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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

ミニSHP・9インチ・4インチは、納品形態を  か  か  の中から必ずご指定ください。 詳しくはP4を参照ください。
※特に表記がない場合はフラットタイプにて納品いたします。 ※カップ＆スティックは別売です。

Cars / Finding Nemo / Monsters,Inc・Others  カーズ／ニモ／モンスターズインク・他  Monsters, Inc / Toy Story / American Hero モンスターズインク／トイストーリー／アメリカンヒーロー  

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。品番 品番 ANG26227ANG26227
 AG26" シースルー  トイストーリー トイストーリー
■サイズ／66cm ■ロット／5枚単位 ■容量／42リットル■サイズ／66cm ■ロット／5枚単位 ■容量／42リットル

品番 品番 
ANG26202ANG26202
 AG L-SHP  マイク  マイク 
■サイズ／76cm×86cm ■ロット／5枚単位 ■容量／36リットル■サイズ／76cm×86cm ■ロット／5枚単位 ■容量／36リットル

品番 品番 ANG28401ANG28401
 AGオーブス   
モンスターズユニバーシティー モンスターズユニバーシティー 
■サイズ／38cm×40cm ■サイズ／38cm×40cm 
■ロット／1枚単位 ■容量／35リットル■ロット／1枚単位 ■容量／35リットル

品番 品番 
ANG26201ANG26201
 AG L-SHP  サリー サリー
■サイズ／81cm×79cm  ■サイズ／81cm×79cm  
■ロット／5枚単位 ■ロット／5枚単位 
■容量／40リットル■容量／40リットル

品番 品番 
ANG17755ANG17755
 AG L-SHP  バットマンケープシェイプ バットマンケープシェイプ
■サイズ／71cm×69cm ■サイズ／71cm×69cm 
■ロット／5枚単位 ■容量／60リットル■ロット／5枚単位 ■容量／60リットル

品番 品番 
ANG27508ANG27508
 AG L-SHP 
スーパーマンマンオブスティールスーパーマンマンオブスティール
■サイズ／78cm×78cm ■サイズ／78cm×78cm 
■ロット／5枚単位 ■容量／67リットル■ロット／5枚単位 ■容量／67リットル

品番 品番 
ANG21229ANG21229
 AG L-SHP  ジャスティスリーグマーキー ジャスティスリーグマーキー
■サイズ／79cm×71cm ■サイズ／79cm×71cm 
■ロット／5枚単位 ■容量／53リットル■ロット／5枚単位 ■容量／53リットル

品番品番  ANG20010ANG20010
 AG ジャンボ  シングアチューン 
バズライトイヤーハッピーバースデーバズライトイヤーハッピーバースデー
■サイズ／71cm ■ロット／1枚単位 ■容量／70リットル■サイズ／71cm ■ロット／1枚単位 ■容量／70リットル

品番 品番 
ANG61959ANG61959
 AG L-SHP   
バズフルボディバズフルボディ
■サイズ／61cm×89cm ■サイズ／61cm×89cm 
■ロット／5枚単位 ■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 ANG29692ANG29692
 AG L-SHP   
スーパーマンエンブレムスーパーマンエンブレム
■サイズ／66cm×50cm ■サイズ／66cm×50cm 
■ロット／5枚単位 ■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 ANG29657ANG29657
 AG L-SHP   
バットマンエンブレムバットマンエンブレム
■サイズ／68cm×48cm ■サイズ／68cm×48cm 
■ロット／5枚単位 ■ロット／5枚単位 
■容量／60リットル■容量／60リットル

品番 品番 ANG23479ANG23479
 AG エアウォーカー  バットマン バットマン
■サイズ／91cm×111cm ■サイズ／91cm×111cm 
■ロット／1枚単位 ■容量／136リットル■ロット／1枚単位 ■容量／136リットル
★ヘリウムタイプ 自立できます。

品番 品番 
ANG23478ANG23478
 AG エアウォーカー   
バズライトイヤーバズライトイヤー
■サイズ／102cm×135cm ■サイズ／102cm×135cm 
■ロット／1枚単位 ■ロット／1枚単位 
■容量／140リットル■容量／140リットル
★ ヘリウムタイプ
自立できます。

品番 品番 
ANG111199ANG111199
 AG エアウォーカー 
モンスターズ モンスターズ 
ユニバーシティ マイクユニバーシティ マイク
■サイズ／129cm×137cm ■サイズ／129cm×137cm 
■ロット／1枚単位 ■ロット／1枚単位 
■容量／118リットル■容量／118リットル
★ ヘリウムタイプ★ ヘリウムタイプ
自立できます。自立できます。

品番 品番 
ANG26357ANG26357
 AG18"  ウッディ&バズ ウッディ&バズ
■サイズ／45cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／45cm ■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 
ANG26199ANG26199
 AG17"  モンスター モンスター
ユニバーシティバースデーユニバーシティバースデー
■サイズ／42cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／42cm ■ロット／5枚単位 
■容量／14リットル■容量／14リットル

品番 品番 
ANG27154ANG27154
 AG17"  モンスター モンスター
ユニバーシティグループユニバーシティグループ
■サイズ／42cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／42cm ■ロット／5枚単位 
■容量／14リットル■容量／14リットル

品番 品番 ANG26237ANG26237
 AG26" シースルー  カーズ カーズ
■サイズ／66cm ■ロット／5枚単位■サイズ／66cm ■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 ANG25327ANG25327
 AG L-SHP  カーズファースト カーズファースト
バースデートロフィーバースデートロフィー
■サイズ／66cm×69cm ■サイズ／66cm×69cm 
■ロット／5枚単位 ■容量／42リットル■ロット／5枚単位 ■容量／42リットル

品番 品番 ANG27412ANG27412
 AG L-SHP  ディズニープレーンズ ディズニープレーンズ
■サイズ／119cm×48cm ■サイズ／119cm×48cm 
■ロット／5枚単位 ■容量／37リットル■ロット／5枚単位 ■容量／37リットル

品番 品番 ANG2413ANG2413
 AG17"  ディズニープレーンズ ディズニープレーンズ
■サイズ／42cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／42cm ■ロット／5枚単位 
■容量／14リットル■容量／14リットル

品番 品番 ANG29008ANG29008
 AG17"  カーズネオンシティ カーズネオンシティ
■サイズ／42cm ■ロット／5枚単位■サイズ／42cm ■ロット／5枚単位
■容量／14リットル■容量／14リットル

品番 品番 
ANG26323ANG26323
  AG9"   
ファインディングニモファインディングニモ
■サイズ／23cm ■サイズ／23cm 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 品番 
ANG26334ANG26334
  AG ミニSHP  モンスターズ モンスターズ
ユニバーシティーマイクユニバーシティーマイク
■サイズ／35cm×43cm■サイズ／35cm×43cm
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 品番 
ANG26333ANG26333
  AG ミニSHP  モンスターズ モンスターズ
ユニバーシティサリーユニバーシティサリー
■サイズ／34cm×35cm■サイズ／34cm×35cm
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 品番 
ANG28305ANG28305
  AG インフレイトアファン   
モンスターズモンスターズ
ユニバーシティーユニバーシティー
■サイズ／15cm×30cm ■サイズ／15cm×30cm 
■ロット／5枚単位■ロット／5枚単位
★逆止弁付・スティック不要★逆止弁付・スティック不要

品番 品番 
ANG27026ANG27026
 AG インフレイトアファン   
カーズカーズ
■サイズ／15cm×30cm ■サイズ／15cm×30cm 
■ロット／5枚単位■ロット／5枚単位
★逆止弁付・スティック不要★逆止弁付・スティック不要

品番 品番 ANG113781ANG113781
 AG18"SHP   
カーズファーストバースデーカーズファーストバースデー
■サイズ／45cm ■ロット／5枚単位■サイズ／45cm ■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
  ANG27509ANG27509
 AG17"   スーパーマンスーパーマン
マンオブスティールマンオブスティール
■サイズ／42cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／42cm ■ロット／5枚単位 
■容量／14リットル■容量／14リットル

品番 品番 ANG21431ANG21431
 AG18"SHP   
カーズフェリシダデスカーズフェリシダデス
■サイズ／45cm ■ロット／5枚単位■サイズ／45cm ■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 ANG09233ANG09233
 AG18"  ファインディングニモ ファインディングニモ
ハッピーバースデーハッピーバースデー
■サイズ／45cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／45cm ■ロット／5枚単位 
■容量／15リットル■容量／15リットル

品番 
 AG L-SHP  カーズライトニング マクイーン カーズライトニング マクイーン
■サイズ／76cm×43cm ■サイズ／76cm×43cm 
■ロット／5枚単位 ■容量／67リットル■ロット／5枚単位 ■容量／67リットル

品番 品番 ANG23761ANG23761
 AG ミニSHP  トイストーリー バズ トイストーリー バズ
■サイズ／42.5cm×36.5cm■サイズ／42.5cm×36.5cm
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 品番 
ANG21487ANG21487
 AG ミニSHP   
トイストーリートイストーリー
ウッディーウッディー
■サイズ／23cm×41cm■サイズ／23cm×41cm
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 品番 
ANG17754ANG17754
 AG ミニSHP 
バットマンバットマン
アクションシェイプアクションシェイプ
■サイズ／33.5cm×42cm■サイズ／33.5cm×42cm
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 品番 ANG30067
 AG ミニSHP 
トイストーリーギャングトイストーリーギャング
■サイズ／23cm ■ロット／10枚単位■サイズ／23cm ■ロット／10枚単位

品番 品番 ANG12967ANG12967
AG ミニSHP   
カーズライトニングマクイーンカーズライトニングマクイーン
■サイズ／36.5cm×24.5cm■サイズ／36.5cm×24.5cm
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 品番 ANG27024ANG27024
 AG18"  カーズチェッカー カーズチェッカー
■サイズ／45cm ■ロット／5枚単位■サイズ／45cm ■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 ANG20979
 AG9"  トイストーリー トイストーリー
グループバースデーグループバースデー
■サイズ／23cm ■サイズ／23cm 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位
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