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Valentine’s day バレンタイン  

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
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リボン・台紙別

品番 品番 ANG27914ANG27914
 AGマルチ   バレンタイン シッティングベアバレンタイン シッティングベア
■サイズ／48cm×43cm ■ロット／1枚単位 ■サイズ／48cm×43cm ■ロット／1枚単位 
※エアー専用※エアー専用

品番 品番 ANG29856ANG29856
 AGオーブス  ラブユー ブラック&ピンク ラブユー ブラック&ピンク
■サイズ／38cm×40cm ■ロット／1枚単位 ■容量／35リットル■サイズ／38cm×40cm ■ロット／1枚単位 ■容量／35リットル

品番 品番 ANG29859ANG29859
 AGキューブズ  ラブ、ハグス&キッシーズ ラブ、ハグス&キッシーズ
■サイズ／38cm×38cm ■ロット／1枚単位 ■容量／41リットル■サイズ／38cm×38cm ■ロット／1枚単位 ■容量／41リットル

品番 品番 ANG27656ANG27656
 AG L-SHP  イントリケート  イントリケート 
レッド&ホワイトラブレッド&ホワイトラブ
■サイズ／58cm×53cm ■ロット／1枚単位 ■容量／29リットル■サイズ／58cm×53cm ■ロット／1枚単位 ■容量／29リットル

品番 品番 ANG29907ANG29907
 AG3D  マルチパネルハート マルチパネルハート
■サイズ／66cm×76cm ■ロット／1枚単位 ■容量／91リットル■サイズ／66cm×76cm ■ロット／1枚単位 ■容量／91リットル

品番 品番 ANG29851ANG29851
 AG L-SHP  HVDスワーリーオープンハート HVDスワーリーオープンハート
■サイズ／76cm×78cm  ■ロット／5枚単位 ■容量／41リットル■サイズ／76cm×78cm  ■ロット／5枚単位 ■容量／41リットル

品番 品番 ANG29903ANG29903
 AG L-SHP  カラーブラスト HVDカップケーキ カラーブラスト HVDカップケーキ
■サイズ／53cm ■ロット／5枚単位 ■容量／18リットル■サイズ／53cm ■ロット／5枚単位 ■容量／18リットル

品番 品番 ANG29850ANG29850
 AG L-SHP  インラブウィズユーハート インラブウィズユーハート
■サイズ／97cm×68cm ■ロット／5枚単位 ■容量／42リットル■サイズ／97cm×68cm ■ロット／5枚単位 ■容量／42リットル

品番 品番 ANG29852ANG29852
 AG L-SHP  ビーベアーズ ビーベアーズ
■サイズ／76cm×83cm ■ロット／5枚単位 ■容量／39リットル■サイズ／76cm×83cm ■ロット／5枚単位 ■容量／39リットル

品番 品番 ANG29853ANG29853
 AG L-SHP  ラブベアハーツ ラブベアハーツ
■サイズ／71cm×73cm ■ロット／5枚単位 ■容量／43リットル■サイズ／71cm×73cm ■ロット／5枚単位 ■容量／43リットル

品番 品番 ANG27637ANG27637
 AGクラスター  HVDバタフライズ＆ハーツ　 HVDバタフライズ＆ハーツ　
■サイズ／76cm×66ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／38リットル■サイズ／76cm×66ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／38リットル

品番 品番 
ANG25535ANG25535
 AG L-SHP   
スウィートスウィート
バレンタインコーンバレンタインコーン
■サイズ／45cm×81ｃｍ ■サイズ／45cm×81ｃｍ 
■ロット／5枚単位 ■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 ANG18944
 AG L-SHP   
バレンタインバレンタイン
スタッカースタッカー
■サイズ／51cm×91ｃｍ■サイズ／51cm×91ｃｍ
■ロット／5枚単位 ■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 ANG27632ANG27632
 AG L-SHP  キューピッドベア キューピッドベア
■サイズ／71cm×76ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／50リットル■サイズ／71cm×76ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／50リットル

品番 品番 ANG27682ANG27682
 AG ジャンボ  HVDハーツ＆バタフライズ HVDハーツ＆バタフライズ
■サイズ／80cm ■ロット／1枚単位 ■容量／70リットル■サイズ／80cm ■ロット／1枚単位 ■容量／70リットル

品番 品番 ANG27630ANG27630
 AG L-SHP  ラブベアーズ ラブベアーズ
■サイズ／88cm×58cm ■ロット／5枚単位 ■容量／50リットル■サイズ／88cm×58cm ■ロット／5枚単位 ■容量／50リットル

品番 品番 PIN65141PIN65141
 MF L-SHP  テディベアラブ テディベアラブ
■サイズ／71cm×71ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／44リットル■サイズ／71cm×71ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／44リットル

品番 品番 BLT85850BLT85850
 BLT L-SHP  キューピットベアー  キューピットベアー 
■サイズ／105cm ■ロット／5枚単位 ■容量／35リットル■サイズ／105cm ■ロット／5枚単位 ■容量／35リットル

品番 品番 CTI234056CTI234056
 CTI L-SHP  ハッピーバレンタインズデー ハッピーバレンタインズデー
ゼブラハーツラッフルゼブラハーツラッフル
■サイズ／80cm ■ロット／5枚単位 ■容量／34リットル■サイズ／80cm ■ロット／5枚単位 ■容量／34リットル

品番 品番 BLT35079BLT35079
 BLT L-SHP  ラブユーバンチーズバレンタイン ラブユーバンチーズバレンタイン
■サイズ／98cm×90cm ■ロット／5枚単位 ■容量／50リットル■サイズ／98cm×90cm ■ロット／5枚単位 ■容量／50リットル

表

裏

品番 品番 ANG30112ANG30112
 AG18"SHP  キティウィズハート キティウィズハート
■サイズ／25cm×40cm  ■ロット／5枚単位 ■サイズ／25cm×40cm  ■ロット／5枚単位 
■容量／24リットル■容量／24リットル

品番 品番 ANG29902ANG29902
 18"SHP  ラブイズ ラブイズ
インジエアバルーンインジエアバルーン
■サイズ／35cm×68cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／35cm×68cm ■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 ANG27642ANG27642
 AG18"SHP  ラブユーバタフライ ラブユーバタフライ
■サイズ／54ｃｍ×46ｃｍ■サイズ／54ｃｍ×46ｃｍ  ■ロット／5枚単位 ■ロット／5枚単位 
■容量／15リットル ■容量／15リットル 

品番 品番 
ANG27640ANG27640
 AG18"SHP   
キュートラブバグキュートラブバグ
■サイズ／46ｃｍ×62ｃｍ■サイズ／46ｃｍ×62ｃｍ  
■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 ANG27641ANG27641
 AG18"SHP  キュートビー キュートビー
■サイズ／64ｃｍ×56ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／64ｃｍ×56ｃｍ ■ロット／5枚単位 
■容量／25リットル ■容量／25リットル 

品番 品番 
ANG27707ANG27707
 AG18"SHP  アドラーブルパピーラブ アドラーブルパピーラブ
■サイズ／55ｃｍ×64ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／55ｃｍ×64ｃｍ ■ロット／5枚単位 
■容量／24リットル ■容量／24リットル 

品番 品番 
ANG27643ANG27643
 AG18"SHP  HVDハートウィズウィングス HVDハートウィズウィングス
■サイズ／81ｃｍ×50ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／81ｃｍ×50ｃｍ ■ロット／5枚単位 
■容量／20リットル ■容量／20リットル 

品番 品番 
ANG25529ANG25529
 AG18"SHP  ハムスターラブ ハムスターラブ
■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／23リットル■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／23リットル
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