
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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