
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。
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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！
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