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Christmas クリスマス  

リボン・台紙別売　ヘリウムガス対応
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品番 品番 ANG29399ANG29399
 AGオーブス  ハッピーホリデーズ ハッピーホリデーズ
■サイズ／38cm×40cm ■ロット／1枚単位 ■サイズ／38cm×40cm ■ロット／1枚単位 
■容量／32リットル■容量／32リットル

品番 品番 ANG29401ANG29401
 AGオーブス   
フローズンスノーフレークスフローズンスノーフレークス
■サイズ／38cm×40cm ■サイズ／38cm×40cm 
■ロット／1枚単位 ■容量／32リットル■ロット／1枚単位 ■容量／32リットル

品番 品番 ANG29400ANG29400
 AGキューブズ   
ホリデーキャラクターズホリデーキャラクターズ
■サイズ／38cm×38cm■サイズ／38cm×38cm
■ロット／1枚単位 ■容量／39リットル■ロット／1枚単位 ■容量／39リットル

品番 品番 ANG31639ANG31639
 AG ジャイアントマルチ  サンタ アンド チムニー  サンタ アンド チムニー 
■サイズ／  73cm×134cm ■ロット／1枚単位■サイズ／  73cm×134cm ■ロット／1枚単位

品番 品番 
ANG27854ANG27854
 AG マルチ   
シッティングエルフ シッティングエルフ 
■サイズ／  43cm×73cm ■サイズ／  43cm×73cm 
■ロット／1枚単位■ロット／1枚単位
※エアー専用※エアー専用

品番 品番 
ANG31397ANG31397
 AG 3D  クリスマスツリー ウィズ スター  クリスマスツリー ウィズ スター 
■サイズ／  38cm×73cm ■ロット／1枚単位■サイズ／  38cm×73cm ■ロット／1枚単位

品番 品番 
ANG31395ANG31395
 AG 3D  プレゼント  プレゼント 
■サイズ／  40cm×53cm ■ロット／1枚単位■サイズ／  40cm×53cm ■ロット／1枚単位

品番 品番 
ANG31401ANG31401
 AG キューブズ   
メリークリスマス ライツ メリークリスマス ライツ 
■サイズ／  38cm×38cm ■ロット／1枚単位 ■サイズ／  38cm×38cm ■ロット／1枚単位 
■容量／41リットル■容量／41リットル

品番 品番 
ANG31428ANG31428
 AG L-SHP   
クリスマスリース クリスマスリース 
■サイズ／  53cm×71cm ■サイズ／  53cm×71cm 
■ロット／5枚単位■ロット／5枚単位

品番 品番 
ANG30028ANG30028
 AG L-SHP  ホリデー  ホリデー 
キャンディー ケイン キャンディー ケイン 
■サイズ／  50cm×93cm ■サイズ／  50cm×93cm 
■ロット／5枚単位■ロット／5枚単位

品番 品番 
ANG31454ANG31454
 AG L-SHP  スマイリー  スマイリー 
スノーマン スノーマン 
■サイズ／  60cm×91cm ■サイズ／  60cm×91cm 
■ロット／5枚単位■ロット／5枚単位

品番 品番 ANG31429ANG31429
 AG L-SHP  フロスティ  フロスティ 
スノーフレーク クラスター スノーフレーク クラスター 
■サイズ／  66cm×88cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／  66cm×88cm ■ロット／5枚単位 

品番 品番 ANG27228ANG27228
 AG L-SHP  ジョイフルスノーマン ジョイフルスノーマン
■サイズ／55cm×78cm ■ロット／5枚単位■サイズ／55cm×78cm ■ロット／5枚単位

品番 品番 ANG10241ANG10241
 AG Ｌ-ＳＨＰ  ミッキークリスマス ミッキークリスマス
■サイズ／69ｃｍ×53ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／69ｃｍ×53ｃｍ ■ロット／5枚単位 
■容量／33リットル■容量／33リットル

品番 品番 ANG07440ANG07440
 AG L-SHP  ウィムジカルサンタフルボディ ウィムジカルサンタフルボディ
■サイズ／56ｃｍ×71ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／56ｃｍ×71ｃｍ ■ロット／5枚単位 
■容量／46リットル■容量／46リットル

品番 品番 ANG27229ANG27229
 AG L-SHP  サンタウィズツリー サンタウィズツリー
■サイズ／66cm×93cm ■ロット／5枚単位■サイズ／66cm×93cm ■ロット／5枚単位

品番 品番 ANG16363ANG16363
 AG Ｌ-ＳＨＰ  ウェービングサンタ ウェービングサンタ
■サイズ／64cm×109ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／64cm×109ｃｍ ■ロット／5枚単位 
■容量／35リットル■容量／35リットル

品番 品番 ANG29402ANG29402
 AGダイヤモンズ  クリスマスカラフルドッツ クリスマスカラフルドッツ
■サイズ／43cm×53cm ■ロット／1枚単位 ■サイズ／43cm×53cm ■ロット／1枚単位 
■容量／43リットル■容量／43リットル

品番 品番 ANG29398ANG29398
 AG L-SHP   
ジンジャーブレッドハウスジンジャーブレッドハウス
■サイズ／71cm×76cm ■サイズ／71cm×76cm 
■ロット／5枚単位 ■容量／39リットル■ロット／5枚単位 ■容量／39リットル

品番 品番 ANG29396ANG29396
 AG L-SHP  チョークボードクリスマス チョークボードクリスマス
■サイズ／63cm×55cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／63cm×55cm ■ロット／5枚単位 
■容量／61リットル■容量／61リットル

品番 品番 ANG29397ANG29397
 AG L-SHP  クリスマスエルフ クリスマスエルフ
■サイズ／66cm×91cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／66cm×91cm ■ロット／5枚単位 
■容量／38リットル■容量／38リットル

表

裏

品番 品番 
ANG08006ANG08006
 AG エアウォーカー  ウィムジカルサンタ  ウィムジカルサンタ 
■サイズ／94ｃｍ ■ロット／1枚単位 ■容量／72リットル■サイズ／94ｃｍ ■ロット／1枚単位 ■容量／72リットル

★ ヘリウムタイプ　自立できます。★ ヘリウムタイプ　自立できます。

品番 品番 BLT85704BLT85704
 BLT L-SHP  スパークリング  スパークリング 
オーナメントツリーオーナメントツリー
■サイズ／97cm ■ロット／5枚単位 ■容量／28リットル■サイズ／97cm ■ロット／5枚単位 ■容量／28リットル

品番 品番 ANG27230ANG27230
 AG L-SHP  デコレイテッドツリー デコレイテッドツリー
■サイズ／86cm×84cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／86cm×84cm ■ロット／5枚単位 
■容量／45リットル■容量／45リットル

品番 品番 PIN39067PIN39067
 MF L-SHP  デコレイティッド デコレイティッド
クリスマスツリークリスマスツリー
■サイズ／56cm×106cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／56cm×106cm ■ロット／5枚単位 
■容量／43リットル■容量／43リットル

品番 品番 
ANG22769ANG22769
 AG L-SHP 
キャンディージンジャーブレッドマン キャンディージンジャーブレッドマン 
■サイズ／86cm×66ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／86cm×66ｃｍ ■ロット／5枚単位 
■容量／36リットル■容量／36リットル

品番 品番 BLT85931BLT85931
 BLT L-SHP  ジンジャーブレッド クリスマス ジンジャーブレッド クリスマス
■サイズ／78cm ■ロット／5枚単位 ■容量／40リットル■サイズ／78cm ■ロット／5枚単位 ■容量／40リットル

品番 品番 
PIN39069PIN39069
 MF L-SHP   
レッドノーズドレインディアーレッドノーズドレインディアー
■サイズ／61cm×81cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／61cm×81cm ■ロット／5枚単位 
■容量／44リットル■容量／44リットル

品番 品番 BLT85932BLT85932
 BLT L-SHP  クリスマス プレゼント クリスマス プレゼント
■サイズ／75cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／75cm ■ロット／5枚単位 
■容量／42リットル■容量／42リットル

ビッグ
サイズ！！

LIMITED
STOCK

LIMITED
STOCK


