
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

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

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

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。

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
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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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