
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

キャラクタービニール玩具

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

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.

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
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