cm

YGKWG61197
競技用けん玉 大空 
REShape2 緑
ロット／1個単位
Pサイズ／ 7.4cm×18cm×6.2cm

YGK61138
福祉けん玉 大晴 赤

ロット／1個単位
サイズ／約18cm

YGK61143
福祉けん玉 大晴 青

ロット／1個単位
サイズ／約18cm

YGK61200
競技用けん玉 大空 
ソリッドカラー 赤
ロット／1個単位
サイズ／約18cm

YGK61201
競技用けん玉 大空 
ソリッドカラー 青
ロット／1個単位
サイズ／約18cm

ONDWG01872
オフィシャルけん玉名人 極

ロット／1個単位
サイズ／7cm×18cm×6cm

日本けん玉協会認定

BELWG01760
木製ケン玉

ロット／30個単位
サイズ／6cm×14cm×3.5cm

OKKWG01445
木のおもちゃヨーヨー
(色アソート)
ロット／1個単位 Pサイズ／10cm×13.5cm×3.5cm
サイズ／
※色指定はできません

5.5cm×5.5cm×3.5cm

OKKWG01444
投げコマ2寸(色アソート)

ロット／1個単位
サイズ／
※色指定はできません

コマ：φ6cm×5.5cm、ひも：φ0.4cm×114cm

TKEWG01433
ひねりコマ3Ｐ

ロット／1個単位 サイズ／φ4cm×4.3cm

TKEWG01437
逆立ちコマ3P

ロット／5個単位 Pサイズ／10cm×12.5cm×3cm
サイズ／φ3cm×3.5cm

回すと逆立ちしちゃう不思議なコマ！

OKKWG01428
力士コマ

ロット／1個単位 Pサイズ／12cm×20cm×2.3cm
サイズ／台：6.8cm×1cm×6.8cm

コマ：φ2cm×4cm

OKKWG60447
木地玩具 投げこま 3寸

ロット／1個単位 サイズ／φ8cm×9cm

KISWG64335
けん玉替え糸セット 2組入
ロット／1個単位 Pサイズ／6cm×10cm
サイズ／ひも50cm

ONEWG01220
NEWおかいものあそびセット
ロット／1個単位 サイズ／16×23×3.5cm
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和玩具

なつかし玩具 和玩具

TKEWG01404
でんでん太鼓(小)

ロット／1個単位
サイズ／7.5cm×20cm×3.8cm

TKEWG01402
でんでん太鼓(中)

ロット／1個単位
サイズ／9cm×22.8cm×4.2cm

TKEWG01403
でんでん太鼓(小) 巴

ロット／1個単位
サイズ／7.5cm×19.5cm×3.8cm

OKKWG13112
羽子板セット(柄アソート)
ロット／1セット単位 Pサイズ／13cm×45cm×1.5cm
サイズ／

※絵柄指定はできません

羽子板：10.5cm×37cm×1.5cm
矢羽根：5cm×9cm×1.5cm

OKKWG15468
矢羽根6P 袋入

ロット／1セット単位 Pサイズ／11cm×14cm×1.5cm
サイズ／5cm×9cm×1.5cm

KTMWG08025
福笑い

ロット／1セット単位 Pサイズ／16cm×25.5cm×0.4cm
サイズ／37.5cm×48.5cm×0.05cm

MTNWG62738
ビー玉(大) オーロラカラーマーブル
MIX(65個入)
ロット／1箱単位 サイズ／φ約2.5cm

MTNWG62737
ビー玉(中) オーロラカラーマーブル
MIX(200個入) 
ロット／1箱単位 サイズ／φ約1.7cm

MTNWG62736
ビー玉(小) オーロラカラーマーブル
MIX(500個入) 
ロット／1箱単位 サイズ／φ約1.25cm

MTNWG62934
ビー玉(大) フロストマーブル 
MIX(65個入)
ロット／1箱単位 サイズ／φ約2.5cm

MTNWG62935
ビー玉(中) フロストマーブル 
MIX(200個入) 
ロット／1箱単位 サイズ／φ約1.7cm

MTNWG62936
ビー玉(小) フロストマーブル 
MIX(500個入) 
ロット／1箱単位 サイズ／φ約1.25cm

MTNWG62735
ビー玉(大) オーロラカラーマーブル 
クリアー(65個入)
ロット／1箱単位 サイズ／φ約2.5cm

MTNWG62741
ビー玉(中) オーロラカラーマーブル 
クリアー(200個入) 
ロット／1箱単位 サイズ／φ約1.7cm

MTNWG62740
ビー玉(小) オーロラカラーマーブル 
クリアー(500個入) 
ロット／1箱単位 サイズ／φ約1.25cm

MTNWG62937
ビー玉 中錦 MIX(200個入) 

ロット／1箱単位 サイズ／φ約1.7cm

MTNWG62938
ビー玉 大錦 MIX(65個入)

ロット／1箱単位 サイズ／φ約2.5cm

TKEWG01455
だるま落とし7寸

ロット／1個単位 サイズ／φ5cm×22cm

KYBWG60137
太鼓すもう 大

ロット／1個単位 Pサイズ／15.5cm×25cm×2.8cm
サイズ／台：12cm×2.8cm×12cm

駒：2cm×2cm×3.5cm

FJKWG11316
131ピストルセット

ロット／1個単位
サイズ／23cm×14cm×0.4cm

FJKWG00120
128ハイキャップブレッダー

ロット／1個単位
サイズ／11cm×17cm×0.9cm

KZYWG01699
大マジックダートゲーム

ロット／1個単位
サイズ／35cm×35cm×1cm

TKEWG01150
ゴム銃(色アソート)

ロット／1個単位 Pサイズ／ 11cm×26cm×3cm
サイズ／
※色指定はできません

7cm×4cm×3cm

TKEWG01166
水鉄砲(ネット入)

ロット／1個単位 Pサイズ／7cm×37.5cm×4.3cm
サイズ／7cm×29cm×4.3cm

TKEWG01555
丸面子セット

ロット／5個単位 Pサイズ／12cm×14cm×0.5cm
サイズ／10cm、8cm、6.5cm、5cm、3.5cm

MIKWG61372
15パズルゲーム･大

ロット／12個単位
サイズ／8.5cm×8.5cm×1.4cm

TKEWG01601
知育パズル 日本地図

ロット／1個単位 Pサイズ／36cm×24cm×0.6cm
サイズ／30cm×22.5cm×0.6cm

TKEWG01604
知育パズル 世界地図

ロット／1個単位 Pサイズ／36cm×24cm×0.6cm
サイズ／30cm×22.5cm×0.6cm

TKEWG01524
ポンポン丸

ロット／1個単位 Pサイズ／6.3cm×3.8cm×13.5cm
サイズ／6cm×3.5cm×13cm

MIKWG00045
UFOクラッカーボール(色アソート)
ロット／6個単位 Pサイズ／13cm×3.5cm×9.2cm
サイズ／

※色指定はできません

ボール：φ3.5cm×4.5cm 
紐：0.3cm×0.3cm×45.5cm

TRYWG11007
トラバルーン3P

ロット／24個単位 Pサイズ／15.8cm×10.2cm×1cm
サイズ／本体：1.5cm×6.4cm×1cm

ストロー：φ0.4cm×4cm

ITUWG00008
クリスタルあやとりひも

ロット／24個単位
Pサイズ／10cm×17.8cm×1cm

ITUWG04023
手芸セット

ロット／12個単位
Pサイズ／11.5cm×18cm×2.5cm

OKKWG13301
お手玉5P(色アソート)

ロット／1個単位 Pサイズ／7cm×7cm×4.5cm
サイズ／
※色指定はできません

φ3.7cm×3.2cm

TKEWG01515
友禅万華鏡

ロット／12個単位
Pサイズ／15.8cm×28.5cm×9.4cm
サイズ／4.2cm×4.2cm×1.5cm

TKEWG01521
友禅糸電話

ロット／1個単位 Pサイズ／8.7cm×11cm×4.5cm
サイズ／ 4.2cm×4.2cm×6.3cm

ひも：φ0.8cm×126cm
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MTNWG62939
並ハジキ コバルト(800個入)

ロット／1箱単位 サイズ／φ約2cm

MTNWG62940
ダイヤハジキ MIX(500個入)

ロット／1箱単位 サイズ／φ約2cm

MTNWG50227
ビー玉(色アソート)

ロット／12ネット単位 サイズ／φ約2cm
Pサイズ／5cm×17.5cm×1.5cm

MTNWG50226
おはじき(色アソート)

ロット／12ネット単位 サイズ／φ1.7cm×0.3cm
Pサイズ／5cm×17.5cm×1.5cm

MTNWG63841
ビー玉(小) カラーマーブル 
ブルー(500個入)
ロット／1箱単位 サイズ／φ約1.25cm

MTNWG63842
ビー玉(小) カラーマーブル
イエロー(500個入)
ロット／1箱単位 サイズ／φ約1.25cm

MTNWG63843
ビー玉(小) カラーマーブル 
グリーン(500個入)
ロット／1箱単位 サイズ／φ約1.25cm

MTNWG63844
ビー玉(小) カラーマーブル 
コバルト(500個入)
ロット／1箱単位 サイズ／φ約1.25cm

MTNWG63845
ビー玉(小) オーロラカラーマーブル 
コバルト(500個入)
ロット／1箱単位 サイズ／φ約1.25cm

MTNWG63846
ビー玉 小錦 MIX(500個入)

ロット／1箱単位 サイズ／φ約1.25cm

MTNWG63847
ビー玉(中) カラーマーブル 
ブルー(200個入)
ロット／1箱単位 サイズ／φ約1.7cm

MTNWG63848
ビー玉(中) カラーマーブル 
イエロー(200個入)
ロット／1箱単位 サイズ／φ約1.7cm

MTNWG63849
ビー玉(中) カラーマーブル 
グリーン(200個入)
ロット／1箱単位 サイズ／φ約1.7cm

MTNWG63850
ビー玉(中) カラーマーブル 
レッド(200個入)
ロット／1箱単位 サイズ／φ約1.7cm

MTNWG63851
ビー玉(中) カラーマーブル 
コバルト(200個入)
ロット／1箱単位 サイズ／φ約1.7cm

MTNWG63852
ビー玉(中) オーロラカラーマーブル 
コバルト(200個入)
ロット／1箱単位 サイズ／φ約1.7cm

MTNWG63854
ビー玉(中) 水玉マーブルミックス
(キャッツアイ)(200個入)
ロット／1箱単位 サイズ／φ約1.7cm

MTNWG63855
ビー玉(大) カラーマーブル 
イエロー(65個入)
ロット／1箱単位 サイズ／φ約2.5cm

MTNWG63856
ビー玉(大) カラーマーブル 
グリーン(65個入)
ロット／1箱単位 サイズ／φ約2.5cm

MTNWG63857
ビー玉(大) カラーマーブル 
コバルト(65個入)
ロット／1箱単位 サイズ／φ約2.5cm

MTNWG63858
ビー玉(大) オーロラカラーマーブル 
コバルト(65個入)
ロット／1箱単位 サイズ／φ約2.5cm

MTNWG63859
ビー玉(大) フロストカラーマーブル 
ブルー(65個入)
ロット／1箱単位 サイズ／φ約2.5cm

MTNWG63860
ビー玉(大)フロストカラーマーブル 
イエロー(65個入)
ロット／1箱単位 サイズ／φ約2.5cm

MTNWG63861
ビー玉(大)フロストカラーマーブル 
グリーン(65個入)
ロット／1箱単位 サイズ／φ約2.5cm

MTNWG63862
ビー玉(大)フロストカラーマーブル 
レッド(65個入)
ロット／1箱単位 サイズ／φ約2.5cm

MTNWG63863
ビー玉(大)フロストカラーマーブル 
コバルト(65個入)
ロット／1箱単位 サイズ／φ約2.5cm

MTNWG63864
花ハジキ(500個入)

ロット／1箱単位 サイズ／約2cm

MTNWG63865
オーロラカラーハジキ(500個入)

ロット／1箱単位 サイズ／約2cm

MTNWG63866
砡ハジキ(500個入)

ロット／1箱単位 サイズ／約2cm

MTNWG63867
花ケリ(120個入)

ロット／1箱単位 サイズ／約2cm

MTNWG63868
ビー玉(大) フロストクリアーマーブル
(65個入)
ロット／1箱単位 サイズ／φ約2.5cm
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CNBNC64404
洗剤 CHARMY Magica除菌+ 
220ml 
ロット／24個単位 サイズ／4.9×19×4.9cm

MARNC03515
かわいく水切り!
アニマルキッチンスポンジ 27339
ロット／80個単位 サイズ／3.2×7.7×11.7cm
素材／
5種アソート

ポリウレタン・ポリエステル  3層構造

HACNC52371
クレープメーカー

ロット／1個単位 Pサイズ／約22cm×22cm×9.5cm
サイズ／

※スパチュラ付き

本体：約22.5cm×7.5cm×19cm
プレート：約φ17.5cm

HACNC52189
ちょこっとグリル 
ベビーカステラメーカー
ロット／1個単位 Pサイズ／約25cm×14.5cm×8cm
サイズ／本体：約24cm×7.5cm×14cm

穴：約φ3.5cm

HACNC52191
ちょこっとグリル 
たい焼き器
ロット／1個単位 Pサイズ／約25cm×14.5cm×8cm
サイズ／本体：約24cm×7.5cm×14cm

たい焼き：全長約5.5ｃｍ

HACNC52110
ちょこっとグリル 
たこ焼き器
ロット／1個単位 Pサイズ／約25cm×14.5cm×8cm
サイズ／本体：約24cm×7.5cm×14cm

穴：約φ3.8cm

HACNC05117
ショコラタワー

ロット／1個単位
サイズ／約19.3cm×35cm×19.3cm

高さ35cmのBIGサイズ！

※チョコレートは別売です

KISGD64330
販促用不織布マスク大人用
(個包装)
ロット／10枚単位 サイズ／約17.5cm×9.5cm

個包装で販促品に最適

DICGD80658
飛沫防止パーテーション
クリア大サイズ PT7060C
ロット／20枚単位 重量／約 320ｇ
サイズ／支柱：0.5mm スクリーン：0.3mm

まとめ買い商品です

TIYGD64363
飛沫感染防止アクリルボード
Lサイズ
ロット／1個単位 サイズ／90×60×18.5cm
厚み／
※納品までの目安は約1週間です。

本体：３mm 脚部：5mm 脚数／2

KIS25726
アクリルボード装飾 
ゲットウェルセット ボード無
ロット／1セット単位

セット内容
・ミニSHP ゲットウェルレインボー
・トーレーシングペーパーバンティングガーランド イエロー
・ピュアカットバルーン83mmスター サルファーイエロー
・ピュアカットバルーン83mmスター オレンジ　　   各1個

シンプルなアクリルボードを可愛く装飾♪

KIS25728
アクリルボード装飾 
ハロウィンセット ボード無
ロット／1セット単位

セット内容
・11インチ ブーゴースティー  1個
・ピュアカットバルーン83mmスター ブラック  1個
・ピュアカットバルーン83mmスター パープル  2個
・ピュアカットバルーン83mmスター オレンジ  2個

シンプルなアクリルボードを可愛く装飾♪

HRKGD10016
アルコールジェル500ml

ロット／1個単位 サイズ／8.5×17.5×8.5cm
全成分／エタノール、水、グリセリン、カルボマー、

AMP、TEA ※アルコール成分58％配合

ISO9001認証取得工場で製造

HRKGD10017
アルコールハンドジェル40ml

ロット／10個単位 サイズ／3cm×4.7cm×3cm
全成分／エタノール、水、グリセリン、カルボマー、

AMP、TEA ※アルコール成分58％配合

四面体のバルーンですISO9001認証取得工場で製造

HRKGD64361
ケース特価／
アルコールハンドジェール40ml
ロット／300個単位 サイズ／3cm×4.7cm×3cm
全成分／エタノール、水、グリセリン、カルボマー、

AMP、TEA ※アルコール成分58％配合

ISO9001認証取得工場で製造

HAYNC64388
ゴールドバーティッシュ 
BOXティッシュ
ロット／100個単位 サイズ／8.5×24×4cm

HAYNC01360
トイレットペーパー 
バンビーナ超吸水1R
ロット／100個単位
サイズ／11.4cm×27.5m 直径：約10.2cm

CNBNC03021
Newポリラップ 30cm×20m

ロット／50個単位 サイズ／30cm×20m

HASZG74681
身長ワカール キリン(YE) 

ロット／1個単位 サイズ／5×8.2×22.9cm
仕様／ 単4電池3個使用(電池別売)

HASZG74803
ポケットシリコンストロー
Sとかげ
ロット／1個単位 ストロー素材／シリコン
サイズ／ストロー：φ0.7×18.5cm 

ケース：3.5×1.7×4.3cm ブラシ：0.7×17.3cm

HASZG74801
ポケットシリコンストロー
Sしろくま
ロット／1個単位 ストロー素材／シリコン
サイズ／ストロー：φ0.7×18.5cm 

ケース：3.5×1.7×4.3cm ブラシ：0.7×17.3cm

HASZG74806
ポケットシリコンストロー
700系
ロット／1個単位 ストロー素材／シリコン
サイズ／ストロー：φ0.7×18.5cm 

ケース：3.5×1.7×4.3cm ブラシ：0.7×17.3cm

HASZG74804
ポケットシリコンストロー
923系ドクターイエロー
ロット／1個単位 ストロー素材／シリコン
サイズ／ストロー：φ0.7×18.5cm 

ケース：3.5×1.7×4.3cm ブラシ：0.7×17.3cm

HASZG74772
ポケットシリコンストロー
ハローキティ
ロット／1個単位 ストロー素材／シリコン
サイズ／ストロー：φ0.7×18.5cm 

ケース：3.5×1.7×4.3cm ブラシ：0.7×17.3cm

HASZG11243
ポケットシリコンストロー
ミッフィーRD
ロット／1個単位 ストロー素材／シリコン
サイズ／ストロー：φ0.7×18.5cm 

ケース：3.5×1.7×4.3cm ブラシ：0.7×17.3cm

HASZG74019
のりものランチプレート
じどうしゃ(RD)
ロット／1個単位 サイズ／21×33.5×7.5cm

HASZG74653
のりものランチプレート
(E5系はやぶさ)
ロット／1個単位 サイズ／19.5×34×5cm

©SAN-X CO., LTD. ©2021 SANRIO CO., LTD.　©2021 JR Tokai Agency. ALL RIGHTS RESERVED. ©copyright Mercis bv,1953-2021
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YOKDA48084
うまい棒 テリヤキバーガー味

YOKDA48081
うまい棒 とんかつソース味

うまい棒

ORODA09003
お菓子屋さんの牛乳パック 
コーヒー味
ロット／1パック単位
Pサイズ／7cm×23.5cm×7cm
個装サイズ／約4cm

小袋20パック入り

FHSDA13547
AMコアラのマーチ

ロット／1箱単位 Pサイズ／15cm×21cm×13cm

小袋が10個入っています

FHSDA12496
AMパイの実

ロット／1袋単位 Pサイズ／15cm×21cm×13cm
内容量／133g(個包装：2個入)

YOKDA24822
DEKAローリーPOPキャンディ   

ロット／3個単位 Pサイズ／φ11cm×33cm

小さな棒付キャンディー15本入

ORODA04221
梅ミンツ大 

ロット／1個単位
Pサイズ／15.5cm×20.5cm×3.5cm
個装サイズ／約4cm

小さい紙の個装20袋入り

ORODA03028
クラシックココア

ロット／1個単位
Pサイズ／15.8cm×24cm×1.7cm
内箱サイズ／4.8cm×7.8cm×1.6cm

大きなパッケージに10箱入っています

FHSDA05280
ベビースターいろいろパック

ロット／1袋単位 Pサイズ／31.5cm×43cm×8cm

8種類の味が1袋ずつ入っています

特大駄菓子

特大駄菓子 / うまい棒お菓子

MKNDA05557
金メダル(チョコボールピロ)

ロット／1個単位
箱(メダル部分)サイズ／φ約12cm×約3cm
チョコ1個装のサイズ／約２.3cm×3.7cm×1.2cm

チョコレート20粒入り

MKNDA05565
銀メダル(チョコボールピロ)

ロット／1個単位
箱(メダル部分)サイズ／φ約12cm×約3cm
チョコ1個装のサイズ／ 約２.3cm×3.7cm×1.2cm

チョコレート20粒入り

MKNDA05566
銅メダル(チョコボールピロ)

ロット／1個単位
箱(メダル部分)サイズ／φ約12cm×約3cm
チョコ1個装のサイズ／ 約２.3cm×3.7cm×1.2cm

チョコレート20粒入り

MKSDA30201
新 ビッグサイズオレンジガム

ロット／1個単位
Pサイズ／17cm×17cm×6cm

6粒×25個入り

MKSDA30202
新 ビッグサイズいちごガム 

ロット／1個単位
Pサイズ／17cm×17cm×6cm

6粒×25個入り

MKSDA30203
新 ビッグサイズグレープガム

ロット／1個単位
Pサイズ／17cm×17cm×6cm

6粒×25個入り

YOKDA83981
特大!うまい棒

ロット／1袋単位 Pサイズ／22cm×57cm×10cm
※パッケージ柄、味の指定はできません。※パッケージ柄、味の指定はできません。

いろいろな味の40本アソート

FHSDA52352
ポテトチップス SUPER8 
コンソメパンチ
ロット／1袋単位 Pサイズ／36.5cm×48cm×10cm

28g×8袋入り！

FHSDA50378
ポテトチップス SUPER8 
うすしお
ロット／1袋単位 Pサイズ／36.5cm×48cm×10cm

28g×8袋入り！

YOKDA02952
特大 キャベツ太郎

ロット／1袋単位 Pサイズ／34cm×42cm×10cm

通常サイズのキャベツ太郎20個入り

FHSDA20032
AMハッピーターン

ロット／1袋単位 Pサイズ／29.5cm×39cm×8cm
内容量／324g

FHSDA20033
AM揚一番

ロット／1袋単位 Pサイズ／29.5cm×39cm×8cm
内容量／350g

FHSDA20023
AMカレーせん

ロット／1袋単位 Pサイズ／29.5cm×39cm×8cm
内容量／32枚(2枚×16袋個包装)

FHSDA20013
AMぽたぽたやき

ロット／1袋単位 Pサイズ／32.5cm×43cm×8cm
内容量／54枚(2枚×27袋個包装)

FHSDA20079
AMソフトサラダ

ロット／1袋単位 Pサイズ／32.5cm×43cm×8cm
内容量／50枚(2枚×25袋個包装)

ORODA09047
お菓子屋さんの牛乳パック 
ミルク味
ロット／1パック単位
Pサイズ／7cm×23.5cm×7cm
個装サイズ／約4cm

小袋20パック入り

YOKDA48086
うまい棒 やさいサラダ味

YOKDA48083
うまい棒 チーズ味

YOKDA41578
うまい棒 コーンポタージュ味

YOKDA48085
うまい棒 めんたい味

YOKDA48080
うまい棒 チキンカレー味

YOKDA48082
うまい棒 サラミ味

YOKDA27032
うまい棒 やきとり味

YOKDA48079
うまい棒 タコヤキ味

YOKDA48077
うまい棒 納豆味

YOKDA41573
うまい棒 シュガーラスク味

YOKDA13287
うまい棒 牛タン塩味

YOKDA41577
うまい棒 エビマヨネーズ味

独り占めしてもよし、景品にしてもよし!
プレゼントにもオススメです!

ロット／30本　サイズ／3cm×17cm×17cm　内容量／6g

うまい棒 600本 詰め合わせセット 
ロット／1セット単位
「○味が○本」など内容はご指定いただけません。
ご了承くださいませ。
「○味が○本」など内容はご指定いただけません。
ご了承くださいませ。

KISDG62286

セット内容
・コーンポタージュ
・チーズ
・やさいサラダ
・めんたい
・チキンカレー
・エビマヨネーズ
・テリヤキバーガー
・サラミ

・とんかつソース
・牛タン塩
・タコヤキ
・やきとり
・なっとう
・シュガーラスク
など合計600本
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➡ ➡ ➡
①最初は簡単な
ところから

②途中から針や
安全ピンを使ってもOK

③あとひといき ④成功！

駄菓子くじセット

駄菓子くじセット / かたぬき / 配り用キャンディ・チョコレート / 配り用駄菓子 / 
駄菓子パック / 駄菓子輪投げキット・射的キット / 自立タイプ駄菓子 お菓子

RRIDA01912
野球盤ガム(150付)
ロット／1箱単位 サイズ／14cm×18.3cm×10.8cm

出てくるガムの色で
アタリ・ハズレが決まります

RRIDA01941
パチンコガム(150付)
ロット／1箱単位 サイズ／14cm×18.3cm×10.8cm

JAKDA51003
ラーメン大当
ロット／1箱単位 Pサイズ／39.5cm×28cm×4.2cm
1~110番号くじ付　※番号くじは110番まで
ついていますので全て使用すると空使用くじが出ます

ラーメンスナック菓子100個入

JAKDA51002
ヤッター!めん(100付)
ロット／1箱単位
Pサイズ／
中身サイズ／

22.5cm×7.5cm×22.5cm
4cm×2cm×4cm

100 個入っています

HSMDA00001
ザ・かたぬき 7枚入
ロット／50箱単位
1枚あたりのサイズ／約2.5cm×3.5cm
パッケージ3柄 ※柄はランダムです

HSMDA61479
かたぬき ぬきにくい 100枚入
ロット／1箱単位
1枚あたりのサイズ／約2.5cm×3.5cm

HSMDA61478
かたぬき ぬきやすい 100枚入
ロット／1箱単位
1枚あたりのサイズ／約2.5cm×3.5cm

FHSDA41233
アメボー

ロット／50本単位 Pサイズ／19.5cm×25cm×4cm
個装サイズ／2.5cm×8.5cm

KZYDA01700
パンダのチョコレートボール
(500ｇ)
ロット／1袋単位 Pサイズ／18cm×27cm×4cm
個装サイズ／2cm×5.5cm×1cm
内容量／約150個
賞味期限／製造日から360日以内

KZYDA03502
にゃんにゃんにゃん
チョコレートボール(500ｇ)
ロット／1袋単位 Pサイズ／18cm×27cm×4cm
個装サイズ／2cm×5.5cm×1cm
内容量／ 約150個
賞味期限／製造日から360日以内

KISDA62967
ハンドメイドキャンディ 
ハッピーアニマルズ(500ｇ)
ロット／1袋単位 Pサイズ／5cm×3.5cm
内容量／約100個
賞味期限／製造日から360日以内

FHSDA78130
フルーツミックスキャンディー
(1kg)
ロット／1袋単位 Pサイズ／22cm×36cm
内容量／約250個・1kg

FHSDA15035
いちごミルクキャンディ

ロット／1袋単位 Pサイズ／22cm×36cm
内容量／約260個・1kg

個包装の裏面にくじがついていますが小売店様向けの表記のため景品用途の場合は各自でルールをお考えください

YOKDA11035
もろこし輪太郎

ロット／30個単位
サイズ／13.5cm×11.8cm×4.5cm
内容量／ 17g

YOKDA11030
キャベツ太郎

ロット／30個単位 サイズ／11cm×17cm×4cm
内容量／14g

MKSDA59319
フィリックスガム

ロット／55個+5個(あたり分)単位
サイズ／3.4cm×2cm×1cm

YOKDA83015
おもいっきりパック

ロット／20パック単位
Pサイズ／23cm×30cm×4cm

お菓子7点入

YOKDA83001
びっくりパック

ロット／20パック単位
Pサイズ／22cm×32cm×5cm

お菓子9点入

ORODA07054
オリオンのおかしばこ

ロット／
中身のラインナップは時期によって変わります

1個単位 Pサイズ／17.5cm×22cm×4cm

オリオンのお菓子15種と
ここだけでしか手に入らないオマケ入り！

KISEV62317
Kishi's eセット 
なつかし駄菓子輪投げキット
ロット／1セット単位
組み立て後サイズ／95cm×20cm×115cm

はずれてもうれしい駄菓子の輪投げ！

セット内容
・当たり用駄菓子　 70個
・はずれ用駄菓子    30個
・輪投げ什器　    1セット
・輪投げの輪          20個

KISEV62318
Kishi's eセット 
なつかし駄菓子射的キット
ロット／1セット単位
組み立て後サイズ／55cm×43cm×33cm

はずれてもうれしい駄菓子の射的！

セット内容
・当たり用駄菓子　 70個
・はずれ用駄菓子    30個
・射的什器　       1セット
・吸盤ピストル           2丁

駄菓子輪投げキット・射的キット

かたぬき

配り用キャンディ・チョコレート

FHSDA08828
ポテトフライ じゃが塩バター

ロット／20個単位
Pサイズ／11.5cm×23cm×18.2cm

FHSDA08826
ポテトフライ フライドチキン

ロット／20個単位
Pサイズ／11.5cm×23cm×18.2cm

FHSDA13111
チーズおやつ(48個入)

ロット／1箱単位
Pサイズ／18.2cm×4.6cm×11.2cm

FHSDA70497
おやつカルパス(50個入)

ロット／1箱単位
Pサイズ／18cm×4.8cm×11cm

FHSDA63586
クッピーラムネ

ロット／30個単位 サイズ／9cm×6cm×1cm
内容量／10g

YOKDA11037
どんどん焼き

ロット／15個単位 サイズ／16cm×8cm×4cm
内容量／12g

配り用駄菓子

縁日の定番遊びです。　※商品の性質上、数枚割れているものが入っている場合がございます。予めご了承ください。

Felix the Cat © 2019 DreamWorks Animation LLC. ©FUJIYA 

駄菓子パック
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FHSDA55275
ミルキー

ロット／10個単位 サイズ／7cm×8cm×2cm
内容量／7粒

MKSDA32001
新 フーセンガムバラエティ50

ロット／1袋単位 Pサイズ／20cm×22cm×8cm
内容量／5種×10個 5味アソート（味指定不可）

FHSDA59453
ボンタンアメ

ロット／10個単位 サイズ／4.7cm×9.5cm×2cm
内容量／14粒

TRNDA59750
ボトルサワー

ロット／30個単位
サイズ／ 3.5cm×5.3cm×2.5cm
内容量／ 8.5g

TRNDA59739
カンパイラムネ

ロット／30個単位
サイズ／3.8cm×5.9cm×2.9cm
内容量／7.5g

ORODA59868
ちびっこみかん

ロット／30個単位 サイズ／φ2.7cm×7.2cm
内容量／6g

ORODA59883
ミニピーチ

ロット／30個単位 サイズ／2.7cm×5.2cm
表示内容量／ 9g

ORODA59870
ミニコーラ

ロット／30個単位 サイズ／2.7cm×5.2cm
表示内容量／9g

ORODA15155
ココアシガレット

ロット／30個単位
サイズ／4.8cm×7.8cm×1.6cm
表示内容量／6本(14g)

ORODA15152
コーラシガレット

ロット／30個単位
サイズ／4.8cm×7.8cm×1.6cm
表示内容量／6本(14g)

TRNDA59729
ニューラムネ

ロット／24個単位 サイズ／φ2.5×9.3cm
内容量／20g

TRNDA02443
うんチョコ

ロット／24個単位 サイズ／5cm×4.5cm×5cm
内容量／4g 　※グレープ味のチョコ

自立タイプ駄菓子 配り用の他、射的・輪投げの景品としてもご利用ください！

Felix the Cat © 2019 DreamWorks Animation LLC. ©FUJIYA 

流しそうめん機

食材・機材 流しそうめん機

PKMIC36668
流麺 スライダーそうめん流し器
(ミントブルー)
ロット／1台単位 サイズ／165×43×24.5cm
仕様／単1電池2本・単2電池2本使用(別売)

PKMIC31404
流麺　スライダーそうめん
流し器
ロット／1台単位 サイズ／165×43×24.5cm
仕様／単1電池2本・単2電池2本使用(別売)

TTAIC52328
ビッグストリームそうめん
スライダーギャラクシー
ロット／1台単位 サイズ／79.2×21.7×46cm
仕様／単一電池×3本使用（別売）

PKMIC31337
涼しクルクル　電池式そうめん
流し器〈M〉(花火)
ロット／1台単位 サイズ／38.5ｘ24.5ｘ10.5cm
仕様／単一電池×2本使用(別売り)
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かき氷

MTMIC15042
ストレート氷蜜 イチゴ

ロット／1本単位 賞味期限／18ヶ月
容量／ 1.8リットル

MTMIC15052
ストレート氷蜜 グレープ

ロット／1本単位 賞味期限／18ヶ月
容量／ 1.8リットル

MTMIC15043
ストレート氷蜜 メロン

ロット／1本単位 賞味期限／18ヶ月
容量／ 1.8リットル

MTMIC15044
ストレート氷蜜 レモン

ロット／1本単位 賞味期限／18ヶ月
容量／ 1.8リットル

MTMIC15045
ストレート氷蜜 スカイブルー

ロット／1本単位 賞味期限／18ヶ月
容量／ 1.8リットル

MTMIC15054
ストレート氷蜜 プリン

ロット／1本単位 賞味期限／18ヶ月
容量／ 1.8リットル

MTMIC15051
ストレート氷蜜 ピーチ

ロット／1本単位 賞味期限／18ヶ月
容量／ 1.8リットル

MTMIC15047
ストレート氷蜜 オレンジ

ロット／1本単位 賞味期限／18ヶ月
容量／ 1.8リットル

MTMIC15048
ストレート氷蜜 青りんご

ロット／1本単位 賞味期限／18ヶ月
容量／ 1.8リットル

MTMIC15049
ストレート氷蜜 コーラ

ロット／1本単位 賞味期限／18ヶ月
容量／ 1.8リットル

MTMIC15053
ストレート氷蜜 マンゴー

ロット／1本単位 賞味期限／18ヶ月
容量／ 1.8リットル

MTMIC15041
ストレート氷蜜 白

ロット／1本単位 賞味期限／18ヶ月
容量／ 1.8リットル

MTMIC15131
抹茶シロップ

ロット／1本単位 賞味期限／18ヶ月
容量／ 900ミリリットル

西尾産抹茶使用

MTMIC15067
黒糖みつ

ロット／1本単位 賞味期限／18ヶ月
容量／ 900ミリリットル

沖縄黒糖使用

HANIC80204
100人用かき氷セット
(1リットル4本入)
ロット／1個単位 賞味期限／24ヶ月
容量／ 1リットル

セット内容
・氷みつ1リットル ４本
(いちご 2本、 ハワイアン １本、メロン １本)
・紙コップ 100個
・シャワー 3本

・スプーンストロー 100本
・氷旗 1枚

HANIC81511
氷みつ ピーチ

ロット／1本単位 賞味期限／24ヶ月
容量／ 1リットル

HANIC81510
氷みつ ラムネ

ロット／1本単位 賞味期限／24ヶ月
容量／ 1リットル

HANIC81501
氷みつ いちご

ロット／1本単位 賞味期限／24ヶ月
容量／ 1リットル

HANIC81502
氷みつ メロン

ロット／1本単位 賞味期限／24ヶ月
容量／ 1リットル

HANIC81503
氷みつ ハワイアン

ロット／1本単位 賞味期限／24ヶ月
容量／ 1リットル

HANIC81504
氷みつ レモン

ロット／1本単位 賞味期限／24ヶ月
容量／ 1リットル

HANIC81505
氷みつ マンゴー

ロット／1本単位 賞味期限／24ヶ月
容量／ 1リットル

HANIC81506
氷みつ 抹茶

ロット／1本単位 賞味期限／24ヶ月
容量／ 1リットル

HANIC81507
氷みつ みぞれ 

ロット／1本単位 賞味期限／24ヶ月
容量／ 1リットル

HANIC81508
氷みつ コーラ

ロット／1本単位 賞味期限／24ヶ月
容量／ 1リットル

HANIC81509
氷みつ グレープ

ロット／1本単位 賞味期限／24ヶ月
容量／ 1リットル

HANIC10019
練乳(チューブ) 

ロット／1個単位 賞味期限／360日
容量／ 480g

HANIC82242
ハンディシャワー(3P)

ロット／1パック単位 サイズ／全長22cm

開封後は要冷蔵

©Disney食材・機材 かき氷 / かき氷機械 / 氷カップ / 綿菓子袋

PKMIC89039
ディズニー かき氷器 
ミッキーマウス
ロット／1個単位
サイズ／22.5cm×30cm×19.5cm

PKMIC31352
クールリッチ 
2通り削れる電動かき氷器(ブラック)
ロット／1個単位
サイズ／ 23cm×19cm×35cm

HANIC83014
氷削機 FM-500 青

ロット／1台単位
サイズ／28.8cm×43.5cm×32cm

JNSIC23215
かき氷吊り下げ旗

ロット／1枚単位 サイズ／40cm×53cm

かき氷機械

駆  動  方  式駆  動  方  式 電動式ベルト駆動電動式ベルト駆動

粗  さ  調  節粗  さ  調  節 無段階無段階

氷  削  能  力氷  削  能  力 11.8～3.0（kg/min）

角  氷  入  数角  氷  入  数 約40コ（3cm角）約40コ（3cm角）

電　　　　源電　　　　源 単相100V 50/60Hz単相100V 50/60Hz

定格消費電力定格消費電力 150/150/ 155W55W

重　　　　量重　　　　量 13kg13kg

PKMIC36622
クールリッチ 2通り削れる電動かき
氷器(ミントブルー)
ロット／1台単位 サイズ／23cm×19cm×35cm

#おうち縁日

1.8ℓ 1.8ℓ 1.8ℓ 1.8ℓ 1.8ℓ 1.8ℓ

1.8ℓ 1.8ℓ 1.8ℓ 1.8ℓ 1.8ℓ 1.8ℓ

900㎖ 900㎖ 1ℓ 1ℓ 1ℓ

1ℓ 1ℓ 1ℓ 1ℓ 1ℓ 1ℓ

1ℓ 1ℓ

バラ氷
専用
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HANIC84613
スプーンストローパステル
(500本入)
ロット／1パック単位 サイズ／φ0.7cm×20.9cm

SNGIC64102
SCV-275P ニュー・氷
ロット／100個単位 サイズ／φ7.8cm×9.2cm
容量／ 270ミリリットル

SNGIC64101
SM-400 SNGペンギン
ロット／100個単位 サイズ／φ9.3cm×9.1cm 
容量／ 400ミリリットル
材質／ 紙

HANIC61879
スワンペンギン(紙製) SM-400
ロット／50個単位 サイズ／φ9.3cm×9.1cm 
容量／ 403ミリリットル

HANIC61649
氷カップ エスレンA-350A ペンギン
ロット／50個単位 サイズ／φ9.2cm×9.1cm 
容量／ 360ミリリットル

HANIC08579
ミニフルール カップ
ロット／80個単位
サイズ／上部：φ14cm 下部：φ6cm
容量／ 380ミリリットル

HANIC61650
フラワーカップ(5色)
ロット／50個単位
サイズ／上部φ12.5cm×下部φ4.1cm×13cm
容量／ 425ミリリットル ※色指定不可

DICWT60540
ドラゴンボール超(悟空の日Ver.)

DICWT60532
パウ・パトロール

DICWT60533
アイカツフレンズ!(2019Ver.) 

DICWT60537
ウルトラマンタイガ 

DICWT60534
ドラえもん(和柄Ver.) 

DICWT60528
チコちゃんに叱られる!

DICWT60542
ポケットモンスター(2019Ver)

ITOWT64180
ミュークルドリーミー

DICWT60530
ミニオン 

DICWT60526
リルリルフェアリル(2019Ver) 

DICWT60527
ざんねんないきもの事典 

DICWT60511
それいけ!アンパンマン 
(ガールズVer)

DICWT60506
ゲゲゲの鬼太郎

DICWT60512
魔法×戦士 マジマジョピュアーズ!

DICWT60513
キラッとプリ☆チャン

DICWT60514
ゾイドワイルド

DICWT60515
ポケットモンスター
みんなの物語 2018劇場版

DICWT60516
コウペンちゃん

DICWT60518
ウルトラマンR/B(ルーブ)

ロット／100枚　サイズ／52.5cm×28.2cm

©テレビ朝日・東映 AG・東映 ©ABC-A・東映アニメーション ©2020 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable. ©2021 Gullane (Thomas) Limited.
©バードスタジオ/集英社・フジテレビ・東映アニメーション ©Spin Master Ltd. ©BNP/BANDAI, DENTSU, TV TOKYO, BNArts ©TSUBURAYA PRODUCTIONS Co., Ltd. ©円谷プロ

©ウルトラマンタイガ製作委員会・テレビ東京 ©藤子プロ・小学館 ©藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK ©NHK (Japan Broadcasting Corporation). ©2021 Pokémon.
© 2017， 2021 SANRIO CO.， LTD.  TM & ©Universal Studios. ©’15,’18 SANRIO/SEGA TOYS ©TAKAHASHI SHOTEN ©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

 ©水木プロ・フジテレビ・東映アニメーション ©TOMY・OLM／マジマジョピュアーズ！製作委員会・テレビ東京 ©T-ARTS ©TOMY ©るるてあ ©ウルトラマンＲ／Ｂ製作委員会・テレビ東京
 

氷カップ

綿菓子袋

DICWT60554
トロピカル～ジュ!プリキュア

DICWT60553
仮面ライダーセイバー

DICWT60546
鬼滅の刃

DICWT60550
きかんしゃトーマス(ポップVer)

DICWT60555
機界戦隊ゼンカイジャー

1ℓの氷みつで1ℓの氷みつで
作ることができる目安作ることができる目安

カップの
容量

1杯あたりの1杯あたりの
氷みつの目安氷みつの目安

1ℓの氷みつで1ℓの氷みつで
作ることができる目安作ることができる目安

カップの
容量

1杯あたりの1杯あたりの
氷みつの目安氷みつの目安

19～25杯19～25杯

約34cc約34cc

20～25杯20～25杯

約32cc約32cc

22～27杯22～27杯

34～45杯34～45杯

40～49杯40～49杯

43～51杯43～51杯

25～30杯25～30杯

約28cc約28cc

34～45杯34～45杯

19～25杯19～25杯

約34cc約34cc

約30cc約30cc

18～24杯18～24杯

1.8ℓの氷みつで1.8ℓの氷みつで
作ることができる目安作ることができる目安 36～45杯36～45杯 32～43杯32～43杯

約35cc約35cc

1.8ℓの氷みつで1.8ℓの氷みつで
作ることができる目安作ることができる目安

270ml 400ml 403ml

360ml 380ml 425ml
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DICWT60519
キラキラハッピー★ひらけ!ここたま

DICWT60521
アイカツフレンズ!

ITOWT64039
さんりおきゃらくたぁず

ITOWT64040
ジュエルペットピンク

DICWT60501
タイムボカン 逆襲の三悪人

DICWT60504
シンカリオン

DICWT60503
カードキャプターさくら 
クリアカード編

DICWT60509
リラックマ(2018Ver)

DICWT60507
イナズマイレブン アレスの天秤

DICWT60462
ドラゴンボール超 

DICWT60324
きかんしゃトーマス

DICWT60307
ドラえもん

DICWT60475
クラフトホリック DICWT60486

おそ松さん

DICWT60487
がんばれ!ルルロロ

DICWT60480
ガラピコぷ～

DICWT60485
プラレール(17ver)

DICWT60419
ちびまる子ちゃん

ITOWT63021
スパイダーマン ITOWT63273

まるもふびより

ITOWT63272
和柄キティブルー

ITOWT63005
カラフルバニーキティ

ITOWT63006
ロディキティ

ITOWT63018
ポップマイメロディ

ITOWT62493
顔マイメロディ

ITOWT63013
和柄マイメロディ

ITOWT63009
めろぉ

ITOWT63011
ハミングミント

ITOWT63012
ポムポムプリン

ITOWT63014
シンカイゾク

ITOWT63015
ぐでたま透明

ITOWT63016
ぼんぼんりぼん

ITOWT63017
プラズマジカ

ITOWT63020
てのりぐま

ITOWT63274
3個入り スイーツキティ

ITOWT63008
3個入りお祭りキティ透明

ITOWT63022
3個入りマイメロディ

©BANDAI/TV TOKYO・ここたま製作委員会 ©2021 SANRIO CO., LTD. ©’08,’15 SANRIO／SEGA TOYS 
©タツノコプロ・読売テレビ ©プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所・TBS ©CLAMP・ST・講談社／NHK・NEP

 ©SAN-X CO., LTD. ©LEVEL-5 Inc. ©バードスタジオ/集英社・フジテレビ・東映アニメーション ©2021 Gullane (Thomas) Limited.
©藤子プロ・小学館 ©藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK ©2021 ACCENT ©赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会

©BANDAI/ルルロロ製作委員会 ©NHK (Japan Broadcasting Corporation).  ©TOMY ©さくらプロダクション / 日本アニメーション
©MARVEL ©2021 SANRIO CO., LTD. ©LEDRAPLASTIC JAMMY ©2012,2021 SANRIO CO.,LTD. SHOWBYROCK!! 製作委員会#

KISWT64141
りんごあめ袋

ロット／100枚単位 サイズ／15cm×20cm

KISWT64142
姫りんごあめ袋(小)

ロット／100枚単位 サイズ／11.5cm×16cm

ロット／100枚　サイズ／52.5cm×28.2cm綿菓子袋

食材・機材 綿菓子袋 / りんごあめ袋 / 
綿菓子材料 / 綿菓子機

りんごあめ袋
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HANWT64169
レインボーシュガー イチゴ
ロット／1袋単位 内容量／ 1kg

HANWT64170
レインボーシュガー レモン
ロット／1袋単位 内容量／1kg

HANWT64171
レインボーシュガー メロン
ロット／1袋単位 内容量／1kg

HANWT64172
レインボーシュガー ブルーハワイ
ロット／1袋単位 内容量／1kg

HANWT64173
レインボーシュガー グレープ
ロット／1袋単位 内容量／1kg

HANWT64174
レインボーシュガー オレンジ
ロット／1袋単位 内容量／1kg

HANWT64175
レインボーシュガー ペパーミント
ロット／1袋単位 内容量／ 1kg

HANWT82270
夢わたがし ラムネ 
ロット／1袋単位 内容量／1kg

HANWT80328
夢わたがし コーラ
ロット／1袋単位 内容量／1kg

HANWT80326
夢わたがし いちご
ロット／1袋単位 内容量／ 1kg

HANWT82262
夢わたがし バニラ 
ロット／1袋単位 内容量／ 1kg

HANWT82261
夢わたがし レモン
ロット／1袋単位 内容量／1kg

HANWT82263
夢わたがし メロン
ロット／1袋単位 内容量／1kg

HANWT82268
夢わたがし マンゴー
ロット／1袋単位 内容量／ 1kg

HANWT82269
色いろザラメ 紫
ロット／1袋単位 内容量／1kg

HANWT81013
色いろザラメ 赤(ピンク)
ロット／1袋単位 内容量／1kg

HANWT82264
色いろザラメ 黄
ロット／1袋単位 内容量／1kg

HANWT82265
色いろザラメ 緑
ロット／1袋単位 内容量／1kg

HANWT82266
色いろザラメ 青 
ロット／1袋単位 内容量／1kg

HANWT82267
色いろザラメ オレンジ 
ロット／1袋単位 内容量／1kg

HANWT84006
色いろザラメ 白
ロット／1袋単位 内容量／1kg

HANWT80225
綿菓子棒(紙管)
ロット／100本単位 サイズ／φ1cm×24cm

SNWWT21201
ゴムバンド No.170
ロット／1袋単位 サイズ／ 1kg

HANWT82244
100人用綿菓子セット
ロット／1セット個単位

セット内容
・色いろザラメ 2袋(赤・黄)

・輪ゴム100本
・割り箸 100本分 ・無地袋 100枚

・スプーン 1本

HANWT61647
わた菓子機 K-33型
ロット／1台単位 生産能力／1分毎に約4本分
サイズ／52cm×72cm×52cm
重量／
※取り寄せ商品のため、納期1週間ほどかかります。

12kg 消費電力／0.8kw

HANWT61394
わた菓子機 CA-120型
ロット／1台単位 生産能力／ 1分毎に3~5本分

消費電力／ 1.2kw
サイズ／64cm×80cm×64cm
重量／
※取り寄せ商品のため、納期1週間ほどかかります。

14kg

HANWT61393
わた菓子機 CA-7型 
ロット／1台単位 生産能力／1分毎に1~1.5本分

消費電力／0.7kw
サイズ／50cm×65cm×50cm
重量／
※取り寄せ商品のため、納期1週間ほどかかります。

8kg

HANWT38015
綿菓子機 コットンキャンディー
ロット／1台単位 Pサイズ／ 29.8cm×18.8cm×29.8cm

消費電力／500w
サイズ／約φ29cm×21cm
重量／ 1.4kg

1kgで約50人分の綿菓子を作ることができます。綿菓子材料

綿菓子機

HANWT80334
色いろザラメ10g小分けパック 赤
ロット／1袋（10g×25袋入り）

HANWT80336
色いろザラメ10g小分けパック 白
ロット／1袋（10g×25袋入り）

HANWT80338
色いろザラメ10g小分けパック 青
ロット／1袋（10g×25袋入り）

キャンディでもザラメでも
綿菓子が作れます
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HANPO55132
ポップコーン22.7kg マイク

ロット／1袋単位
※取り寄せ商品のため、納期1週間ほどかかります。

不発によるロスが少なく美味しい豆です

HANPO81015
ポップコーン調味塩付 2kgセット

ロット／1袋単位

HANPO84007
ポップコーン豆 1kg 

ロット／1袋単位

HANPO83050
キャラメルシュガー 1kg

ロット／1袋単位

HANPO84005
ポップコーン用オイル 280g

ロット／1個単位 容量／280g

HANPO81020
ポップコーン用オイル 470g

ロット／1個単位 容量／470g

HANPO61406
ポップコーンカップ
(545ニューポップ)
ロット／25個単位 サイズ／φ8.9×13.9cm
容量目安／20g

HANPO83087
夢フル3g ハニーバター

ロット／1袋（1パック50袋入り）

HANPO80226
夢フル袋スマイル

ロット／50個単位
サイズ／12.5cm×24.8cm×7.8cm 
容量目安／30g

袋の側面に分量目盛付き

HANPO83059
夢フル3g コーンポタージュ

ロット／1袋（1パック50袋入り）

HANPO83057
夢フル3g カレー

ロット／1袋（1パック50袋入り）

HANPO83058
夢フル3g 醤油バター

ロット／1袋（1パック50袋入り）

HANPO83069
夢フル3g チーズ

ロット／1袋（1パック50袋入り）

HANPO83070
夢フル3g コンソメ

ロット／1袋（1パック50袋入り）

HANPO80332
フルフルパウダーバラエティパック
(3g×5袋入り) 
ロット／
1袋3g×5種

1袋

HANPO82247
100人用ポップコーンセット 

ロット／1セット単位

HANPO82248
100人用キャラメルポップコーン
セット
ロット／1セット単位

HANPO61808
ポップコーン機シアター4オンス
ロット／1セット単位 生産能力／2分毎に120g

消費電力／0.8kw
サイズ／42cm×60cm×39cm
重量／
※取り寄せ商品のため、納期1週間ほどかかります。

18kg

HANPO61809
ポップコーン機SV6オンス
ロット／1セット単位 生産能力／2分毎に180g

消費電力／1.2kw
サイズ／54cm×85cm×45cm
重量／
※取り寄せ商品のため、納期1週間ほどかかります。

26kg

HANPO61811
ポップコーン機シアター8オンス
ロット／1セット単位 生産能力／2分毎に240g

消費電力／1.0kw
サイズ／51cm×75cm×40cm
重量／
※取り寄せ商品のため、納期1週間ほどかかります。

29kg

HANPO61391
ポップコーン機(PA-36型)
ロット／1セット単位 生産能力／ 3分毎に350g

消費電力／ 1.0kw
サイズ／48cm×51cm×38cm
重量／
※取り寄せ商品のため、納期1週間ほどかかります。

6.7kg

HANPO61392
ポップコーン機
(シアター4オンス ステンレス仕様)
ロット／1セット単位 生産能力／2分毎に120g

消費電力／0.8kw
サイズ／42cm×60cm×39cm
重量／
※取り寄せ商品のため、納期1週間ほどかかります。

21kg

HANPO61810
ポップコーン機シアター6オンス 
ステンレス仕様
ロット／1セット単位 生産能力／2分毎に180g

消費電力／0.85kw
サイズ／51cm×67cm×39cm
重量／
※取り寄せ商品のため、納期1週間ほどかかります。

26kg

HANPO61812
ポップコーン機シアター8オンス 
ステンレス仕様
ロット／1セット単位 生産能力／2分毎に240g

消費電力／1.0kw
サイズ／51cm×75cm×40cm
重量／
※取り寄せ商品のため、納期1週間ほどかかります。

30kg

HANPO69486
ポップコーンメーカー PM-3600

ロット／1台単位 生産能力／4分毎に約50g

消費電力／220w

Pサイズ／35.5cm×53.6cm×30cm
サイズ／約32cm×49cm×31.5cm
重量／ 4.3kg

食材・機材 ポップコーン材料 / ポップコーン機

ポップコーン材料

ポップコーン機
ポップコーン豆

1kg
ポップコーン豆

1kg

調味塩付き
ポップコーン豆

2kg

調味塩付き
ポップコーン豆

2kg

ポップコーン
オイル
470g

ポップコーン
オイル
470g

ポップコーン
オイル
280g

ポップコーン
オイル
280g

キャラメル
シュガー
1kg

キャラメル
シュガー
1kg

夢フル
3g
夢フル
3g

約50杯
(一人分:約20g)

約50杯
(一人分:約20g)

約33杯
(一人分:約30g)

約100杯
(一人分:約20g)

約140杯
(一人分:約2g)

約70杯
(一人分:約4g)

約93杯
(一人分:約3g)

約230杯
(一人分:約2g)

約115杯
(一人分:約4g)

約100杯
(一人分:約10g)

約156杯
(一人分:約3g)

約50杯
(一人分:約3g)

夢フル
一人分目安：30g
(夢フル袋使用)

キャラメル味
一人分目安：20g
(ポップコーンカップ使用)

塩味
一人分目安：20g
(ポップコーンカップ使用)

HANPO83090
夢フル3g
バジル
ロット／1袋（1パック50袋入り）

HANPO83091
夢フル3g
塩レモン
ロット／1袋（1パック50袋入り）

後がけタイプのポップコーン調味料後がけタイプのポップコーン調味料後がけタイプのポップコーン調味料 後がけタイプのポップコーン調味料後がけタイプのポップコーン調味料後がけタイプのポップコーン調味料 後がけタイプのポップコーン調味料後がけタイプのポップコーン調味料後がけタイプのポップコーン調味料 後がけタイプのポップコーン調味料後がけタイプのポップコーン調味料後がけタイプのポップコーン調味料

キャラメルポップコーン対応型 キャラメルポップコーン対応型 キャラメルポップコーン対応型 ストッカー部分は切り離して使用可能です

キャラメルポップコーン対応型 キャラメルポップコーン対応型 キャラメルポップコーン対応型

セット内容
・ポップコーン調味塩付2kgセット 1袋

・スプーン 2本
・パーム油(280g) 1本 ・マグカップ 1個

・545紙カップ100個

セット内容
・ポップコーン豆2kg 1袋
・キャラメルシュガー1kg 1袋

・スプーン 2本
・パーム油(280g) 1本 ・マグカップ 1個

・545紙カップ100個
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FJKCR11902
いちごクラッカー 5個入
ロット／1袋
Pサイズ／ 16.5cm×15cm×3cm

FJKCR11904
ぶどうクラッカー 5個入
ロット／1袋
Pサイズ／16.5cm×15cm×3cm

FJKCR11903
パイナップルクラッカー 5個入
ロット／1袋
Pサイズ／16.5cm×15cm×3cm

FJKCR11657
徳用MIX散らから～ず 100個入クラッカー
ロット／1袋
Pサイズ／43cm×29.6cm×7cm

FJKCR11183
散らから～ず 5個入
ロット／1袋 Pサイズ／16cm×13.5cm×3cm
本体サイズ／Φ3cm×10.5cm

FJKCR11179
散らから～ず 8個入
ロット／1袋 Pサイズ／ 20.5cm×13.5cm×3cm
本体サイズ／Φ3cm×10.5cm

FJKCR11180
散らから～ず 30個入
ロット／1袋 Pサイズ／29cm×21cm×6.5cm
本体サイズ／Φ3cm×10.5cm

Pサイズ／29cm×21cm×6.5cm

FJKCR11796
超豪華散らからーず 30個入
ロット／1袋
本体サイズ／Φ3cm×10.5cm
飛距離／2m  キラキラテープ入り 飛距離／1m  キラキラテープ入り

FJKCR11542
ドハデ散らからーず 5個入
ロット／1袋 Pサイズ／20cm×13.5cm×3.5cm
本体サイズ／3.5cm×12.5cm

FJKCR11634
ゴージャス散らから～ず 2個入
ロット／1袋 Pサイズ／25cm×13.5cm×5cm
本体サイズ／Φ5cm×18cm

FJKCR11772
散らからないジュエルクラッカー 8個入

飛距離／2m  キラキラテープ入り

ロット／1袋 Pサイズ／20.5cm×13.5cm×3cm
本体サイズ／3cm×10.5cm

FJKCR11738
ビッグバースディ 2個入

20.5cm×13.5cm×3cm

飛距離／2m  キラキラテープ入り

ロット／1袋 Pサイズ／
本体サイズ／5cm×18cm

イベントパーティー用品 クラッカー

クラッカー

ロット／1袋

FJKCR11633
ハッピーバースディクラッカー

Pサイズ／15cm×15.5cm×3.5cm
本体サイズ／Φ3cm×12.5cm

FJKCR11253
万国旗クラッカー 5個入
ロット／1袋 Pサイズ／15cm×13.5cm×3cm
本体サイズ／Φ3cm×10.5cm

FJKCR11403
プチローズ 30個入
ロット／1袋 Pサイズ／24cm×16cm×3.5cm
本体サイズ／Φ2.4cm×6cm

FJKCR00236
グッドラッカー 7個入
ロット／1袋 Pサイズ／18cm×13.5cm×3cm
本体サイズ／Φ3cm×12.5cm

FJKCR11121
グッドラッカー 50個入
ロット／1袋 Pサイズ／35cm×29cm×6cm
本体サイズ／Φ3cm×10.5cm

FJKCR11173
サウンドラッカー 50個入
ロット／1袋 Pサイズ／35cm×29cm×6cm
本体サイズ／Φ3cm×10.5cm

FJKCR11689
サウンドポップクラッカー 20個入
ロット／1袋 Pサイズ／26cm×19cm×5cm
本体サイズ／Φ3cm×10.5cm

飛距離／3m  5色テープ入り

FJKCR11690
ワイワイポップクラッカー 20個入
ロット／1袋 Pサイズ／26cm×19cm×5cm
本体サイズ／Φ3cm×10.5cm

FJKCR11488
ドハデクラッカー 5個入
ロット／1袋 Pサイズ／16.5cm×13.5cm×3cm
本体サイズ／Φ3cm×10.5cm

FJKCR11118
ホイルスパーク 6個入
ロット／1袋 Pサイズ／16.5cm×13.5cm×3cm
本体サイズ／Φ3cm×10.5cm

FJKCR11492
ドハデクラッカー 30個入
ロット／1袋 Pサイズ／29.8cm×21cm×5cm
本体サイズ／Φ3cm×10.5cm

FJKCR11174
サウンドラッカー 7個入
ロット／1袋 Pサイズ／16.5cm×13.5cm×3cm
本体サイズ／Φ3cm×10.5cm

赤色のテープが飛び出します 紫色のテープが飛び出します 黄色のテープが飛び出します 5色2mのキラキラテープが5本飛び出します

本体と同色のキラキラテープが飛び出します 音がソフト、キュートな花咲くクラッカー40ケ国の万国旗が飛び出します

パン!!と快音　音だけのクラッカー パン!!と快音　音だけのクラッカー パン!!と快音　音だけのクラッカー

ハッピーバースデークラッカーが大きくなりました

FJKCR11120
ホイルスパーク 50個入
ロット／1袋 Pサイズ／35cm×29cm×6cm
本体サイズ／Φ3cm×10.5cm

飛び出す 飛び出す 飛び出す 飛び出す 飛び出す
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イベントパーティー用品 クラッカー / ラバーマスク

KNKCR10348
スターボムクラッカー 5個入
ロット／1袋 Pサイズ／17cm×12cm×3cm
本体サイズ／Φ3cm×10.5cm
星型紙吹雪／1.5cm

FJKCR11739
テープと吹雪が飛び出すクラッカー 5個入
ロット／1袋 Pサイズ／15cm×13.5cm×3cm
本体サイズ／Φ3cm×10.5cm
飛距離／3cm
キラキラテープ・メタル吹雪入り

クラッカー

KNKCR10383
ハッピーバースデーバズーカ
ロット／1個

お誕生祝いテープの弾２初付き
本体サイズ／74.5cm×20cm×7cm

FJKCR11793
ハッピーバズーカ砲
ロット／1個 Pサイズ／90cm×22cm×8.2cm
本体サイズ／Φ8.5cm×78cm

赤・白　各1本 
アソート内容は変更できません

FJKCR11447
凄い奴クラッカー(赤･白)
ロット／2個 Pサイズ／38cm×14cm×8cm
本体サイズ／Φ8cm×29cm

FJKCR11887
カラフルファイブストリーマー
ロット／1本
Pサイズ／28cm×11.5cm×6cm

FJKCR11688
ぶっ飛びクラッカー
ロット／1個 Pサイズ／38cm×14cm×8cm
本体サイズ／Φ8cm×29cm

FJKCR11457
凄い奴ザ･メタルクラッカー
ロット／2個 Pサイズ／38cm×14cm×8cm
本体サイズ／Φ8cm×29cm
金・銀　各1本
アソート内容は変更できません

FJKCR11741
アーミーウェポン
ロット／1個 Pサイズ／65cm×20cm×8.8cm
本体サイズ／Φ8.7cm×53.5cm
※替え玉式ではありません※替え玉式ではありません

FJKCR11544
ドハデッカー
ロット／1個 Pサイズ／68cm×22cm×21cm
本体サイズ／Φ21cm×55cm
※付属のカートリッジは、金属メタルテープ各１本付※付属のカートリッジは、金属メタルテープ各１本付

FJKCR11886
散らからない凄い奴メタルクラッカー
ロット／1本
Pサイズ／38cm×14cm×8cm

FJKCR11865
スーパーゴージャスクラッカーW
ロット／1セット Pサイズ／29cm×42cm×15cm
本体サイズ／15cm×35cm
金銀キラキラテープ入り

FJKCR11601
散らからないステージスコール
ロット／1個 Pサイズ／31.5cm×10cm×3.3cm
本体サイズ／Φ3.2cm×22cm

FJKCR11448
キラキストリーマー(金)
ロット／1個 Pサイズ／27cm×11cm×6.5cm
本体サイズ／Φ6.4cm×21.7cm

FJKCR11638
パーティフラッシュ・メタルミックス
ロット／1個 箱サイズ／12.5cm×5.6cm×5.2cm
1箱1個入り　6色40本入り

FJKCR11776
20cmくす玉
ロット／1袋
Pサイズ／20.5cm×20.5cm×20.5cm
本体サイズ／Φ20cm

FJKCR11449
キラキラストリーマー(銀)
ロット／1個 Pサイズ／27cm×11cm×6.5cm
本体サイズ／Φ6.4cm×21.7cm

FJKCR00202
ナゲテーポ 4個入
ロット／1個 Pサイズ／16.5cm×12cm×1cm
内容／6色5m紙テープ6本

FJKCR11493
祝まる君(祝おめでとう)
ロット／1個 Pサイズ／11.8cm×8.8cm×8.8cm
本体サイズ／Φ8.5cm

Pサイズ／30cm×11cm×6.4cm

FJKCR11115
スーパークラッカー(一番凄い)
ロット／1個
本体サイズ／Φ6.3cm×23.5cm　紙テープ入り

FJKCR11133
ぐれいとかぶきストリーマー
ロット／6個 Pサイズ／28cm×11cm×6.5cm
6色5m紙テープ100本入り

FJKCR11410
元祖くす玉
ロット／1個 Pサイズ／19cm×13cm×12cm
本体サイズ／Φ12cm

FJKCR11632
祝樽ビッグ
ロット／1袋
Pサイズ／31.5cm×25.8cm×25.8cm
本体サイズ／Φ25cm×25cm

Pサイズ

※替え玉式ではありません※替え玉式ではありません

FJKCR11566
ハッピーウェポン
ロット／1個 Pサイズ／65cm×20cm×8.8cm
本体サイズ／Φ8.7cm×53.5cm

キラキラテープと吹雪が同時に飛び出します

カートリッジタイプなので繰り返し使えます ドハデッカーの詰め替え用としても使えます ドハデッカーの詰め替え用としても使えます

ドハデッカーの詰め替え用としても使えます

紐を引くと球が開き、幕とテープが出てくる! 繰り返し使える!幕に自由に書き込めるよ! 繰り返し使える!幕とテープが絡まない構造 祝福クラッカー10個&φ25cmのメッセージが書けるシール付

パッと開く!!テープのフラッシュ

お子様も投げやすいミニサイズ

金銀メタルテープ100本入り

詰め替えタイプ 詰め替えタイプ

使い切りタイプ

※安全な発砲芯使用

飛び出す飛び出す

飛び出す

飛び出す

飛び出す

飛び出す 飛び出す

飛び出す

飛び出す

飛び出す 飛び出す

飛び出す

火薬
不使用

火薬
不使用

火薬
不使用

火薬
不使用

火薬
不使用

火薬
不使用

火薬
不使用

火薬
不使用

火薬
不使用

飛び出す飛び出す

飛び出す
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OGWEV06330
MEGAアゴ/シャクレ

ロット／1個 サイズ／16cm×26cm×4cm

OGWEV06331
MEGAアゴ/歯グキ

ロット／1個 サイズ／16cm×26cm×4cm

OGWEV06332
MEGAアゴ/猿男

ロット／1個 サイズ／16cm×26cm×4cm

OGWEV06188
COLLECTORS MASK 
トニートニー･チョッパー
ロット／1個 化粧箱サイズ／41cm×31cm×30cm

OGWEV06186
COLLECTORS MASK 
モンキー・D・ルフィ
ロット／1個 化粧箱サイズ／41cm×31cm×24cm

OGWEV06187
COLLECTORS MASK 
ロロノア・ゾロ
ロット／1個 化粧箱サイズ／41cm×31cm×24cm

OGWEV06189
COLLECTORS MASK 
麦わら帽子
ロット／1個 サイズ／45cm×30cm×10cm

OGWEV06142
COLLECTORS MASK FO 
ストーム・トルーパー
ロット／1個 化粧箱サイズ／41cm×31cm×24cm

OGWEV06136
COLLECTORS MASK
カイロ・レン
ロット／1個 化粧箱サイズ／41cm×31cm×24cm

OGWEV06129
COLLECTORS MASK 
ダース・シディアス
ロット／1個 化粧箱サイズ／41cm×31cm×24cm

OGWEV06122
COLLECTORS MASK 
チューバッカ
ロット／1個 化粧箱サイズ／41cm×31cm×24cm

OGWEV06135
COLLECTORS MASK 
ダース・ベイダー
ロット／ 1個
化粧箱サイズ／ 34.2cm×36.4cm×32.8cm

OGWEV06137
COLLECTORS MASK 
ストームトルーパー
ロット／1個 化粧箱サイズ／41cm×31cm×24cm

OGWEV06134
なりきりマスク 
カイロ・レン
ロット／1個 サイズ／36cm×25cm×13cm

OGWEV06121
なりきりマスク 
チューバッカ
ロット／1個 サイズ／36cm×25cm×13cm

OGWEV05496
なりきりマスク 
THE JOKER CLOWN
ロット／1個 サイズ／36cm×25cm×13cm

OGWEV05388
なりきりマスク 
バットマン
ロット／1個 サイズ／36cm×25cm×13cm

OGWEV05387
なりきりマスク 
ハーフバットマン
ロット／1個 サイズ／36cm×20cm×13cm

OGWEV06125
スーパーラテックス 
comic版スパイダーマン
ロット／1個 サイズ／39cm×23cm×15cm

OGWEV05608
スーパーラテックス 
バットマン
ロット／1個 サイズ／39cm×23cm×15cm

OGWEV05502
キン肉マン

ロット／1個 サイズ／36cm×25cm×13cm

OGWEV05504
ラーメンマン

ロット／1個 サイズ／36cm×25cm×13cm

OGWEV05503
ロビンマスク

ロット／1個 サイズ／36cm×25cm×13cm

OGWEV02291
タイガーマスク

ロット／1個 サイズ／36cm×25cm×13cm

OGWEV02305
ゴジラ

ロット／1個 サイズ／36cm×25cm×13cm

OGWEV05460
マリリンマスク

ロット／1個 サイズ／35cm×30cm×10cm

OGWEV06274
野性爆弾くっきー公式マスク

ロット／1個 サイズ／35cm×30cm×D10cm

OGWEV05363
ものまねマスク M2 あご 

ロット／1個 サイズ／35cm×30cm×10cm

OGWEV05600
ものまねマスク M2 
ビッグマウス
ロット／1個 サイズ／35cm×30cm×10cm

OGWEV06182
ものまねマスク 
スウィーツ王爺 
ロット／1個 サイズ／35cm×30cm×10cm

OGWEV06207
なりきりマスク 
デッドプール
ロット／1個 サイズ／36cm×25cm×13cm

OGWEV05313
なりきりマスク 
クラシックTV版バットマン
ロット／1個 サイズ／36cm×25cm×13cm

©尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
©Lucasfilm Ltd. ©2021MARVEL

©2018 Warner Bros. Japan LLC All rights reserved.
Ⓒゆでたまご／集英社 ©梶原一騎・辻なおき/講談社

©TOHO CO., LTD.All Rights Reserved. ©SANYO BUSSAN

イベントパーティー用品 ラバーマスク

ラバーマスク

OGWEV06367
たのむぞ菅総理
(「令和」文字入りクリアファイル付)
ロット／1個単位 サイズ／30×35×10cm
重量／ 250g 素材／ 天然ラテックス

OGWEV06366
ものまねマスク 
癒しのバイデン
ロット／1個単位 サイズ／30×35×10cm
重量／ 280g 素材／ 天然ラテックス

OGWEV06368
モーモーハット

ロット／1個単位 サイズ／34×42×8cm
重量／ 約320g 素材／ 天然ラテックス

OGWEV06369
モーモーハット(黒)

ロット／1個単位 サイズ／34×42×8cm
重量／ 約320g 素材／ 天然ラテックス
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OGWEV06185
ものまねマスク 
ニコニコ兄ちゃん
ロット／1個 サイズ／35cm×30cm×10cm

OGWEV06140
ものまねマスク 
Mr.トランプ
ロット／1個 サイズ／35cm×30cm×10cm

OGWEV06152
ものまねマスク 
赤ちゃんマスク
ロット／1個 サイズ／35cm×30cm×10cm

OGWEV06149
ものまねマスク 
ヤバいマスク
ロット／1個 サイズ／35cm×30cm×10cm

OGWEV05376
ものまねマスク M2 
デラックスなマスク
ロット／1個 サイズ／35cm×30cm×10cm

OGWEV06131
変身マスク 
LOVEピエロ
ロット／1個 サイズ／22cm×15.5cm×5cm

OGWEV05447
変身マスク M2 
寄せ書きマスク
ロット／1個 サイズ／35cm×30cm×10cm

OGWEV05440
変身マスク M2 
仁王
ロット／1個 サイズ／35cm×30cm×10cm

OGWEV05515
変身マスク M3 
ピンク大仏
ロット／1個 サイズ／35cm×30cm×10cm

OGWEV05370
変身マスク M3 
地蔵
ロット／1個 サイズ／35cm×30cm×10cm

OGWEV06193
変身マスク 
さそり座の男
ロット／1個 サイズ／35cm×30cm×10cm

OGWEV06192
変身マスク シンデレラクイーン

ロット／1個 サイズ／35cm×30cm×10cm

OGWEV05459
変身マスク 
ツタンカー面
ロット／1個 サイズ／35cm×30cm×10cm

OGWEV06273
変身マスク 
笑う赤ちゃん
ロット／1個 サイズ／35cm×30cm×10cm

OGWEV06194
変身マスク 
変顔王
ロット／1個 サイズ／35cm×30cm×10cm

OGWEV06202
Ｍ2 
日の丸マン
ロット／1個 サイズ／35cm×30cm×10cm

OGWEV05438
変身マスク M2
金ぬり
ロット／1個 Pサイズ／30cm×35cm×10cm

OGWEV05439
変身マスク M2
銀ぬり
ロット／1個 Pサイズ／30cm×35cm×10cm

OGWEV05358
変身マスク M2
白ぬり
ロット／1個 Pサイズ／30cm×35cm×10cm

OGWEV05366
変身マスク M2
青ぬり
ロット／1個 Pサイズ／30cm×35cm×10cm

OGWEV05359
変身マスク M2
黒ぬり
ロット／1個 Pサイズ／30cm×35cm×10cm

OGWEV06285
なまはげ(赤)

ロット／1個 サイズ／35cm×30cm×10cm

OGWEV06286
なまはげ(青)

ロット／1個 サイズ／35cm×30cm×10cm

OGWEV05457
変身マスク 
本格黄金仏
ロット／1個 商品サイズ／35cm×30cm×10cm

OGWEV05456
変身マスク 
本格大仏
ロット／1個 商品サイズ／35cm×30cm×10cm

OGWEV05367
変身マスク M3
大仏
ロット／1個 Pサイズ／30cm×35cm×10cm

OGWEV05368
変身マスク M3
黄金仏
ロット／1個 Pサイズ／30cm×35cm×10cm

OGWEV05369
変身マスク M3
銀色仏
ロット／1個 Pサイズ／30cm×35cm×10cm

OGWEV05612
リアリティーマスク 
T-REX
ロット／1個 化粧箱サイズ／41cm×31cm×24cm

OGWEV05613
リアリティーマスク
 トリケラトプス
ロット／1個 化粧箱サイズ／41cm×31cm×24cm

OGWEV05614
リアリティーマスク 
マンモス
ロット／1個 化粧箱サイズ／41cm×31cm×48cm

OGWEV05609
リアリティーマスク 
リアルゾンビ
ロット／1個 商品サイズ／39cm×23cm×15cm

OGWEV05610
リアリティーマスク 
舌出しゾンビ
ロット／1個 商品サイズ／39cm×23cm×15cm

OGWEV05371
モンスターマスク M3 
ガイコツ
ロット／1個 商品サイズ／35cm×30cm×10cm

OGWEV05428
モンスターマスク M3 
ドラキュラ
ロット／1個 商品サイズ／35cm×30cm×10cm

OGWEV05382
変身マスク 
カブキ面A
ロット／1個 サイズ／22cm×15.5cm×5cm
※ウィッグは付属しておりません

イベントパーティー用品 ラバーマスク / アクションマスク

ラバーマスク
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OGWEV05427
モンスターマスク M3 
フランケン
ロット／1個 商品サイズ／35cm×30cm×10cm

OGWEV05431
モンスターマスク M3 
ミイラ
ロット／1個 商品サイズ／35cm×30cm×10cm

OGWEV06147
モンスターマスク M3
グレイ
ロット／1個 Pサイズ／30cm×35cm×10cm

※ウィッグは付属しておりません

OGWEV06153
リアルフェイスマスク 
ビッグダンサー
ロット／1個 商品サイズ／22cm×15.5cm×5cm

※ウィッグは付属しておりません

OGWEV05484
フェイスマスク 
ガイコツ
ロット／1個 商品サイズ／22cm×15.5cm×5cm

※ウィッグは付属しておりません

OGWEV05482
フェイスマスク
死神(青)
ロット／1個 商品サイズ／22cm×15.5cm×5cm

OGWEV06171
傷 Art Creepy(A)

ロット／1個
商品サイズ／36.5cm×22.5cm×10cm

OGWEV05385
アニマルランド M2 
アヒルちゃん
ロット／1個 商品サイズ／35cm×30cm×10cm

OGWEV05386
アニマルランド M2 
アヒルブラック
ロット／1個 商品サイズ／35cm×30cm×10cm

OGWEV05448
アニマルランド M2 
パンダちゃん
ロット／1個 商品サイズ／35cm×30cm×10cm

OGWEV05444
アニマルランド M2 
黒ネコ
ロット／1個 商品サイズ／35cm×30cm×10cm

OGWEV05445
アニマルランド M2 
子ネコ
ロット／1個 商品サイズ／35cm×30cm×10cm

OGWEV05443
アニマルランド M2 
子ブタマスク
ロット／1個 商品サイズ／35cm×30cm×10cm

OGWEV06184
アニマルランド M2 
柴犬
ロット／1個 商品サイズ／35cm×30cm×10cm

OGWEV05374
アニマルランド M2 
白犬マスク
ロット／1個 商品サイズ／35cm×30cm×10cm

OGWEV06183
アニマルランド 
子パンダちゃん
ロット／1個 商品サイズ／28cm×22.5cm×12cm

OGWEV06278
いのししマスク

ロット／1個 商品サイズ／38cm×33cm×10cm

OGWEV06323
アクションマスク・ウルフ 

ロット／1個 商品サイズ／30cm×45m×28cm

OGWEV06324
アクションマスク・ライオン 

ロット／1個 商品サイズ／30cm×45m×28cm

OGWEV06325
アクションマスク・パンダ 

ロット／1個 商品サイズ／30cm×45m×28cm

アクションマスク

OGWEV05483
フェイスマスク 
死神(赤)
ロット／1個 商品サイズ／22cm×15.5cm×5cm
※ウィッグは付属しておりません

OGWEV05348
半面 ゾンビ

ロット／1個 商品サイズ／22cm×15.5cm×5cm
※ウィッグは付属しておりません

OGWEV05347
半面 鬼

ロット／1個 商品サイズ／22cm×15.5cm×5cm
※ウィッグは付属しておりません

OGWEV05350
半面 デビル(グリーン)

ロット／1個 商品サイズ／22cm×15.5cm×5cm
※ウィッグは付属しておりません

OGWEV05349
半面 フランケン

ロット／1個 商品サイズ／22cm×15.5cm×5cm
※ウィッグは付属しておりません

OGWEV05346
半面 天狗

ロット／1個 商品サイズ／22cm×15.5cm×5cm
※ウィッグは付属しておりません

インテリアにもオススメです!

アーティストになりきってライブビューイング !

アゴが動く!リアルなマスク
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OGWEV05618
DXかつら 
DXざんぎり
ロット／1個
商品サイズ／ 35cm×30cm×10cm

OGWEV05616
DXかつら 
DXばあさん
ロット／1個
商品サイズ／ 35cm×30cm×10cm

OGWEV05619
DXかつら 
DX芸者
ロット／1個
化粧箱サイズ／19.5cm×31cm×23.6cm

OGWEV05474
DXかつら 
DX股旅
ロット／1個
商品サイズ／35cm×30cm×10cm

OGWEV05472
DXかつら 
DX侍
ロット／1個
商品サイズ／35cm×30cm×10cm

OGWEV05475
DXかつら 
DX若殿
ロット／1個
商品サイズ／35cm×30cm×10cm

OGWEV05362
バラエティーかつら K1 
町人
ロット／1個
商品サイズ／35cm×30cm×4cm

OGWEV05435
バラエティーかつら K1 
珍念
ロット／1個
商品サイズ／35cm×30cm×4cm

OGWEV05470
バラエティーかつら 
ハゲちゃびん
ロット／1個
商品サイズ／35cm×30cm×4cm

OGWEV02333
本格かつら 
本格 股旅
ロット／1個
化粧箱サイズ／41cm×31cm×24cm

OGWEV02336
本格かつら 
本格 つぶし島田
ロット／1個
化粧箱サイズ／41cm×31cm×24cm

OGWEV02337
本格かつら 
本格 高島田
ロット／1個
化粧箱サイズ／41cm×31cm×24cm

OGWEV02335
本格かつら 
本格 侍
ロット／1個
化粧箱サイズ／41cm×31cm×24cm

OGWEV02331
本格かつら 
本格 町人
ロット／1個
化粧箱サイズ／41cm×31cm×24cm

OGWEV02334
本格かつら 
本格 町人(いなせ)
ロット／1個
化粧箱サイズ／41cm×31cm×24cm

OGWEV02332
本格かつら 
本格 町人(白髪)
ロット／1個
化粧箱サイズ／41cm×31cm×24cm

OGWEV02338
本格かつら 
本格 殿様
ロット／1個
化粧箱サイズ／41cm×31cm×24cm

OGWEV02340
本格かつら 
本格 浪人(黒)
ロット／1個
化粧箱サイズ／41cm×31cm×24cm

OGWEV05137
獅子舞セット

ロット／1個
化粧箱サイズ／41cm×31cm×24cm

OGWEV05138
獅子舞マスク

ロット／1個
化粧箱サイズ／35cm×30cm×4cm

OGWEV02221
獅子毛(白)120cm

ロット／1個
化粧箱サイズ／41cm×31cm×24cm

OGWEV02222
獅子毛(赤)120cm

ロット／1個
化粧箱サイズ／41cm×31cm×24cm

かつら

OGWEV05365
DXかつら 
DX殿様
ロット／1個
商品サイズ／35cm×30cm×10cm

OGWEV0473
DXかつら 
DX町人
ロット／1個
商品サイズ／35cm×30cm×10cm

OGWEV05357
バラエティーかつら 
DXボーズ
ロット／1個
商品サイズ／35cm×30cm×10cm

OGWEV05361
バラエティーかつら K1 
芸者
ロット／1個
商品サイズ／35cm×30cm×10cm

OGWEV05434
バラエティーかつら K1 
股旅
ロット／1個
商品サイズ／35cm×30cm×4cm

OGWEV05360
バラエティーかつら K1 
侍
ロット／1個
商品サイズ／35cm×30cm×4cm

イベントパーティー用品 かつら / フェイス＆ボディペイント
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POLEV88106
基本6色＋デコペンセット

Pサイズ／ 7cm×19cm×1.5cm

POLEV88107
特色6色＋デコペンセット

Pサイズ／7cm×19cm×1.5cm

POLEV88108
蛍光6色＋デコペンセット

Pサイズ／7cm×19cm×1.5cm

POLEV88212
ミラクルペイント
血のりセット
Pサイズ／7.5cm×15cm×1.5cm

手軽に始められるセットです

POLEV88056
ミラクルペイント 
チューブタイプ(2ml) ブラック

POLEV88067
ミラクルペイント 
チューブタイプ(2ml) ホワイト

POLEV88064
ミラクルペイント 
チューブタイプ(2ml) レッド

POLEV88058
ミラクルペイント 
チューブタイプ(2ml) ブルー

POLEV88059
ミラクルペイント 
チューブタイプ(2ml) グリーン

POLEV88062
ミラクルペイント 
チューブタイプ(2ml) イエロー

POLEV88066
ミラクルペイント 
チューブタイプ(2ml) ピンク

POLEV88065
ミラクルペイント 
チューブタイプ(2ml) パープル

POLEV88063
ミラクルペイント 
チューブタイプ(2ml) オレンジ

POLEV88060
ミラクルペイント 
チューブタイプ(2ml) ライムグリーン

POLEV88061
ミラクルペイント 
チューブタイプ(2ml) ターコイズ

POLEV88057
ミラクルペイント 
チューブタイプ(2ml) チョコブラウン

POLEV88109
ミラクルペイント 
ソフトペンタイプ（10ml） ブラック

POLEV88110
ミラクルペイント 
ソフトペンタイプ（10ml） ホワイト

POLEV88111
ミラクルペイント 
ソフトペンタイプ（10ml） レッド

POLEV88112
ミラクルペイント 
ソフトペンタイプ（10ml） ブルー

POLEV88113
ミラクルペイント 
ソフトペンタイプ（10ml） グリーン

POLEV88114
ミラクルペイント 
ソフトペンタイプ（10ml） イエロー

POLEV88115
ミラクルペイント 
ソフトペンタイプ（10ml） ピンク

POLEV88116
ミラクルペイント 
ソフトペンタイプ（10ml） パープル

POLEV88117
ミラクルペイント 
ソフトペンタイプ（10ml） オレンジ

POLEV88118
ミラクルペイント 
ソフトペンタイプ（10ml） ライムグリーン

POLEV88119
ミラクルペイント 
ソフトペンタイプ（10ml） ターコイズ

POLEV88120
ミラクルペイント 
ソフトペンタイプ（10ml） チョコブラウン

POLEV88046
ミラクルペイント 
チューブタイプ(2ml) 蛍光レッド

POLEV88044
ミラクルペイント 
チューブタイプ(2ml) 蛍光ピンク

POLEV88043
ミラクルペイント 
チューブタイプ(2ml) 蛍光オレンジ

POLEV88041
ミラクルペイント 
チューブタイプ(2ml) 蛍光パープル

POLEV88045
ミラクルペイント 
チューブタイプ(2ml) 蛍光グリーン

POLEV88047
ミラクルペイント 
チューブタイプ(2ml) 蛍光イエロー

フェイス＆ボディペイント

ミラクルペイント

皮膚科の先生と共同開発！天然ラテックス製で水に強く、絵具が乾けば汗や雨でも溶け落ちません！
ペロンとはがせるからゴシゴシ洗いや専用クレンジングも不要です。　※絵具は5分程度で完全に乾きます。

少量なのでおためしにも！ ロット／3個単位　Pサイズ／4.5cm×10cm×1.5cm　容量／2ミリリットル×1本入

描きやすいソフトペンタイプ ロット／3個単位　Pサイズ／5cm×15cm×2.5cm　容量／10ミリリットル×1本入

ロット／3個単位

セット内容
・デコペン 1本
・2ミリリットル ６色
(レッド、ホワイト、ブラック、
イエロー、グリーン)

セット内容
・デコペン 1本
・2ミリリットル ６色
(ピンク、ターコイズ、オレンジ、
パープル、ライムグリーン、
チョコブラウン)

セット内容
・デコペン 1本
・2ミリリットル ６色
(蛍光レッド、蛍光ピンク、
蛍光オレンジ、蛍光パープル、
蛍光イエロー、蛍光グリーン)

セット内容
・チューブタイプ 2ミリリットル

・描き方ヒント集つき
(レッド 1本、ブラック 1本)
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POLEV88077
スポーツ応援アソート

POLEV88079
パーティーアソート

POLEV88080
バースデーアソート

POLEV88081
プリンセスアソート

POLEV88082
セクシーアソート

POLEV88086
どうぶつアソート

POLEV88083
まんがアソート

POLEV88085
うちゅうアソート

POLEV88087
うみのいきものアソート

POLEV88084
のりものアソート

POLEV88088
ちいさないきものアソート

POLEV88089
くだものアソート

POLEV88090
春(花)アソート

POLEV88091
夏アソート

POLEV88092
秋アソート

POLEV88093
冬アソート

POLEV88094
ハロウィンアソート

POLEV88078
宴会アソート

OGWEV06163
FunnyArt(ファニーアート) 
レッド

OGWEV06164
FunnyArt(ファニーアート) 
ブラック

OGWEV06165
FunnyArt(ファニーアート) 
オレンジ

OGWEV06167
FunnyArt(ファニーアート) 
ホワイト

OGWEV06168
FunnyArt(ファニーアート) 
グリーン

OGWEV06169
FunnyArt(ファニーアート) 
ブルー

OGWEV06170
FunnyArt(ファニーアート) 
ラメ

フェイス＆ボディペイント

イベントパーティ用品 フェイス＆ボディペイント / イベントゲーム / 抽選器

はがせるボディペイント！ラテックスフリーの日本製です。
乾くと発色します。保湿剤入りなのでつっぱりません。ハケ付きで塗りやすい！

ステンシルシール

Funny Art

ロット／2個単位　Pサイズ／7cm×10cm×0.2cm　アソート10枚組（5種類×2枚）

ロット／3個単位　Pサイズ／7cm×15cm×2cm　サイズ／φ1.5cm×8cm　容量／6ミリリットル

POLEV88095
クリスマスアソート

型紙で簡単ステンシル!!
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竿を収縮できます

IKSEV62425
抽選玉 オレンジ

IKSEV62424
抽選玉 ピンク

IKSEV62423
抽選玉 黄

IKSEV62422
抽選玉 黒

IKSEV62426
抽選玉 紫

IKSEV62427
抽選玉 青

IKSEV62428
抽選玉 水色

IKSEV62429
抽選玉 濃緑

IKSEV62430
抽選玉 薄緑

IKSEV62431
抽選玉 赤

NKAEV60784
射的銃

ロット／1丁単位 サイズ／全長74cm

レバーに安全機構付き

NKAEV60785
コルク替玉(射的銃専用)

ロット／100個単位
サイズ／ 小径：約1.2cm、大径：約1.4cm

射的銃専用のコルク玉です

BELEV03030
コルクガン

ロット／
コルク玉12個付属

1丁単位 サイズ／全長65cm

BELEV61878
コルク玉(コルクガン専用)

ロット／100個単位
サイズ／
※他の射的銃にはお使いいただけません

小径：約1cm、大径：約1.3cm

コルクガン専用のコルク玉です

OISEV21712
射的ピストル(吸盤式)

ロット／1個単位(吸盤弾10個入)
サイズ／全長48cm

射的だけでなくダーツにも

ABEEV14001
輪投げの輪(大)
ソフトタイプ
ロット／40本単位
サイズ／外径：約17cm、内径：約15cm

ABEEV14002
輪投げの輪(小)
ソフトタイプ
ロット／30本単位
サイズ／外径：約12cm、内径：約10.5cm

OISEV61399
輪投げの輪(20本入り)
プラスチック製
ロット／1袋単位
サイズ／外径：13.5cm、内径：12.5cm

TSKNS62772
6cmプラ輪

ロット／100個単位
Pサイズ／約28cm×18cm×12cm

LBREV21136
イベント用釣竿

ロット／1本単位
サイズ／
※竿の先端に磁石付き   2色アソート（色の指定不可）

全長約34cm～57cm（糸は含まない）

竿を収縮できます

LBREV21135
マグネット釣竿用シール
(80枚入)
ロット／1袋単位 サイズ／φ約1.5cm

各種景品に取り付ければ
マグネット付きの釣竿で
釣り上げることができます

RKNEV37655
○×ピンポンブー

ロット／1個単位
サイズ／15.5cm×25cm×3cm

音が鳴って光ります！

ピン
ポン

ブー

RKNEV37656
早押し!アンサー

ロット／1個単位
サイズ／13.8cm×23.7cm×5.5cm

ピンポンと鳴って○が立ち上がる！

ピン
ポン

RKNEV77857
抽選輪投げゲーム

ロット／1セット単位
組み立て時ボードサイズ／一辺60cm

1列並べるビンゴ方式や
番号での抽選など用途は多彩！

ナンバープレートは並び替えできます。

セット内容
・ボード 1個

・輪 9個
・ナンバープレート 9個

SRBEV43538
マジックナインベースボール 
EFS-181
ロット／1台単位 Pサイズ／48cm×40cm×10cm
組み立て時サイズ／70cm×87.5cm×56cm

SRBEV41199
マジックナイン EFS-180N

ロット／1台単位 Pサイズ／70cm×8cm×25.5cm
組み立て時サイズ／73cm×122cm×68cm

SRBEV43545
スピンゴルフ

ロット／1個単位
サイズ／約35cm×235cm×6cm

SRBEV43551
マジックナインサッカー

ロット／1個単位
サイズ／約122cm×73cm×71cm

AMZEV62941
ガラポンBIG 100φカプセル対応
ロット／1台単位 本体、台1台ずつ(組立が必要)
サイズ／本体：約113cm×134cm×32cm

台：約113cm×50cm×33.6cm
カプセル収納数／ 約30個
材質／
※カプセルは別売りです

ダンボール製

AMZEV62942
100φ空カプセル 10個入り
(ガラポンBIG専用)
ロット／10個単位 サイズ／φ10cm

JIGEV37672
抽選ガラポン

ロット／1個単位
サイズ／本体：26cm×19.8cm×13cm

回転部：φ19.5cm

IKSAEV62945
木製ガラポン抽選器
300球用
ロット／1台単位
サイズ／本体：25cm×26.5cm×15cm

回転部：φ19.5cm

IKSAEV62946
木製ガラポン抽選器
500球用
ロット／1台単位
容量／ 本体：28cm×27.5cm×15cm

回転部：φ21.2cm

IKSAEV62947
木製ガラポン抽選器
1000球用
ロット／1台単位
サイズ／本体：30cm×33cm×18cm 

回転部：φ26.5cm

IKSAEV62948
木製ガラポン抽選器
2500球用
ロット／1台単位
サイズ／本体：41cm×38.5cm×21cm

回転部：φ32cm

IKSAEV62943
金の抽選器
500球用
ロット／1台単位
サイズ／本体：29cm×28cm×17cm

回転部：φ24cm

IKSAEV62944
金の抽選器
1000球用
ロット／1台単位
サイズ／本体：30cm×32.5cm×18cm

回転部：φ26.5cm

YMGEV60728
抽選玉 金

IKSEV62421
抽選玉 白

YMGEV60729
抽選玉 銀

イベントゲーム

抽選器

抽選玉 ロット／1個単位　サイズ／φ1.2cm　抽選玉はお客様のご希望の数量でご提供させていただきます。ご注文の際は、各色の内訳をご指示ください。

OISEV61837
ひっかけ磁石クルクルつりざお

ロット／1個単位 サイズ／3.5×27～46.5×6.5cm
竿最長時のひもの長さ／約55cm
※竿の先端に磁石付き 2色アソート（色の指定不可）
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はっぴ

ペリッと一瞬で開けるタイプですシート状に連なった状態から切り離せば
貼り合わさった三角くじの出来上がり。

SSKEV60760
開きくじ(1000枚入)

ロット／1束単位 サイズ／一辺7.5cm

好きな文字を書き込んで
ホッチキスなどで閉じてください

HYMEV05806
THEデジビンゴZ(ブラック)
ロット／1台単位
Pサイズ／12.5cm×16.4cm×12.2cm
仕様／単3電池4本使用(別売) ※ビンゴカード別売

HYMEV05361
ビンゴカード50(50枚入)
ロット／1束単位
サイズ／11.7cm×16.5cm×1.7cm

HYMEV05363
ビンゴカード200
ロット／1束単位
サイズ／9.5cm×11.6cm

RKNEV77516
コロコロサイコロ(小)

ロット／1個単位 サイズ／一辺20cm
材質／ 発泡スチロール

MRSEV01169
ウレタンサイコロ(中)

ロット／1個単位 サイズ／一辺20cm

タオル地なので手触りがよく
ケガの危険性が少ないです

MRSEV01168
ウレタンサイコロ(大)

ロット／1個単位 サイズ／一辺29cm

タオル地なので手触りがよく
ケガの危険性が少ないです

SZSEV60740
紙製抽選箱

ロット／1個単位
サイズ／20cm×20cm×20cm　組立式

底板付属

SZSEV60741
紙製応募箱

ロット／1個単位
サイズ／ 25cm×25cm×25cm　組立式

底板付属

IKSEV88014
透明プラスチック抽選ボックス

ロット／1個単位
サイズ／28cm×28cm×28cm　穴：φ9cm

つかみどりやコイン落としにも！
コイン落としにはP00の

ガチャコロ専用メダルがオススメです！

SSGEV66419
等級スタンプ 13本セット

ロット／1セット単位
サイズ／ゴム印面：0.7cm×0.3cm×0.3cm

台木：1cm×0.5cm×6cm

ポンッと押すだけで簡単に
オリジナル抽選くじが作れます
→開きくじとあわせてどうぞ！

TKGEV61304
番号くじ(1~110番)

ロット／10枚単位

中心をめくると番号がふられています

HUK06103
変声カン 11.6リットル 

ロット／1本単位
サイズ／7.5cm×33cm×7.5cm

MRSEV01072
おさわぎラッパ(大)

ロット／1個単位
サイズ／φ約7cm、18cm

MRSEV94169
イケイケラッパ

ロット／1個単位
サイズ／φ約5cm、18cm

MRSEV01075
大当たりビッグベル

ロット／1個単位
サイズ／φ約10cm、19cm

YMGEV61286
洋リン

ロット／1個単位
サイズ／φ約13cm、21cm

ビンゴ用品

くじ紙・抽選箱

イベント盛り上げグッズ

サイコロ

イベントパーティ用品 ビンゴ用品 / サイコロ / くじ紙・抽選箱 / イベント盛り上げグッズ / はっぴ / イベント用品 

ロット／1枚

特賞(10枚入)
1等(10枚入)
2等(10枚入)
3等(10枚入)
4等(10枚入)
5等(10枚入)
当り(50枚入)
無地(100枚入)

スッキリくじ

SSGEV03770
SSGEV03771
SSGEV03772
SSGEV03773
SSGEV03774
SSGEV03775
SSGEV03776
SSGEV03877

ロット
1冊

サイズ
5cm×7cm

三角くじ 機械貼り ?柄

SSGEV03416
SSGEV03417
SSGEV03418
SSGEV03419
SSGEV03420
SSGEV03421
SSGEV03739
SSGEV03422

特賞(24枚入)
1等(24枚入)
2等(24枚入)
3等(24枚入)
4等(24枚入)
5等(24枚入)
6等(24枚入)
当たり(120枚入)

SSGEV03875無地(600枚入)*

ロット
1冊

一片サイズ シートサイズ
9.8cm×7cm 15.6cm×23cm

特賞(20枚入)
1等(20枚入)
2等(20枚入)
3等(20枚入)
4等(20枚入)
5等(20枚入)
あたり(50枚入)
はずれ(100枚入)

スクラッチくじ

SSGEV68165
SSGEV68166
SSGEV68167
SSGEV68168
SSGEV68169
SSGEV68170
SSGEV68171
SSGEV68172

ロット
1冊

一片サイズ シートサイズ
7cm×4.8cm 15.5cm×26.7cm

身丈 身巾
子供用(S)
子供用(M)
大人用(L)

約62cm
約73cm
約80cm

約50cm
約54cm
約66cm

■不織布はっぴサイズ表 身丈 身巾
子供用(小)
子供用(大)
大人用(小)
大人用(大)

約59cm
約63cm
約69cm
約74cm

約43cm
約50cm
約60cm
約65cm

■布製はっぴサイズ表

不織布はっぴ 布製はっぴ

不織布(丈夫な紙)製の色鮮やかな「はっぴ」です
サイズ「S」で小学校3~4年まで。帯付です。襟と帯は黒のみ。
サイズ「M」で小学校高学年から大人(男性Sサイズ)まで。帯付です。襟と帯は黒のみ。
サイズ「L」で大人男性。帯付です。襟と帯は黒のみ。サイズ表をご参照ください。

衿に入る文字は子供用「小」は『若連』、
子供用「大」と大人用「大」は『御祭札』になります。

丈
身

身巾

丈
身

身巾

お祭りはっぴ(不織布) 赤 お祭りはっぴ(不織布) 青 お祭りはっぴ(不織布) 黄
布製お祭りはっぴ子供用 布製お祭りはっぴ大人用LBREV21115

LBREV21119
LBREV21123

S
M
L

LBREV21116
LBREV21120
LBREV21124

S
M
L

LBREV21117
LBREV21121
LBREV21125

S
M
L

JNSEV61872
JNSEV61873

小
大

JNSEV61874
JNSEV61875

小
大

帯付き 帯付き 帯付き
手拭・帯付き 手拭・帯付き

HYMZG05826
ポータブル ビンゴ
ロット／1個単位 Pサイズ／12.2×13.5×12.5cm

仕様／サック箱重量／ 200g

セット内容
・本体 1台
・ボール 75個（No.1～No.75）
　+予備玉 1個
・マスターボード 1枚
※ビンゴカードは付いていません

HYMZG04550
ビンゴミニマム
ロット／1個単位 Pサイズ／16.3×14.2×15.8cm

仕様／サック箱重量／ 488g

セット内容
・本体 1台
・ボール 75個（No.1～No.75）
　+予備玉 1個
・ビンゴカード 30枚

HYMZG04551
ビンゴネオ
ロット／1個単位 Pサイズ／23.5×20.1×20.1cm

仕様／サック箱重量／ 915g

セット内容
・本体 1台
・ボール 75個（No.1～No.75）
　+予備玉 1個
・ビンゴカード 30枚

ボリューム調整機能・自動電OFF機能付き

　約5回お楽しみいただけます

職人さんによる手作り品なので
鳴り音が違います
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MSZEV63023
トップメガホン 赤

ロット／1個単位
サイズ／φ14cm×33cm

MSZEV63024
トップメガホン 青

ロット／1個単位
サイズ／φ14cm×33cm

MSZEV63025
トップメガホン 黄

ロット／1個単位
サイズ／φ14cm×33cm

MSZEV63026
トップメガホン 緑

ロット／1個単位
サイズ／φ14cm×33cm

MSZEV63027
Vメガホン 赤

ロット／1個単位
サイズ／φ12cm×31cm

MSZEV63028
Vメガホン 青

ロット／1個単位
サイズ／φ12cm×31cm

MSZEV63029
Vメガホン 黄

ロット／1個単位
サイズ／φ12cm×31cm

MSZEV63030
Vメガホン 緑

ロット／1個単位
サイズ／φ12cm×31cm

MSZEV63031
ビッグメガホン 赤

ロット／1個単位
サイズ／φ16cm×51cm

MSZEV63032
ビッグメガホン 青

ロット／1個単位
サイズ／φ16cm×51cm

MSZEV63033
ビッグメガホン 黄

ロット／1個単位
サイズ／φ16cm×51cm

MSZEV63034
ビッグメガホン 緑

1個単位
サイズ／φ16cm×51cm
ロット／

MSZEV63035
スリムメガホン(ダブル) 赤

ロット／1組単位 1組2本組
サイズ／φ9.8cm×29.5cm

MSZEV63036
スリムメガホン(ダブル) 青

ロット／1組単位 1組2本組
サイズ／φ9.8cm×29.5cm

MSZEV63037
スリムメガホン(ダブル) 黄

ロット／1組単位 1組2本組
サイズ／φ9.8cm×29.5cm

MSZEV63038
スリムメガホン(ダブル) 緑

ロット／1組単位 1組2本組
サイズ／φ9.8cm×29.5cm

SAG01324
応援シューターDX 2本組 赤

ロット／10組単位
膨らまし後サイズ／58cm

SAG01325
応援シューターDX 2本組 青

ロット／10組単位
膨らまし後サイズ／58cm

SAG01323
応援シューターDX 2本組 緑

ロット／10組単位
膨らまし後サイズ／ 58cm

SAG01326
応援シューターDX 2本組 金

ロット／10組単位
膨らまし後サイズ／58cm

SAG01322
応援シューターDX 2本組 銀

ロット／10組単位
膨らまし後サイズ／ 58cm

SAG01336
応援シューターDX 2本組 白

ロット／10組単位
膨らまし後サイズ／58cm

IWH10006
ポリ応援棒 黒 

ロット／10セット単位 1セット2枚組
吹き後サイズ／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
吹き後サイズ／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
吹き後サイズ／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
吹き後サイズ／58cm　※ストロー付

IWH10001
ポリ応援棒 白

ロット／10セット単位 1セット2枚組
吹き後サイズ／58cm　※ストロー付

NPKEV05651
金メダル 

ロット／12個単位 サイズ／φ5.6cm

NPKEV05652
銀･銅メダルアソート 

ロット／12個単位 サイズ／φ5.6cm

OISEV11509
やったね金メダル

ロット／25個単位
サイズ／メダル：約φ7.7cm×0.4cm 

掛け紐：1周約62cm 

SAG01394
日の丸 扇バルーン

ロット／10枚単位
サイズ／40cm×26cm

裏面は白無地です

ITUEV61653
アクリルタスキ 
紫白(肩掛鈴)
ロット／ 10本単位
サイズ／全長約95cm

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：26cm×18cm 

応援棒(吹き後)：10cm×60cm

フラッグにはB５サイズ用紙が入ります

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：26cm×18cm 

応援棒(吹き後)：10cm×60cm

裏面は白無地です

SAG01395
金／銀 扇バルーン

ロット／10枚単位
サイズ／40cm×26cm

SWSEV61654
必勝ハチマキ(日の丸入り)

ロット／10本単位
サイズ／4.5cm×120cm サイズ／ 全長約95cm

ITUEV61652
アクリルタスキ 
赤白(肩掛鈴)
ロット／10本単位

イベント用品

IWH10002
ポリ応援棒 赤

ロット／10セット単位 1セット2枚組
吹き後サイズ／58cm　※ストロー付

名入れ可能です! 名入れ可能です! 名入れ可能です!

名入れ可能です! 名入れ可能です! 名入れ可能です!

裏面に文字記入欄があります
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SMSEV64183
ビニール万国旗(大)8カ国

ロット／1組単位
サイズ／35cm×27cm×370cm

JNSEV22324
布製紅白幕(大) 
天竺木綿4間
ロット／1枚単位
サイズ／ 720cm×180cm

布製の本格的な紅白幕です

720cm

JNSEV22325
布製紅白幕(小) 
天竺木綿3間
ロット／1枚単位
サイズ／540cm×180cm

布製の本格的な紅白幕です

540cm

SMSEV63277
ビニール紅白幕

ロット／1枚単位
サイズ／ 360cm×40cm

360cm

TKEEV60771
祭りうちわ(大)

ロット／1本単位 サイズ／
※天然素材を使用しているため、
1本１本風合いが異なります。

約54cm×75cm

TKEEV60772
祭りうちわ(中)

ロット／12本単位
サイズ／約23cm×34cm

TKEEV60773
祭りうちわ(小)

ロット／12本単位
サイズ／約15.5cm×24cm

AYKEV60774
ポリ提灯(紅白)

ロット／1個単位 サイズ／φ20cm×24cm

ジャバラ状で半分に縮みます

AYKEV60775
ポリ提灯(ピンク白)

ロット／1個単位 サイズ／φ20cm×24cm

ジャバラ状で半分に縮みます

KIS25159
メガブロウ T-Rex

ロット／1個単位
サイズ／250cm×77cm×285cm

KISVN63946
メガPOPかき氷

ロット／1個単位 Pサイズ／23cm×39cm
サイズ／
※ひも付き

全長約100cm

KISVN63947
メガPOPきんぎょ

ロット／1個単位 Pサイズ／23cm×39cm
サイズ／
※ひも付き

全長約100cm

KISVN64016
メガPOPソフトクリーム

ロット／1個単位 Pサイズ／23cm×39cm
サイズ／
※ひも付き

全長約100cm

スリーブは着脱可能です

KISVN63948
メガPOPフランクフルト

ロット／1個単位 Pサイズ／ 23cm×39cm
サイズ／
※ひも付き

全長約100cm

KISVN63949
メガPOPチョコバナナ

ロット／1個単位 Pサイズ／23cm×39cm
サイズ／
※ひも付き

全長約100cm

KISVN63263
メガPOPまぐろ

ロット／1個単位 Pサイズ／23cm×39cm
サイズ／
※ひも付き

全長約100cm

KISVN63265
メガPOP骨付き肉

ロット／1個単位 Pサイズ／23cm×39cm
サイズ／
※ひも付き

全長約100cm

KISVN63264
メガPOPたこ大将

ロット／1個単位 Pサイズ／23cm×39cm
サイズ／
※ひも付き

全長約100cm

HANEV80202
POP風船「ソフトクリーム」

ロット／1個単位
膨らまし後サイズ／φ35×60cm

つり下げても置いても使える2WAYタイプ

HANEV80201
POP風船「氷」

ロット／1個単位
膨らまし後サイズ／φ35×60cm

イベント装飾

エアPOP

エアブロウ

イベントパーティ用品 イベント装飾 / エアブロウ / エアPOP / のぼり / おはながみ

ドド～ンとでっかいエアPOP！ボリューム満点で、店頭のポップとして大活躍！
P96ののぼりと
合わせてPR！

ビニール製品は商品の性質上、空気モレなどの不良品が発生する場合がございます。不良品を踏まえた上での
販売価格となっておりますので不良交換、返品などはお受けしかねます。予めご了承ください。膨らませすぎや、
コンプレッサーなどによる不良品発生の原因となりやすいのでご注意下さい。
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のぼり

おはながみ

LBREV11050
のぼり旗｢イベント開催中｣

LBREV11010
のぼり旗｢ヨーヨーつり｣

LBREV11013
のぼり旗｢金魚すくい｣

LBREV11014
のぼり旗｢くじ引き｣

LBREV11016
のぼり旗｢しゃてき｣

LBREV11018
のぼり旗｢わなげ｣

LBREV11028
のぼり旗
｢スーパーボールすくい｣

LBREV11201
のぼり旗｢おめん｣

LBREV11207
のぼり旗｢ふうせん｣

LBREV11002
のぼり旗｢かき氷｣

LBREV11008
のぼり旗｢わた菓子｣

LBREV11009
のぼり旗｢焼きそば｣

LBREV11025
のぼり旗｢フランクフルト｣

LBREV11033
のぼり旗｢ポップコーン｣

LBREV11191
のぼり旗｢ジュース｣

LBREV11030
のぼり旗「とうもろこし」

LBREV11029
のぼり旗「たこ焼き」

LBREV11074
のぼり旗「フライドポテト」

JNSEV19468
※のぼり旗｢抽選場｣

JTC22903
注水式ポールスタンド

ロット／1個単位 サイズ／34.5cm×27cm×34.5cm
重量／ 1kg 水を入れた時の重量／約10kg

GSSEV00561
五色鶴おはながみ 
しろ

GSSEV00565
五色鶴おはながみ
みずいろ

GSSEV00564
五色鶴おはながみ
きいろ

GSSEV00563
五色鶴おはながみ
あか

GSSEV00566
五色鶴おはながみ
もも

GSSEV00570
五色鶴おはながみ
さくら

GSSEV00554
五色鶴おはながみ
ふじ

GSSEV00552
五色鶴おはながみ
うぐいす

GSSEV00558
五色鶴おはながみ
わかくさ

GSSEV00562
五色鶴おはながみ
あお

GSSEV00550
五色鶴おはながみ
くろ

GSSEV00567
五色鶴おはながみ
ちゃいろ

GSSEV00557
五色鶴おはながみ
おれんじ 

GSSEV00560
五色鶴おはながみ
あおみどり

GSSEV00555
五色鶴おはながみ
みどり

GSSEV00553
五色鶴おはながみ
ぼたん

GSSEV00551
五色鶴おはながみ
むらさき

P95のPOPと
合わせてPR！

ロット／1枚　サイズ／60cm×180cm (※印 45cm×180cm)
生地／ヨーヨーつり～たこ焼き：テトロンポンジ(ポリエステル100%)　抽選場：金巾(面100%)

ロット／1束(1袋500枚入)　サイズ／25cm×20cm

裏側は完全に透けてますので、文字は反転しますが、違和感なく両面でアピールできます。屋外でも使用可能です。
のぼり旗

のぼり用アクセサリー

GSSEV00569
五色鶴おはながみ
うすだいだい
五色鶴おはながみ
うすだいだい

GSSEV00559
五色鶴おはながみ
 べにもも
五色鶴おはながみ
 べにもも

GSSEV00568
五色鶴おはながみ
クリーム
五色鶴おはながみ
クリーム

ポール・立て台別売
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お客さんくるくる風船タワーキット

バルーン お客さんくるくる風船タワーキット / ゴム風船アーチキット

装飾にも配り用にもおすすめなタワーキット

ゴム風船でタワーを作成するオリジナルキット商品です。短期設営でのご利用には安価で簡単に作成できるお薦めのキットです。
屋内使用：設営期間／約1週間程度　　屋外使用：設営期間／1日間短期設営向け

ゴム風船でアーチを作成するオリジナルキット商品です。短期設営でのご利用には安価で簡単に作成できるお薦めのキットです。
屋内使用：設営期間／約1週間程度　　屋外使用：設営期間／1日間短期設営向け

ゴム風船アーチキット

お客さんくるくる
風船タワーキット
スタンダード
ロット／
風船カラー／アソート

1セット単位

KIS50191
お客さんくるくる 
アニマルゴム風船タワー

ロット／1セット単位

KIS63052

約180ｃｍ

約58ｃｍ

お客さんくるくる風船タワーキット内容

・ゴム風船　　　　　100枚
・プラムS　　　　　　10枚
・ベーススタンド　　　1台
・のぼりポール　　　　1本
・ポンプ　　　　　　　2個
・リングスティック　100本
・説明書付き

スタンダード

2色カラー

アニマル

ベースキット

お客さんくるくる
アニマルゴム風船タワー内容
ゴム風船100枚、プラムS×10枚、ベーススタンド、
のぼりポール、ポンプ×2個、リングスティック×100本、
説明書付き

お客さんくるくる
風船タワーキット
ベースセット
ロット／
セット内容／プラムS×10枚、ベーススタンド、のぼりポール、ポンプ×2本
※風船・リングスティック別売

1セット単位

KIS50197

お客さんくるくる
風船タワーキット
レッド/ピンク
ロット／
風船カラー／レッド・ピンク

1セット単位

KIS50192
お客さんくるくる
風船タワーキット
ブルー/ライトブルー
ロット／
風船カラー／ブルー・ライトブルー

1セット単位

KIS50193
お客さんくるくる
風船タワーキット
レッド/ホワイト
ロット／
風船カラー／レッド・ホワイト

1セット単位

KIS50194
お客さんくるくる
風船タワーキット
レッド/グリーン
ロット／
風船カラー／レッド・グリーン

1セット単位

KIS50195
お客さんくるくる
風船タワーキット
オレンジ/ブラック
ロット／
風船カラー／オレンジ・ブラック

1セット単位

KIS50196

ゴム風船アーチキット 
スタンダード

ロット／
風船カラー／アソート

1セット単位

KIS23148
バルーン
タイソーサー×1

バルーンリング
×40個（予備含む）

アーチコネクター
（12分割）×1式

サイザー定規×1

ハンドポンプ×2

10インチゴム
風船×200個

ベーススタンド（水重り）

×2台

22cm

ゴム風船アーチキット内容

名入れ可能です!

約180ｃｍ
(ゴム風船50個使用時)
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FAN85346
レギュラー 11インチH 
ファンセーショナル スペシャルアソート
ロット／100枚単位 サイズ／吹き後28cm

FAN10804
レギュラー丸型風船 9インチR 
スタンダードアソート
ロット／100枚単位 サイズ／吹き後23cm

レギュラー丸型風船 12インチR 
パールアソート(10色)
ロット／100枚単位 サイズ／吹き後30cm

LOG12080
レギュラー11インチH 
ライオン 8色アソート
ロット／100枚単位 サイズ／吹き後28cm

SAG3073
10インチR 
スマイル風船アソート バルブ無し
ロット／100枚単位 サイズ／吹き後25cm

SAG3522
10インチR 
スマイル風船アソート バルブ付
ロット／100枚単位 サイズ／吹き後25cm

SZK50022
ピーコックバルーン(羽衣パンチ)
ロット／50個単位 サイズ／吹き後45cm

ゴム付きです

TGR80100
ジェット風船(バラ･8色アソート)
ロット／100枚単位 サイズ／吹き後90cm

TGRWG20175
新ジェット風船(６本入)
ロット／12PK単位 サイズ／吹き後90cm

バルーン デコバルーンアーチキット / デコバルーンコラムタワーキット / ゴム風船 / 
キッシーズオリジナルプリント / クリップ / バルーングリップ

デコバルーンでアーチを作成するオリジナルキット商品です。屋外設置も可能です。
ゴム風船に比べ断然丈夫で長持ちします。はじめてご利用になる方でも簡単に作成できます。長期設営向け

デコバルーンアーチキット

デコバルーンでタワーを作成するオリジナルキット商品です。屋外設置も可能です。
ゴム風船に比べ断然丈夫で長持ちします。はじめてご利用になる方でも簡単に作成できます。長期設営向け

デコバルーンコラムタワーキット

ゴム風船

アルミアーチ
フレーム
×1セット

プラムS×43枚
（予備4枚含む）

×2台

ベーススタンド（水重り）

連結接続ネジ×7本

ドライバー×1本

18cmデコバルーン
各色×合計 210枚
（予備15枚含む）

高さ
2450 ㎜ 横幅　2350㎜

サイザー型紙  ×1 2WAYポンプ×1

サイザー型紙  ×1

デコバルーンアーチキット内容

別途エアーコンプレッサーの
ご利用をお薦めします。

デコバルーンアーチキット 
スタンダード
ロット／1セット単位
組み立てサイズ／283cm×270cm

KSO10010

アーチ作成必要量／18cmデコバルーン赤×50
　　　　　　　　　18cmデコバルーン青×40
　　　　　　　　　18cmデコバルーン緑×40
　　　　　　　　　18cmデコバルーン薄黄×40
　　　　　　　　　18cmデコバルーンオレンジ×40 
　　　　　　　　　合計210枚(予備15枚含む)

【赤×1、青×1、緑×1、薄黄×1、オレンジ×1】
組み合わせカラー

スタンダード 2色カラー

別途エアーコンプレッサーの
ご利用をお薦めします。

デコバルーンコラムタワーキット内容

コラムカップ×1

2WAY
ポンプ×1

デコバルーン
各色×合計60枚
（予備含む）

○小
トップバルーン用
デコバルーン各色×2枚
（予備含む）

○大
連結接続ネジ
×2本

トップバルーン用
器具×1

166
mm

コラムタワー専用
ポール×1セット
（2本1組）

1480
mm

デコバルーンコラムタワー
キット スタンダード
ロット／1セット単位
組み立てサイズ／49cm×225cm

KSO10050

作成必要量／18cmデコバルーン赤×20
　　　　　　18cmデコバルーン青×10
　　　　　　18cmデコバルーン緑×10
　　　　　　18cmデコバルーン薄黄×10
　　　　　　18cmデコバルーンオレンジ×10 
　　　　　　合計60枚(予備10枚含む)
65cmデコバルーン赤パール×2枚(トップバルーン用)

デコバルーンコラムタワー
キット 紅白
ロット／1セット単位
組み立てサイズ／49cm×225cm

KSO10063

作成必要量／18cmデコバルーン濃赤×30
　　　　　　18cmデコバルーン白×30
　　　　　　 合計60枚(予備10枚含む)
65cmデコバルーン赤パール×2枚(トップバルーン用)

【白×5】【濃赤×5】
組み合わせカラー

【赤×1、青×1、緑×1、薄黄×1、オレンジ×1】
組み合わせカラー

プラムS×12枚
（予備4枚含む）

×1台

ベーススタンド（水重り）

ドライバー×1本
※

本
体
カ
ラ
ー
も
自
由
に
組
み
合
わ
せ
が
可
能
。

　
ご
希
望
の
カ
ラ
ー
を
ご
指
定
く
だ
さ
い
。

名入れ可能です! 名入れ可能です! 名入れ可能です!

名入れ可能です!

バルブ付

内訳／ブルー・グリーン・
レッド・イエロー・オレン
ジ・ピンク・ライトブルー・
ホワイト・キウイライム・ラ
イラック

内訳／オレンジ・イエロー・
ピンク・ベイビーブルー・ラ
イラック・レッド・ブライト
ピンク・ホワイト・グリーン・
オーシャンブルー FAN10833

内訳／パールホワイト・
パールピンク・パールベイ
ビーブルー・パールピーチ・
パールライラック・パール
イエロー・パールレッド・
パールブルー・パールグ
リーン・パールパープル 

内訳／ホワイト・イエロー・
オレンジ・レッド・ピンク・グ
リーン・ブルー・ローズ
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KIS25481
9インチ まんが柄
バルーンアソート バルブ無し
ロット／50枚単位 サイズ／吹き後23cm
※色柄アソート指定不可※色柄アソート指定不可

KIS25482
9インチ まんが柄
バルーンアソート バルブ付
ロット／50枚単位 サイズ／吹き後23cm
※色柄アソート指定不可※色柄アソート指定不可

KIS62859
くまモンの風船 50個入

ロット／1袋単位 サイズ／吹き後約25cm
ふうせん色10色アソート

KIS25480
9インチ はたらくくるま柄
バルーンアソート
ロット／50枚単位 サイズ／吹き後23cm
※色柄アソート指定不可※色柄アソート指定不可

KIS23069
10インチR 恐竜柄
バルーンアソート
ロット／50枚単位 サイズ／吹き後25cm
※全面プリント※全面プリント

KIS25483
9インチ ダイナソー柄
バルーンアソート
ロット／50枚単位 サイズ／吹き後23cm
※色柄アソート指定不可※色柄アソート指定不可

KIS23070
10インチR 昆虫柄
バルーンアソート
ロット／50枚単位 サイズ／吹き後25cm
※色柄アソート指定不可※色柄アソート指定不可

KIS25484
9インチ つよい昆虫柄
バルーンアソート
ロット／50枚単位 サイズ／吹き後23cm
※色柄アソート指定不可※色柄アソート指定不可

KIS25479
9インチ おんなのこ柄
バルーンアソート
ロット／50枚単位 サイズ／吹き後23cm
※色柄アソート指定不可※色柄アソート指定不可

KIS00008
QL 11インチR 
サクラアラウンド ローズ
ロット／25枚単位 サイズ／吹き後28cm
※全面プリント※全面プリント

KIS00009
QL 11インチR 
サクラアラウンド ホワイト
ロット／25枚単位 サイズ／吹き後28cm
※全面プリント※全面プリント

KIS00010
QL11インチR 
サクラアラウンド クリア
ロット／25枚単位 サイズ／吹き後28cm
※全面プリント※全面プリント

ACC22247
糸付クリップ
ロット／100個単位 糸の長さ／ 90cm

の穴

の穴

SAG09085
大リボンバルブ
ロット／100個単位
リボンの長さ／95~100cm
リボン色／アソート

ACC30014
エコペーパークリップ&ウェイト
ロット／100個単位

ACC32000
糸付バルブ(小)
ロット／100個単位 糸の長さ／ 120cm

©kumamoto

ACC25510
エコバルーングリップ 
パープル
ロット／100本単位
サイズ／2cm×8cm(持ち手部分)

ACC25511
エコバルーングリップ 
ウッド
ロット／100本単位
サイズ／ 2cm×8cm(持ち手部分)

キッシーズオリジナルプリント

バルーングリップ

クリップ

各種シーズンのレギュラーゴム風船もご用意しております !
クリスマス、ハロウィン、母の日など...

使い方

風船を の穴に入れ、
ガスを入れます。
又は、膨らませた風船を
の穴から通します。

ガスを入れたら
口元をひねりながら
強く引っぱります。

ひねった状態で の
穴にはさみ込みます。

糸をストッパー
からはずすと
風船の浮力で
自然にのびます。

きっちり止めたら
出来上がりです。

54321

432
使い方

1

バルブの丸い部分が完全にかぶさるようにゴム風船の口を取付けます。
風船の空気を抜きます。（空気が残っているとガスより重い為、風船が
上手に浮かない場合があります。）

糸をほどいて
完成です。

バルブが逆止弁となりガスを
入れれば膨らんで止まります。

使い方

ガスを入れ終ったら、風船の口を
ねじりながらクリップの左右に
ある切り込みにはさんで止めます。

風船をエコクリップの穴に入れた
状態でガスを入れ、膨らませます。

2 3
1

お客様に風船を
お渡しする時に、
風船と持ち手台
紙を切り離して
糸を伸ばして
調節して下さい。
持ち手があるため
小さなお子様でも
持ちやすく、
手を放しても
飛んでいきません。

ゴム風船対応 逆止弁付

紙製で環境にやさしいバルーングリップです。

内訳／赤・青・ピンク・オレ
ンジ・黄・ライトグリーン

内訳／赤・青・ピンク・オレ
ンジ・黄・ライトグリーン

バルブ付

内訳／緑・赤・黒・青・オレ
ンジ

内訳／白・黄・ピンク・緑・
オレンジ・水色

内訳／赤・青・ライラック・
オレンジ・緑・黒

内訳／白・黄・緑・オレン
ジ・水色

内訳／赤・青・黄・緑・ライ
トグリーン・白

内訳／ライラック・白・水
色・ピンク

ECOECO

使い方を動画でチェック!

CLEAR
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72”
48”

30”

使用例

ACC30103
21cm風船プラ棒 
アソートパック
ロット／100本単位 サイズ／21cm

ACC30105
21cm風船プラ棒 
ピンク
ロット／100本単位
サイズ／21cm

ACC30107
21cm風船プラ棒 
黄
ロット／100本単位
サイズ／21cm

ACC30106
21cm風船プラ棒 
水色
ロット／100本単位
サイズ／21cm

ACC30104
21cm風船プラ棒 
赤
ロット／100本単位
サイズ／21cm

ACC30108
21cm風船プラ棒 
緑
ロット／100本単位
サイズ／21cm

ACC30114
リングスティック 
アソート
ロット／100本単位 サイズ／24cm

ACC30115
リングスティック 
赤
ロット／100本単位
サイズ／24cm

ACC30116
リングスティック 
ピンク
ロット／100本単位
サイズ／24cm

ACC30117
リングスティック 
水色
ロット／100本単位
サイズ／24cm

ACC30118
リングスティック 
黄色
ロット／100本単位
サイズ／24cm

ACC30119
リングスティック 
緑
ロット／100本単位
サイズ／24cm

プラ棒

ジャイアントバルーン

ZIBI(ジビ)クリップ

バルーン プラ棒 / ジャイアントバルーン / ZIBIクリップ / 40cmふうせんバレー / 
ツイストバルーン / お散歩風船 / はらぺこあおむし

使い方

ひもに吊るして
飾り付けにも
使えます。
持ち運びにも便利！！

1 2
3

膨らませた風船の
口元をねじります。

風船の口元を
輪に通します。

矢印の部分に
下から上へ
巻きつけると
完成です。

※写真は※写真は
　高さ約180㎝の　高さ約180㎝の
　のぼり立てに　のぼり立てに
　10インチゴム風船を　10インチゴム風船を
　56連（7連×8段）　56連（7連×8段）
　ストックしています。　ストックしています。

適合サイズ:
5インチR～12インチＲ、
6インチH・11インチＨ

適合サイズ:
5インチR～12インチＲ、
6インチH・11インチＨ

使い方

風船の口元を輪に通します。
矢印の部分に下から上へ
巻きつけると完成です。

持ち手を折り曲げる
事によって小さな
お子様でも安定して
持つことができます。

パチッ

フィート ガス容量注入後
サイズ ロット

30フィート
48フィート
72フィート

75cm
120cm
180cm

220リットル
904リットル
2044リットル

1枚
1枚
1枚

浮　力

180リットル
900リットル
1800リットル

■サイズ・容量・ロット

ホワイト イエロー ピンク レッドライトブルーグリーン
EBT30001
EBT48001
EBT6300172フィート

48フィート
30フィート

72フィート
48フィート
30フィート

72フィート
48フィート
30フィート

72フィート
48フィート
30フィート

72フィート
48フィート
30フィート

72フィート
48フィート
30フィートEBT30002

EBT48002
EBT63002

EBT30008
EBT48008
EBT63008

EBT30007
EBT48007
EBT63007

EBT30005
EBT48005
EBT63005

EBT30004
EBT48004
EBT63004

ちょっとした装飾やイベント用に大きなバルーンをお探しの方には
ジャイアントバルーンがオススメです。
運動会などのイベント時にもよく使用されています。

リーズナブルな価格・イベント向き

ジビクリップ(大)
ロット／1個単位

ZIB96020
ジビクリップ(中)
ロット／1個単位

ZIB96021
ジビクリップ(小)
ロット／1個単位

ZIB96022

※下記数値は室内最大直径サイズになります。
※ガス容量は計算上の理論値です。膨らませ方や環境により異なります。

（180cm）

（120cm）

（75cm）
※膨らませる前の写真です。

ジャイアントバルーン専用クリップです。
ジャンボバルーンへのご使用はお控えください。

サイズ対応 サイズ対応

縛りにくいジャイアントバルーンもこのジビクリップなら簡単に取り付け可能！

ワンタッチで取り付け可能 !繰り返し使えます。
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SAG08834SAG08834
お散歩 フレンチブルドックお散歩 フレンチブルドック
サイズ／46cm×36cm
容量／ 14リットル

SAG08811SAG08811
お散歩 コーギーお散歩 コーギー
サイズ／48cm×32cm 
容量／ 9リットル

SAG08818SAG08818
お散歩 ぱんだちゃんお散歩 ぱんだちゃん
サイズ／62cm×32cm×19cm
容量／ 20リットル

PIN43956PIN43956
260Q トラディショナルアソート260Q トラディショナルアソート

ロット／100本単位

プロ向

ロット／10枚　逆止弁内蔵、リボン・タグ・足等のパーツ装着済　ヘリウムガス対応

40cmふうせんバレー

お散歩風船ツイストバルーン   

はらぺこあおむし

KIS62774KIS62774
ひねっちゃお！100本入ひねっちゃお！100本入

ロット／1パック単位 サイズ／5cm×150cm　

セット内容
・260Qスタンダードカラー
 (10色アソート)100本
・目玉シール(10体分)
・作り方説明書

KIS23823KIS23823
ひねっちゃお！ポンプ付 
アソート15本入
ひねっちゃお！ポンプ付 
アソート15本入
ロット／1パック単位 サイズ／5cm×150cm　

セット内容
・260Qスタンダードカラー
 (10色アソート)15本
・ポンプ

・作り方説明書
・目玉シール(10体分)

KIS23824KIS23824
ひねっちゃお！ポンプ付 
アソート50本入
ひねっちゃお！ポンプ付 
アソート50本入
ロット／1パック単位 サイズ／5cm×150cm　

セット内容
・260Qスタンダードカラー
 (10色アソート)50本
・ポンプ

・作り方説明書
・目玉シール(10体分)

SZK50028SZK50028
ペンシルバルーン 100本入ペンシルバルーン 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

初心者向

SZK26050SZK26050
ペンシルバルーン 
BOOKセット50
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

SAG08835SAG08835
お散歩 ミニチュアダックスお散歩 ミニチュアダックス
サイズ／57cm×30cm×12cm
容量／ 13リットル

SAG08841SAG08841
お散歩 NEWセントバーナード お散歩 NEWセントバーナード 
サイズ／60cm×39cm
容量／ 19リットル

SAG08807SAG08807
お散歩 ポインターお散歩 ポインター
サイズ／48cm×40cm×12cm
容量／ 12リットル

SAG08850SAG08850
お散歩 ラマさんお散歩 ラマさん
サイズ／60cm×85cm×23cm
容量／ 22リットル

SAG08849SAG08849
お散歩 ドラゴンお散歩 ドラゴン
サイズ／90cm×80cm×45cm
容量／ 23リットル

SAG08847SAG08847
お散歩 ユニコーンお散歩 ユニコーン
サイズ／75cm×70cm×25cm
容量／ 25リットル

SAG08828SAG08828
お散歩 うさちゃんピンクお散歩 うさちゃんピンク
サイズ／20cm×48cm
容量／ 10リットル

SAG08824SAG08824
お散歩 ベビーペンギンお散歩 ベビーペンギン
サイズ／28cm×40cm
容量／ 10リットル

SAG08838SAG08838
お散歩 ヒツジお散歩 ヒツジ
サイズ／55cm×52cm×22cm
容量／ 19リットル

SAG08805SAG08805
お散歩 ザウルス小お散歩 ザウルス小
サイズ／ 70cm×41cm×14cm
容量／ 10リットル

StickBalloonL-SHP リボン・台紙別売
ヘリウムガス対応

BLT35597BLT35597
L-SHP はらぺこあおむし 
ビッグサイズバルーン
L-SHP はらぺこあおむし 
ビッグサイズバルーン
ロット／5枚単位 サイズ／90cm×55cm

容量／ 45リットル

1pack

リボン・台紙別売
ヘリウムガス対応18”

BLT36598BLT36598
18インチ はらぺこあおむし 
バースデーバルーン
18インチ はらぺこあおむし 
バースデーバルーン
ロット／5枚単位 サイズ／45cm×45cm

容量／ 15リットル

1pack

ミニSHP はらぺこあおむしミニSHP はらぺこあおむし
BLT19597BLT19597

ロット／10枚単位 サイズ／35cm×25cm

ミニSHP・9インチ・4インチは、納品形態をフラット・
エアー入・ブローイングの中から必ずご指定ください。
特に指定のない場合はフラットにて納品いたします。
カップ・スティックは別売です。

使用イメージ動画はこちら

白
MRS25575MRS25575

紫
MRS25576MRS25576

黄

オレンジ 黄緑

MRS50301MRS50301

MRS50305MRS50305 MRS50302MRS50302

緑
MRS25574MRS25574

青
MRS25573MRS25573ノンパッケージノンパッケージ ノンパッケージノンパッケージ ノンパッケージノンパッケージ ノンパッケージノンパッケージ ノンパッケージノンパッケージ

パッケージありパッケージあり

ノンパッケージノンパッケージ
パッケージありパッケージあり

ノンパッケージノンパッケージ
パッケージありパッケージあり

ノンパッケージノンパッケージ
パッケージありパッケージあり

ノンパッケージノンパッケージ ノンパッケージノンパッケージ
パッケージありパッケージあり

ピンク 赤水色
MRS50303MRS50303 MRS50304MRS50304

KIS025926KIS025926

KIS025923KIS025923 KIS025925KIS025925 KIS025924KIS025924 KIS025922KIS025922
MRS50300MRS50300

ふうせんバレーとは、やわらかい風使って小さいお子様からご高齢の方、
障がいのある方も気軽にできるスポーツです。
比較的丸い球形になるのが特徴で、リーズナブルな風船です。

ふうせんバレー専用鈴ふうせんバレー専用鈴
ロット／1個単位 サイズ／φ15.5cm

MRS25577MRS25577

ふうせんバレーボール協会公認

パッケージタイプ 注入後
サイズ ロット

ノンパッケージノンパッケージ 40cm40cm 5枚5枚
パッケージ入りパッケージ入り

内　容

風船1枚(鈴別売り)風船1枚(鈴別売り)
ふうせん2枚、専用鈴2個ふうせん2枚、専用鈴2個40cm40cm 5パック5パック

■サイズ・容量・ロット

パッケージ入りもございます
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裏
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裏
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裏

表

裏

表

裏

表

裏

表

裏

表

裏

表

裏
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裏

表

裏

表

裏

表

裏

表 裏

表 裏

表

裏

表

裏
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ヘリウムガス対応

リボン・台紙付き　ヘリウムガス対応

メタリック風船

バルーンアクセサリー

メタリックキャラクター風船

リボン・台紙別売　ヘリウムガス対応ドルフィン風船

バルーン メタリック風船 / ドルフィン風船 / バルーンアクセサリー / 
メタリックキャラクター風船 / スティックバルーン / ポンプ・ブロアー 

SAG02485SAG02485
38cm ビーアクティブ 
4柄アソート
38cm ビーアクティブ 
4柄アソート
ロット／20枚単位 サイズ／38cm
容量／ 10リットル
仕様／ リボンひも・おもり付

裏面は白無地です

ANG05813ANG05813

ロット／5枚単位 サイズ／84cm×56cm
容量／ 24リットル

L-SHP 
オーシャンブルードルフィン
L-SHP 
オーシャンブルードルフィン

ANG07460ANG07460
L-SHP 
ピンクドルフィン
L-SHP 
ピンクドルフィン
ロット／5枚単位 サイズ／84cm×56cm
容量／ 24リットル

ANG05819ANG05819
L-SHP 
ジュエルブルードルフィン
L-SHP 
ジュエルブルードルフィン
ロット／5枚単位 サイズ／84cm×56cm
容量／ 24リットル

CLEAR

紙台紙 ヘビー　紙台紙 ヘビー　

ロット／50枚単位
重量／22g

PTK25809PTK25809
紙台紙 レギュラー　紙台紙 レギュラー　

ロット／50枚単位
重量／14g

PTK25806PTK25806
QL リボン500Ｙ細 
ホワイト　
QL リボン500Ｙ細 
ホワイト　
ロット／1巻単位
サイズ／4.75mm×457.2m

PIN29459PIN29459
QL リボン500Ｙ細 
イエロー
QL リボン500Ｙ細 
イエロー
ロット／1巻単位
サイズ／4.75mm×457.2m

PIN29452PIN29452
QL リボン500Ｙ細
ライムグリーン
QL リボン500Ｙ細
ライムグリーン
ロット／1巻単位
サイズ／4.75mm×457.2m

PIN29451PIN29451
QL リボン500Ｙ細 
ライトブルー
QL リボン500Ｙ細 
ライトブルー
ロット／1巻単位
サイズ／4.75mm×457.2m

PIN29446PIN29446
QL リボン500Ｙ
細 ローズ
QL リボン500Ｙ
細 ローズ
ロット／1巻単位
サイズ／4.75mm×457.2m

PIN29449PIN29449

紙台紙(紙おもり)クオラテックスバルーンリボン(細)

DIC40357DIC40357
UFO風船 
リラックマ(2018Ver)
UFO風船 
リラックマ(2018Ver)
ロット／10枚単位 サイズ／45cm
容量／ 15リットル

DIC40360DIC40360
UFO風船 
ドキンちゃん＆コキンちゃん
UFO風船 
ドキンちゃん＆コキンちゃん
ロット／10枚単位 サイズ／45cm
容量／ 15リットル

SAG02479SAG02479
UFO風船 
いちごキティ 
UFO風船 
いちごキティ 
ロット／10枚単位 サイズ／45cm
容量／ 15リットル

DIC40374DIC40374
UFO風船　
機界戦隊ゼンカイジャー
UFO風船　
機界戦隊ゼンカイジャー
ロット／10枚単位 サイズ／45cm
容量／ 15リットル

DIC40363DIC40363
UFO風船 
くまのがっこう
UFO風船 
くまのがっこう
ロット／10枚単位 サイズ／45cm
容量／ 15リットル

DIC40373DIC40373
UFO風船 
トロピカル～ジュ！プリキュア
UFO風船 
トロピカル～ジュ！プリキュア
ロット／10枚単位 サイズ／45cm
容量／ 15リットル

DIC40369DIC40369
UFO風船  ポケットモンスター
（2020Ver） ピカチュウ
UFO風船  ポケットモンスター
（2020Ver） ピカチュウ
ロット／10枚単位 サイズ／45cm
容量／ 15リットル

SAG02523SAG02523
UFO風船 
ぐでたまハワイアン
UFO風船 
ぐでたまハワイアン
ロット／10枚単位 サイズ／45cm
容量／ 16リットル

DIC40354DIC40354
UFO風船 
アンパンマン(2018Ver)
UFO風船 
アンパンマン(2018Ver)
ロット／10枚単位 サイズ／45cm
容量／ 15リットル

DIC40356DIC40356
UFO風船 
ドラえもん(2018Ver)
UFO風船 
ドラえもん(2018Ver)
ロット／10枚単位 サイズ／45cm
容量／ 15リットル

DIC40348DIC40348
UFO風船 
ガラピコぷ～
UFO風船 
ガラピコぷ～
ロット／10枚単位 サイズ／45cm
容量／ 15リットル

SAG02486SAG02486
CR ポムポムプリン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

SAG02489SAG02489
CR シナモロール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

SAG02442SAG02442
CRハート ぼんぼんりぼんCRハート ぼんぼんりぼん

ロット／10枚単位 サイズ／45cm
容量／ 15リットル

SAG02463SAG02463
UFO風船 
ぐでたま
UFO風船 
ぐでたま
ロット／10枚単位 サイズ／45cm
容量／ 15リットル

SAG02477SAG02477
UFO風船 
マイメロディ
UFO風船 
マイメロディ
ロット／10枚単位 サイズ／45cm
容量／ 15リットル

DIC40372DIC40372
UFO風船　
仮面ライダーセイバー
UFO風船　
仮面ライダーセイバー
ロット／10枚単位 サイズ／45cm
容量／ 15リットル

SAG02599SAG02599
UFO風船 
ミュークルドリーミー
UFO風船 
ミュークルドリーミー
ロット／10枚単位 サイズ／43cm
容量／ 14リットル

DIC40368DIC40368
UFO風船  ポケット
モンスター（2020Ver）
UFO風船  ポケット
モンスター（2020Ver）
ロット／10枚単位 サイズ／45cm
容量／ 15リットル

FJP26800FJP26800
UFO風船 
もちもちパンダ
UFO風船 
もちもちパンダ
ロット／10枚単位 サイズ／45cm
容量／ 15リットル

SAG02443SAG02443
くまモンのバルーン
(うきうきバージョン)
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

おもりもくまモン型！！

表 裏

表 裏

表 裏

表 裏

表 裏

SAG02487SAG02487
キティシェイプNEW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

CLEAR

- 103 -



同封
オプションパーツ

表

裏
表

裏

SZKVY20300SZKVY20300
らくらくポンプらくらくポンプ

ロット／1本単位 サイズ／29cm

KS-1205KS-1205
バルーンピック 
スヌーピードックハウス
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
仕様／袋入り スティック・逆止弁付

STM23396STM23396
スマート2WAYポンプスマート2WAYポンプ

ロット／1個単位 サイズ／17cm

2WAY

BSH22906BSH22906
レギュラー２WAYポンプレギュラー２WAYポンプ

ロット／1個単位 サイズ／29.5cm

2WAY

PIN31095PIN31095
ハンドエアーインフレーター
(ライムグリーン)
ハンドエアーインフレーター
(ライムグリーン)
ロット／1個単位 サイズ／29cm

2WAY

SZKVY20308SZKVY20308
透明ポンプ透明ポンプ

ロット／1本単位 サイズ／38cm

SZKVY63111SZKVY63111
透明ポンプ用パッキン透明ポンプ用パッキン

ロット／1個単位 サイズ／φ約4cm

MCN60703MCN60703
ダブルアクションポンプ
(2WAYポンプ)
ダブルアクションポンプ
(2WAYポンプ)
ロット／1個単位 サイズ／φ10cm×38cm

MCN30040MCN30040
フットポンプフットポンプ

ロット／1個単位

MCN30030MCN30030
スーパーポンプスーパーポンプ

ロット／1個単位

ADM23443ADM23443
フラワーインフレーターフラワーインフレーター

ロット／1台単位 周波数／ 60Hz
消費電力／ 1150W
箱サイズ／20cm×20cm×36.5cm
重量／ 2.35kg(本体のみは1.96kg)

電圧／110V

BSH23268BSH23268
エレクトリックブロアー
(B362) 
エレクトリックブロアー
(B362) 
ロット／1台単位 サイズ／20cm×15.5cm×16.5cm
消費電力／
※連続で1時間以上の使用は避けてください

680W

 低価格で軽量・コンパクト
販促イベントにもおすすめ
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スティックバルーン

ポンプ・ブロアー

TKR02004TKR02004
ブローイング
ウィルソン
ブローイング
ウィルソン
ロット／10本単位
サイズ／25cm×16cm

(スティック長さ：約30cm)

TKR02016TKR02016
ブローイング  ハローキティ
フラワーブーケ
ブローイング  ハローキティ
フラワーブーケ
ロット／10本単位
サイズ／19cm×14cm

(スティック長さ：約30cm)

TKR80598TKR80598
ブローイング 
ジバニャン
ブローイング 
ジバニャン
ロット／10本単位
サイズ／14cm×19 cm

(スティック長さ：約30cm)

SAG01333SAG01333
ブローイング 
ドラえもんスティック
ブローイング 
ドラえもんスティック
ロット／10本単位 サイズ／20cm

TKRB10333TKRB10333
ブローイング 
アンパンマンスカイ 
ブローイング 
アンパンマンスカイ 
ロット／10本単位
サイズ／27cm×18cm

ANGB29957ANGB29957
ブローイング ミニSHP 
ディスピカブルミー
ブローイング ミニSHP 
ディスピカブルミー
ロット／10本単位
サイズ／13cm×27cm

SAG01006SAG01006
ブローイング 25cm 
レギュラー 6柄アソート
ブローイング 25cm 
レギュラー 6柄アソート
ロット／10本単位 サイズ／25cm

SAG01086SAG01086
ブローイング 13cm 
マイメロディ 4柄アソート
ブローイング 13cm 
マイメロディ 4柄アソート
ロット／20本単位 サイズ／13cm

SAG01005SAG01005
ブローイング 13cm 
キキララ 4柄アソート
ブローイング 13cm 
キキララ 4柄アソート
ロット／20本単位 サイズ／13cm

ANGB06069ANGB06069
ブローイング ミニSHP 
オーシャンブルードルフィン
ブローイング 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

ANGB08434ANGB08434
ブローイング ミニSHP 
ピンクドルフィン
ブローイング ミニSHP 
ピンクドルフィン
ロット／10本単位
サイズ／40cm×27cm

ブローイングタイプのみ　カップ＆スティック付き

KS-1204KS-1204
バルーンピック 
スヌーピー&ウッドストック
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
仕様／袋入り スティック・逆止弁付

KC-5117KC-5117
バルーンピック 
ニョロニョロ
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
仕様／袋入り スティック・逆止弁付

KC-5118KC-5118
バルーンピック 
ムーミン屋敷
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
仕様／袋入り スティック・逆止弁付

KS-1206KS-1206
バルーンピック 
スヌーピー&チャーリーブラウン
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
仕様／袋入り スティック・逆止弁付

KS-1208KS-1208
バルーンピック  スヌーピー丸型 
ベースボール/ゴルフ
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
仕様／袋入り スティック・逆止弁付

 KC-5114KC-5114
バルーンピック 
スナフキン
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
仕様／袋入り スティック・逆止弁付

2WAY

押しても引いても空気の出る2WAYタイプ押しても引いても空気の出る2WAYタイプ

押しても引いても空気の出る2WAYタイプ

押しても引いても空気の出る2WAYタイプ 水ヨーヨー対応タイプ 水ヨーヨー対応タイプ

透明ポンプ専用のパッキンです足押しタイプの定番 足押しタイプで風量大

・デコバルーンにも使用可能
・ホースを付け替えて、空気を
 抜くことも可能です。

●細口ノズル（ピンク） ×1
● 260ノズル（ピンク）×1
●極細ノズル（鉄）＆透明パイプ ×1
●吸入アタッチメント（白） ×1
●延長兼吸入ホース（半透明） ×1

吸入アタッチメントを
使えばエアーを
抜くことができます。

発熱による自動停止装置付き。
冷却後（約20分後）に
動作開始します。

逆止弁付き

スティックバルーン
ブローイングタイプの

膨らませ方
フラットでスティックの付いた
状態で納品します。

ポンプ、または口でスティック下部から
エアーを入れたら完成です。

大量に膨らませる場合や、バルーンを販売、配布する場合には
ハンドポンプまたは電動ブロアーのご使用をオススメします。

ハンドポンプ 電動ブロアー
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バルーン ヘリウムガス各種

ヘリウムガス各種 1㎥≒1000ℓ

＊こちらのヘリウムガスは買取品のためボンベ返却不要です。 ※この商品はひとつの風船を膨らませることはできません。
　あくまでも補充用です。

ヘリウムガスボンベ(ノズ
ル無) 7リューベ 発送
ヘリウムガスボンベ(ノズ
ル無) 7リューベ 発送
ロット／
サイズ／直径23cm×高さ152cm
容量／7000リットル 
重量／60kg   仕様／ノズル無し

1本単位

HUB10110HUB10110
ハンドタイトニードル弁 レ
ンタル
ハンドタイトニードル弁 レ
ンタル
ロット／1個単位

HUG10118HUG10118
ハンドタイトニードル弁 
買取
ハンドタイトニードル弁 
買取
ロット／1個単位

HUG10081HUG10081ヘリウムガスボンベ(ノズ
ル無) 3リューベ 引き取り
ヘリウムガスボンベ(ノズ
ル無) 3リューベ 引き取り
ロット／
サイズ／直径19cm×高さ102cm 
容量／3000リットル 
重量／23kg   仕様／ノズル無し

1本単位

HUB10020HUB10020

ヘリウムガスボンベ(ノズ
ル無) 3リューベ 発送
ヘリウムガスボンベ(ノズ
ル無) 3リューベ 発送
ロット／
サイズ／直径19cm×高さ102cm 
容量／3000リットル 
重量／23kg   仕様／ノズル無し

1本単位

HUB10120HUB10120

ヘリウムガスボンベ(ノズル付) 
3リューベBOX 引き取り
ヘリウムガスボンベ(ノズル付) 
3リューベBOX 引き取り
ロット／
サイズ／高さ103cm 
容量／3000リットル 
重量／30kg 　仕様／ノズル付

1本単位

AGA21003AGA21003

ヘリウムガスボンベ(ノズル
付) 3リューベBOX 発送
ヘリウムガスボンベ(ノズル
付) 3リューベBOX 発送
ロット／
サイズ／高さ103cm 
容量／3000リットル 
重量／30kg 　仕様／ノズル付

1本単位

AGA21013AGA21013

ヘリウムガスボンベ(ノズル無) 
3リューベBOX 引き取り
ヘリウムガスボンベ(ノズル無) 
3リューベBOX 引き取り
ロット／
サイズ／高さ103cm 
容量／3000リットル 
重量／30kg 　仕様／ノズル無し

1本単位

AGA21001AGA21001

ヘリウムガスボンベ(ノズル
無) 3リューベBOX 発送
ヘリウムガスボンベ(ノズル
無) 3リューベBOX 発送
ロット／
サイズ／高さ103cm 
容量／3000リットル 
重量／30kg 　仕様／ノズル無し

1本単位

AGA21011AGA21011

120リットル 
バルーンタイム(小)
120リットル 
バルーンタイム(小)
ロット／1個単位
サイズ／20cm×38cm 
容量／120リットル 
重量／1.7kg 　仕様／インフレーター付

HUG70121HUG70121
230リットル 
バルーンタイム(中)
230リットル 
バルーンタイム(中)
ロット／1個単位
サイズ／24.5cm×43.5cm 
容量／230リットル 
重量／3.0kg 　仕様／インフレーター付

HUG70051HUG70051
ふわふわ缶ミニ 
4.8リットル補充缶 
ふわふわ缶ミニ 
4.8リットル補充缶 
ロット／1本単位
容量／4.8リットル

HUK06350HUK06350
ふわふわ缶 
11.6リットル
ふわふわ缶 
11.6リットル
ロット／1本単位
容量／11.6リットル

HUK06330HUK06330
400リットル 
バルーンタイム(大)
400リットル 
バルーンタイム(大)
ロット／1個単位
サイズ／31cm×45.5cm 
容量／400リットル 
重量／5.2kg 　仕様／インフレーター付

HUG70041HUG70041

※ヘリウムガスボンベレンタルには「高圧ガス容器使用に関する契約」を結ぶ必要があります。
※万一紛失されましたり、返却期限を超えても返却されない場合、
   弁償金、延滞金の請求が発生いたします。ご注意ください。
※ヘリウムガスキャップ部分の紛失にはくれぐれもお気をつけください。
   万一紛失されますと別途弁償金が発生いたします。
※引き取りはキッシーズにて行っております。詳細はお問い合わせください。
※納入地域によって運送日数が異なります。納期には余裕をもってご発注ください。
※ご返却の際には備え付けの「返却送り状」を必ずご使用いただきますようお願いいたします。

ヘリウムガスレンタルの注意点

BOX内のガスボンベ本体を
他のボンベと取り替えないでください。

別途インフレーター(ノズル)が必要です。

別途インフレーター(ノズル)が必要です。

別途インフレーター(ノズル)が必要です。
＊SPイージーヘリウムボンベを除く

注入器具

レンタル 買取り

ヘリウムガス注入の際には、注入器具を併せてご使用下さい。
取り付けは手で締めるだけ。レンチなどの特別な器具は不要です。

※注入器具のレンタル
　期間はボンベのレンタル
　期間と同じです。

レンタル期間 : 3ヵ月 レンタル期間 : 1ヵ月 レンタル期間 : 1ヵ月レンタル期間 : 1ヵ月

容量 36ｃｍミニUFO

バルーンタイム（小）
バルーンタイム（中）
バルーンタイム（大）
3000リットル ヘリウムガスボンベ
7000リットル ヘリウムガスボンベ

120ℓ
230ℓ
400ℓ

3000ℓ
7000ℓ

約11個
約23個
約45個

約360個
約800個

45ｃｍUFO

約5個
約11個
約20個

約170個
約400個

10インチ
ゴム風船

約9個
約17個
約30個

約260個
約600個

ヘリウムガス必要量早見表

全国各地運送可
※一部地域を除く。

ヘリウムガスボンベ

バルーンタイム 補充用ガス

BOXタイプヘリウムガスボンベ

ヘリウムバルーンのふくらませ方 

1

1

元栓を反時計回りに回して開けます。
※非常に硬いのでご注意ください。

2

2

バルーンの注入口にノズルを入れて
漏れないように手でしっかりと固定します。

3

3

ノズルを曲げるとガスが出ます。
※使い終わったら元栓を閉めてください。

※イラストはフィルムバルーンのイメージです。

レンタルヘリウムガスボンベでふくらませる場合

使い捨てヘリウムガスボンベでふくらませる場合

ボンベのフタは反時計回りに回して外し、
ノズルの取り付けも反時計回りに回して
はめてください。(外す際は時計回りです)

元栓を反時計まわりに回して開けてください。
バルーンの注入口にノズルを入れて
漏れないように手でしっかりと固定します。

ノズルとバルーンをしっかり固定したまま、
蛇口を反時計回りに回してガスを入れます。
※使い終わったらノズルだけではなくボンベの元栓
も閉めてください。

※ヘリウムガスは使用される際の気温に左右されやすい気体なので、
上記はあくまでも目安です。上記数量を保証するものではありません。

使い方を動画でチェック!

2回以上使うなら買取がお得！

バルーンタイムおよび補充填用ヘリウムガスは使用後は
各自治体の規定に沿って処分破棄してください

レンタルヘリウムガスをご利用に
なる際は必ず必要となります。
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ミックス
レッスン

　ラウンド（丸）とツイスト（細長い）
バルーンを組み合わせることにより、
デザインの幅も広がる作品を
楽しく作る講座です。
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