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リボン・台紙別売　ヘリウムガス対応

Hello Kitty ハローキティ

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 ※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。

キティちゃんの
柄のホログラム！
ティちゃんのキ

品番 
ANG21843ANG21843
 AG L-SHP   
ハローキティサマーファンキティハローキティサマーファンキティ
■サイズ／56cm×76ｃｍ ■サイズ／56cm×76ｃｍ 
■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

ANG20562ANG20562
 AG L-SHP   
ハローキティラビンハローキティラビン
■サイズ／53cm×74ｃｍ ■サイズ／53cm×74ｃｍ 
■ロット／5枚単位 ■容量／48リットル■ロット／5枚単位 ■容量／48リットル

品番 品番 ANG21753
 AG L-SHP  ハローキティシェイプ ハローキティシェイプ
■サイズ／56ｃｍ×69ｃｍ ■サイズ／56ｃｍ×69ｃｍ 
■ロット／5枚単位 ■容量／55リットル■ロット／5枚単位 ■容量／55リットル

品番 
 AG L-SHP  ハローキティ ピンク＆パープル ハローキティ ピンク＆パープル
■サイズ／56cm×76cm ■ロット／5枚単位 ■容量／50リットル■サイズ／56cm×76cm ■ロット／5枚単位 ■容量／50リットル

表

裏

品番 品番 SAG02013SAG02013
 SAG  キティ顔 シェイプ キティ顔 シェイプ
■サイズ／50ｃｍ ■ロット／10枚単位 ■容量／18リットル■サイズ／50ｃｍ ■ロット／10枚単位 ■容量／18リットル
★リボン・おもり付

品番 品番 LOG30306LOG30306
 Wバルーン  キティフルボディ キティフルボディ
■サイズ／49ｃｍ ■ロット／10枚単位 ■容量／29リットル■サイズ／49ｃｍ ■ロット／10枚単位 ■容量／29リットル
★リボン・おもり付

表

表

裏

裏

品番 品番 ANG26128ANG26128
 AG26" シースルー  ハローキティ ハローキティ
■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 
ANG23476ANG23476
 AG エアウォーカー   
ハローキティハローキティ
■サイズ／76cm×127ｃｍ ■サイズ／76cm×127ｃｍ 
■ロット／1枚単位■ロット／1枚単位
■容量／170リットル■容量／170リットル
★ヘリウムタイプ 自立できます。

品番 品番 SAG02380
お散歩バルーンお散歩バルーン
ハローキティ（ピンク）ハローキティ（ピンク）
■サイズ／52ｃｍ ■サイズ／52ｃｍ 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位
■容量／13リットル■容量／13リットル
★リボン・おもり付
★ヘリウムタイプ 自立できます。

品番 品番 SAG02441SAG02441
お散歩キティアップルお散歩キティアップル
■サイズ／52ｃｍ ■サイズ／52ｃｍ 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位
■容量／12リットル■容量／12リットル
★リボン・おもり付
★ヘリウムタイプ 自立できます。

品番 品番 ANG26336ANG26336
 AG バルーンバディ  ハローキティ ハローキティ
■サイズ／39cm×59cm ■ロット／1枚単位■サイズ／39cm×59cm ■ロット／1枚単位
■容量／22リットル
★ヘリウムタイプ 自立できます。

品番 品番 SAG02435SAG02435
 SAG  ホログラムキティシェイプ ホログラムキティシェイプ
■サイズ／50ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／17リットル■サイズ／50ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／17リットル
★リボン付

表

裏 表 裏

品番 品番 ANG21844
 AG ミニSHP   
ハローキティ ハローキティ 
サマーファンキティサマーファンキティ
■サイズ／24.5ｃｍ×35ｃｍ ■サイズ／24.5ｃｍ×35ｃｍ 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 品番 ANG17856
 AG ミニSHP   
ハローキティ ハローキティ 
ピンク＆パープルピンク＆パープル
■サイズ／26.5ｃｍ×35ｃｍ  ■サイズ／26.5ｃｍ×35ｃｍ  
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 品番 ANG21842
 AG18"SHP   
ハローキティヘッドハローキティヘッド
■サイズ／45ｃｍ ■サイズ／45ｃｍ 
■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 
TKR03949TKR03949
 TKR 38㎝   
アイブレックスアイブレックス
スウィートハートスウィートハート
カラフルバニーキティカラフルバニーキティ
（PK無）（PK無）
■サイズ／38ｃｍ ■サイズ／38ｃｍ 
■ロット／5枚単位 ■ロット／5枚単位 
■容量／7リットル■容量／7リットル
★リボン付

品番 品番 ANG21751ANG21751
 AG18"  ハローキティ キャラクター ハローキティ キャラクター
■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 ANG27085ANG27085
 AG18"  ハローキティ ハローキティ
トゥイーンバースデートゥイーンバースデー
■サイズ／45ｃｍ ■サイズ／45ｃｍ 
■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 ANG26519ANG26519
 AG18"  ハローキティト ハローキティト
ゥイーンハートゥイーンハート
■サイズ／45ｃｍ ■サイズ／45ｃｍ 
■ロット／5枚単位 ■ロット／5枚単位 
■容量／15リットル■容量／15リットル

品番 品番 ANG25619ANG25619
 AG18"  ハローキティ ハローキティ
ハートハート
■サイズ／45cm ■サイズ／45cm 
■ロット／5枚単位■ロット／5枚単位
■容量／15リットル■容量／15リットル

品番 品番 ANG21840ANG21840
 AG18"  ハローキティ ハローキティ
ハッピーバースデーハッピーバースデー
■サイズ／45ｃｍ ■サイズ／45ｃｍ 
■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 ANG17292ANG17292
 AG18"   ハローキティハローキティ
ラブハートプリズマラブハートプリズマ
■サイズ／45cm ■サイズ／45cm 
■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 ANG118230ANG118230
 AG18"  ハローキティ ハローキティ
レインボーレインボー
■サイズ／45cm ■サイズ／45cm 
■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 SAG02409
 SAG 45cm   
ハローキティ カラフルバニーキティハローキティ カラフルバニーキティ
■サイズ／45cm ■ロット／10枚単位■サイズ／45cm ■ロット／10枚単位
■容量／15リットル■容量／15リットル
★リボン・おもり付

品番 品番 SAG02375 
 SAG 45cm  UFO ハローキティキュート UFO ハローキティキュート
■サイズ／45cm ■ロット／10枚単位■サイズ／45cm ■ロット／10枚単位
■容量／16リットル■容量／16リットル
★リボン・おもり付

表

裏

品番 品番 SAG02322SAG02322
 SAG 45cm  CRキティ 丸 CRキティ 丸
■サイズ／45cm ■ロット／10枚単位■サイズ／45cm ■ロット／10枚単位
■容量／16リットル■容量／16リットル
★リボン・おもり付

品番 品番 SAG02332
 SAG 45cm  ハローキティ リンゴ 丸 ハローキティ リンゴ 丸
■サイズ／45cm ■ロット／10枚単位■サイズ／45cm ■ロット／10枚単位
■容量／15リットル■容量／15リットル
★リボン・おもり付

品番 品番 ANG25885ANG25885
 AG ジャンボ  シングアチューン   
ハローキティバースデーハローキティバースデー
■サイズ／71cm ■ロット／1枚単位 ■サイズ／71cm ■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 
ANG29654ANG29654
 AG L-SHP   
パーソナライズドハローキティ パーソナライズドハローキティ 
■サイズ／48cm×81cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／48cm×81cm ■ロット／5枚単位 
■容量／48リットル■容量／48リットル

★ アルファベットシール付きで名前を入れるこ
とができる画期的な商品です！１枚に付き１
シート付いています。

品番 
ANG06354ANG06354
 AG9”   
ハローキティビー ハローキティビー 
■サイズ／23cm ■サイズ／23cm 
■ロット／10枚単位 ■ロット／10枚単位 

ANGANG2

番番
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