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Halloween ハロウィン  

リボン・台紙別売　ヘリウムガス対応

リボン・台紙別売　ヘリウムガス対応 ※Anagramの18”バルーンは順次１７”に切り替わります。ご了承の程お願いいたします。
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品番 品番 
ANG29039ANG29039
 AG オーブス  パンプキン パンプキン
■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 
ANG29385ANG29385
 AG キューブス   
ハロウィンキャラクターズハロウィンキャラクターズ
■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 
ANG16212ANG16212
 ＡＧ Ｌ-ＳＨＰ   ハローキティキャットコスチュームハローキティキャットコスチューム
■サイズ／64ｃｍ×76ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／64ｃｍ×76ｃｍ ■ロット／5枚単位 
■容量／61リットル■容量／61リットル

表裏

品番 品番 ANG65398ANG65398
 ＡＧ Ｌ-ＳＨＰ  フォールリーフ フォールリーフ
■サイズ／71cm×48ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／71cm×48ｃｍ ■ロット／5枚単位 
■容量／18リットル■容量／18リットル

品番 品番 
ANG31626ANG31626
 AG マルチ  ゴースト アンド パンプキン  ゴースト アンド パンプキン 
■サイズ／  71cm×137cm ■ロット／1枚単位 ■サイズ／  71cm×137cm ■ロット／1枚単位 

品番 品番 
ANG31379ANG31379
 AG 3D  パンプキン  パンプキン 
■サイズ／  45cm×45cm ■ロット／1枚単位 ■サイズ／  45cm×45cm ■ロット／1枚単位 

品番 品番 
ANG31369ANG31369
 AG L-SHP  ゴースト  ゴースト 
スタッカー スタッカー 
■サイズ／  68cm×86cm ■サイズ／  68cm×86cm 
■ロット／5枚単位 ■ロット／5枚単位 

品番 品番 ANG31372ANG31372
 AG L-SHP  スプーキー ミラー フレーム  スプーキー ミラー フレーム 
■サイズ／  63cm×78cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／  63cm×78cm ■ロット／5枚単位 

品番 品番 
ANG31371ANG31371
 AG L-SHP   
ブラック キャット ブラック キャット 
オン パンプキン オン パンプキン 
■サイズ／  53cm×104cm ■サイズ／  53cm×104cm 
■ロット／5枚単位 ■ロット／5枚単位 

品番 品番 
ANG29381ANG29381
 AG L-SHP  ハロウィンキュートウィッチ  ハロウィンキュートウィッチ 
■ロット／5枚単位■ロット／5枚単位

品番 品番 ANG29383ANG29383
 AG L-SHP  ドラキュラ  ドラキュラ 
■ロット／5枚単位■ロット／5枚単位

品番 品番 BLT35184BLT35184
 BLT L-SHP  フライング ウィッチ  フライング ウィッチ 
■サイズ／  90cm×88cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／  90cm×88cm ■ロット／5枚単位 
■容量／30リットル■容量／30リットル

品番 品番 BLT35185BLT35185
 BLT L-SHP  プリティー  プリティー 
スケアリー スパイダー スケアリー スパイダー 
■サイズ／  85cm×100cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／  85cm×100cm ■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 ANG31376ANG31376
 AGオーブス  スプーキー シーン  スプーキー シーン 
■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／35リットル■容量／35リットル

品番 品番 ANG29027ANG29027
 AGオーブス  ジャックスケルトン  ジャックスケルトン 
■サイズ／  35cm ■ロット／1枚単位 ■容量／35リットル■サイズ／  35cm ■ロット／1枚単位 ■容量／35リットル

品番 品番 ANG27211ANG27211
 AG L-SHP  ハロウィンゴースト ハロウィンゴースト
■サイズ／66cm×63cm ■ロット／5枚単位■サイズ／66cm×63cm ■ロット／5枚単位

品番 品番 ANG11424ANG11424
 AG Ｌ-ＳＨＰ  ホログラフィックゴースト ホログラフィックゴースト
■サイズ／94ｃｍ×69ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／94ｃｍ×69ｃｍ ■ロット／5枚単位 
■容量／56リットル■容量／56リットル

品番 品番 PIN38056PIN38056
 MF L-SHP  スニーカーズザゴースト スニーカーズザゴースト
■サイズ／66cm×79cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／66cm×79cm ■ロット／5枚単位 
■容量／48リットル■容量／48リットル

品番 品番 ANG29038ANG29038
 AG マルチ  ハロウィンスパイダー ハロウィンスパイダー
■サイズ／76cm×84cm ■ロット／1枚単位 ■サイズ／76cm×84cm ■ロット／1枚単位 
■容量／66リットル■容量／66リットル

品番 品番 
ANG25101ANG25101
 AG L-SHP   
ダンシングダンシング
スケルトンスケルトン
■サイズ／74cm×84ｃｍ■サイズ／74cm×84ｃｍ
■ロット／5枚単位 ■容量／35リットル■ロット／5枚単位 ■容量／35リットル

品番 品番 
BLT85775BLT85775
 BLT L-SHP   
バンパイアコフィンバンパイアコフィン
■サイズ／87cm ■サイズ／87cm 
■ロット／5枚単位 ■ロット／5枚単位 
■容量／42リットル■容量／42リットル

品番 品番 ANG27209ANG27209
 AG L-SHP  ブラックバット ブラックバット
■サイズ／104cm×60cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／104cm×60cm ■ロット／5枚単位 
■容量／41リットル■容量／41リットル

品番 品番 
BLT85835BLT85835
 BLT L-SHP   
トリックオアトリートトリックオアトリート
カップケーキカップケーキ
■サイズ／80cm ■サイズ／80cm 
■ロット／5枚単位 ■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 
ANG27259ANG27259
 AG21" カラーブラスト  ブライトパンプキン ブライトパンプキン
■サイズ／53ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／19リットル■サイズ／53ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／19リットル

品番 品番 
ANG31374ANG31374
 AG ジュニアＳＨＰ   
パンプキン パンプキン 
ホットエアバルーン ホットエアバルーン 
■ロット／5枚単位 ■ロット／5枚単位 

品番 品番 ANG29380ANG29380
 AG18"SHP  リトルバット リトルバット
■サイズ／81cm×40cm ■ロット／5枚単位 ■容量／26リットル■サイズ／81cm×40cm ■ロット／5枚単位 ■容量／26リットル

品番 品番 
ANG16322ANG16322
 ＡＧ18"ＳＨＰ   
ハッピーゴーストハッピーゴースト
■サイズ／45ｃｍ ■サイズ／45ｃｍ 
■ロット／5枚単位 ■ロット／5枚単位 
■容量／22リットル■容量／22リットル

品番 品番 
ANG29379ANG29379
 AG18"SHP   
ゴーストウィズゴーストウィズ
キャンディーキャンディー
■サイズ／35cm×55cm ■サイズ／35cm×55cm 
■ロット／5枚単位 ■ロット／5枚単位 
■容量／21リットル■容量／21リットル

品番 品番 
ANG25105ANG25105
 AG18"SHP  ハロウィンジャック ハロウィンジャック
■サイズ／45ｃｍ ■サイズ／45ｃｍ 
■ロット／5枚単位 ■容量／24リットル■ロット／5枚単位 ■容量／24リットル

品番 品番 
ANG18385ANG18385
 AG18"SHP 
フォールオウル フォールオウル 
■サイズ／45cm ■サイズ／45cm 
■ロット／5枚単位 ■ロット／5枚単位 
■容量／21リットル■容量／21リットル

品番 品番 
ANG20417ANG20417
 ＡＧ18"SHP   
キュートキュート
ハロウィンキティハロウィンキティ
■サイズ／45ｃｍ ■サイズ／45ｃｍ 
■ロット／5枚単位 ■容量／20リットル■ロット／5枚単位 ■容量／20リットル

品番 品番 BLT35060BLT35060
 BLT L-SHP  スペシャルデリバリー スペシャルデリバリー
パンプキンスタッカーパンプキンスタッカー
■サイズ／86cm×158ｃｍ ■ロット／1枚単位 ■サイズ／86cm×158ｃｍ ■ロット／1枚単位 
■容量／194リットル■容量／194リットル
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品番 品番 BLT35058BLT35058
 BLT L-SHP  キュートリルゴースト キュートリルゴースト
■サイズ／41ｃｍ×55ｃｍ ■サイズ／41ｃｍ×55ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■ロット／5枚単位 
■容量／31リットル■容量／31リットル

品番 品番 NSB00848NSB00848
 NSB L-SHP  ホーンテッドハウス ホーンテッドハウス
■サイズ／84cm ■ロット／5枚単位 ■容量／28リットル■サイズ／84cm ■ロット／5枚単位 ■容量／28リットル

品番 品番 NSB00850NSB00850
 NSB L-SHP  ビワロー ビワロー
■サイズ／91cm ■ロット／5枚単位 ■容量／29リットル■サイズ／91cm ■ロット／5枚単位 ■容量／29リットル

ビッグ
サイズ！！


