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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。

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。 

※ 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。

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。

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 詳しくはP4を参照ください。

品番 品番 ANG28310ANG28310
 AG マルチ   シッティングバニーシッティングバニー
■サイズ／85cm×97cm ■ロット／1枚単位■サイズ／85cm×97cm ■ロット／1枚単位
※エアー専用※エアー専用

品番 品番 ANG30459ANG30459
 AG L-SHP   
スパーキンググラッドキャップスパーキンググラッドキャップ
■サイズ／79cm×56cm ■サイズ／79cm×56cm 
■ロット／5枚単位 ■容量／52リットル■ロット／5枚単位 ■容量／52リットル

品番 品番 ANG28197
 AG9"  コングラッツグラッド コングラッツグラッド
ウェイビーバースツウェイビーバースツ
■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 ANG30227ANG30227
 AG L-SHP   バニー&チックバニー&チック
■サイズ／73cm×73cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／73cm×73cm ■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 ANG30223ANG30223
 AG17"  イースターファン イースターファン
■サイズ／42cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／42cm ■ロット／5枚単位 
■容量／13リットル■容量／13リットル

品番 品番 BLT14312BLT14312
 BLT21"  マイティー マイティー
スターリーコングラッツスターリーコングラッツ
■サイズ／54cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／54cm ■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 ANG28198
 AG4"  コングラッツグラッド コングラッツグラッド
ウェイビーバースツウェイビーバースツ
■サイズ／70cm×108cm ■ロット／10枚単位■サイズ／70cm×108cm ■ロット／10枚単位

品番 品番 ANG112003ANG112003
 AG エアウォーカー  ハッピーバニー ハッピーバニー
■サイズ／71cm×142ｃｍ ■サイズ／71cm×142ｃｍ 
■ロット／1枚単位 ■容量／114リットル■ロット／1枚単位 ■容量／114リットル
★ヘリウムタイプ自立できます。

品番 品番 ANG26021ANG26021
 AG バルーンバディ  チック チック
■サイズ／38cm×63ｃｍ ■サイズ／38cm×63ｃｍ 
■ロット／1枚単位 ■容量／27リットル■ロット／1枚単位 ■容量／27リットル
★ヘリウムタイプ自立できます。

品番 品番 ANG111805
 Ｌ-ＳＨＰ  バニーハグヘッド  バニーハグヘッド 
ホワイトホワイト
■サイズ／67cm×58ｃｍ ■サイズ／67cm×58ｃｍ 
■ロット／5枚単位 ■容量／34リットル■ロット／5枚単位 ■容量／34リットル

品番 品番 
ANG19439ANG19439
 AG18"SHP   
イースターバスケットイースターバスケット
■サイズ／33cm×53ｃｍ ■サイズ／33cm×53ｃｍ 
■ロット／5枚単位 ■容量／23リットル■ロット／5枚単位 ■容量／23リットル

品番 品番 
ANG23819ANG23819
 AG18"   ハッピーイースタードットハッピーイースタードット
■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 ANG26045
 AG4"  プレイフル プレイフル
イースターバニーイースターバニー
■サイズ／10cm■サイズ／10cm
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 
ANG23824ANG23824
 AG ミニSHP   
イースターバニーウィズベストイースターバニーウィズベスト
■サイズ／23cm×42cm■サイズ／23cm×42cm
■ロット／10枚単位 ■ロット／10枚単位 

品番 
ANG26072ANG26072
 AG4"   
コングラッツグラッドコングラッツグラッド
スターズスターズ
■■サイズ／10cmサイズ／10cm ■ ■ロット／10枚単位ロット／10枚単位

品番 
ANG07963ANG07963
 AG ミニSHP 
グラッドキャップグラッドキャップ
スマイリースマイリー
■サイズ／27.5cm×36cm ■ロット／10枚単位■サイズ／27.5cm×36cm ■ロット／10枚単位

品番 品番 ANG24800ANG24800
 AG L-SHP   
カラフルコメンスメントキャップカラフルコメンスメントキャップ
■サイズ／79ｃｍ×56ｃｍ■サイズ／79ｃｍ×56ｃｍ
■ロット／5枚単位 ■容量／52リットル■ロット／5枚単位 ■容量／52リットル

品番 品番 ANG23856ANG23856
 AG L-SHP  グラッドモンキー グラッドモンキー
■サイズ／71ｃｍ×91ｃｍ■サイズ／71ｃｍ×91ｃｍ
■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 ANG22073ANG22073
 AG シングアチューン   コングラッツコングラッツ
■■サイズ／71ｃｍサイズ／71ｃｍ  
■■ロット／1枚単位ロット／1枚単位 ■ ■容量／70リットル容量／70リットル

品番 品番 ANG22011ANG22011
 AG18"   コングラッチュレーションズ！コングラッチュレーションズ！
■サイズ／45ｃｍ■サイズ／45ｃｍ
■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル

品番 品番 ANG25999ANG25999
 AG L-SHP  グラッドスクロール グラッドスクロール
■サイズ／45ｃｍ×78ｃｍ■サイズ／45ｃｍ×78ｃｍ
■ロット／5枚単位 ■容量／46  リットル■ロット／5枚単位 ■容量／46  リットル

品番 品番 ANG28074ANG28074
 AG L-SHP  ハローキティ ハローキティ
グラデュエーショングラデュエーション
■サイズ／53ｃｍ×78ｃｍ■サイズ／53ｃｍ×78ｃｍ
■ロット／5枚単位 ■容量／45  リットル■ロット／5枚単位 ■容量／45  リットル

品番 品番 ANG28694ANG28694
 AG18"  ドリームビッグシェブロン ドリームビッグシェブロン
■サイズ／45ｃｍ■サイズ／45ｃｍ
■ロット／5枚単位 ■容量／14リットル■ロット／5枚単位 ■容量／14リットル

品番 品番 
ANG28126ANG28126
 AG18"  ハウンドトゥース ハウンドトゥース
エレガントグラッドエレガントグラッド
■サイズ／45ｃｍ■サイズ／45ｃｍ
■ロット／5枚単位 ■容量／14リットル■ロット／5枚単位 ■容量／14リットル

品番 品番 
ANG29412ANG29412
 AG オーブス   ニューイヤーニューイヤー
ゴールドパターンズゴールドパターンズ
■サイズ／38cm■サイズ／38cm×40cm×40cm  ■ロット／1枚単位 ■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 ANG29413ANG29413
 AG キューブス   セレブレートストリーマーズセレブレートストリーマーズ
■サイズ／38cm■サイズ／38cm×38cm×38cm  ■ロット／1枚単位 ■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 ANG29414ANG29414
 AG ダイヤモンズ   
ニューイヤースパークルニューイヤースパークル
■サイズ／38cm■サイズ／38cm×43cm×43cm  ■ロット／1枚単位 ■ロット／1枚単位 
■容量／30リットル■容量／30リットル

品番 品番 ANG29569ANG29569
 AG オーブス   ジオメトリックニューイヤージオメトリックニューイヤー
■サイズ／38cm■サイズ／38cm×40cm×40cm  ■ロット／1枚単位 ■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 ANG25162ANG25162
 AG L-SHP  ニューイヤー ニューイヤー
シャンパンバーストシャンパンバースト
■サイズ／61ｃｍ×81ｃｍ■サイズ／61ｃｍ×81ｃｍ
■ロット／5枚単位 ■容量／46リットル■ロット／5枚単位 ■容量／46リットル

品番 品番 ANG27243ANG27243
 AG L-SHP  ハッピーニューイヤー ハッピーニューイヤー
シューティングゴールドスターシューティングゴールドスター
■サイズ／69cm×56cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／69cm×56cm ■ロット／5枚単位 
■容量／39リットル■容量／39リットル

品番 品番 ANG27242ANG27242
 AG L-SHP  ハッピー ハッピー
ニューイヤーニューイヤー
シャンパングラスシャンパングラス
■サイズ／36cm×97cm■サイズ／36cm×97cm
■ロット／5枚単位 ■ロット／5枚単位 
■容量／27リットル■容量／27リットル

品番 品番 
ANG22848ANG22848
 AG L-SHP  チャイニーズドラゴン チャイニーズドラゴン
■サイズ／79ｃｍ×102ｃｍ ■サイズ／79ｃｍ×102ｃｍ 
■ロット／5枚単位 ■容量／54リットル■ロット／5枚単位 ■容量／54リットル

品番 品番 
ANG22815ANG22815
 AG クラスター  カウントダウン カウントダウン
ニューイヤーズコネクトニューイヤーズコネクト
■サイズ／94ｃｍ×94ｃｍ■サイズ／94ｃｍ×94ｃｍ
■ロット／5枚単位 ■容量／45リットル■ロット／5枚単位 ■容量／45リットル

品番 品番 
NSB00857NSB00857
 NSB L-SHP  ハッピーニューイヤー ハッピーニューイヤー
■サイズ／79ｃｍ■サイズ／79ｃｍ
■ロット／5枚単位 ■容量／21リットル■ロット／5枚単位 ■容量／21リットル

品番 品番 PIN39079PIN39079
 ＭＦ18"  ニューイヤーシップ、シップ、フレイ ニューイヤーシップ、シップ、フレイ
■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル

品番 品番 
ANG27250ANG27250
 AG19"  ハッピーニューイヤー ハッピーニューイヤー
ゴールドスターゴールドスター
■サイズ／45cm■サイズ／45cm
■ロット／5枚単位 ■容量／14リットル■ロット／5枚単位 ■容量／14リットル

品番 品番 
ANG27245ANG27245
 AG18"  ゴールデンニューイヤー ゴールデンニューイヤー
■サイズ／45cm ■サイズ／45cm 
■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル

品番 品番 ANG27253ANG27253
 AG18"  ハッピーニューイヤーシャンパンポップ ハッピーニューイヤーシャンパンポップ
■サイズ／45cm ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル■サイズ／45cm ■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル

品番 品番 
ANG29405ANG29405
 AG17"  ハッピーニューイヤー ハッピーニューイヤー
スワールズスワールズ
■サイズ／43cm■サイズ／43cm
■ロット／5枚単位 ■容量／14リットル■ロット／5枚単位 ■容量／14リットル

品番 品番 ANG22846
 AG4"   ハッピーニューイヤーハッピーニューイヤー
スターズスターズ
■サイズ／10cm ■ロット／10枚単位■サイズ／10cm ■ロット／10枚単位

品番 品番 ANG29665
 AG9"  ハッピー ハッピー
ニューイヤーニューイヤースワールズスワールズ
■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 ANG29666
 AG4"  ハッピー ハッピー
ニューイヤーニューイヤースワールズスワールズ
■サイズ／10ｃｍ ■ロット／10枚単位■サイズ／10ｃｍ ■ロット／10枚単位

品番 品番 
ANG31444ANG31444
 AG L-SHP  ハッピーニューイヤー  ハッピーニューイヤー 
ドットド スター ドットド スター 
■サイズ／  76cm×76ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／  76cm×76ｃｍ ■ロット／5枚単位 

品番 品番 
ANG31443ANG31443
 AG クラスター  ハッピーニューイヤー  ハッピーニューイヤー 
2016 2016 
■サイズ／  81cm×89ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／  81cm×89ｃｍ ■ロット／5枚単位 

品番 品番 ANG31472ANG31472
 AG9”   ハッピーニューイヤー ハッピーニューイヤー 
ゴールド&シルバー ゴールド&シルバー 
コンフェティ コンフェティ 
■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
ANG26ANG2
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