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ⒸDisney　Ⓒ2015 Gullane（Thomas）Limited.　ⒸDisney/Pixar　Ⓒ2015 DC Comics　Ⓒ2015 Sesame Workshop　ⒸWarner Bros. Entertainment Inc.　Ⓒ2015 Viacom International Inc.　 Ⓒ2015 SANRIO CO., LTD　ⒸABC・東映アニメーション　Ⓒtv asahi All rights 
reserved. ⒸLEVEL-5 Inc.　Ⓒ2015Pokemon.　Ⓒ尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション　Ⓒ藤子プロ・小学館　Ⓒやなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV　ⒸアンパンマンデジタルLLP　Ⓒ2015 SAN-X CO.,LTD.　Ⓒkumamoto prefecture 2011.All rights reserved

Ⓒ2010 Margaret Corporation Limited & Carte Blanche Greetings Ltd　Ⓒ2005 - 2015 Zinkia Entertainment, S.A.　Ⓒcopyright mercis bv,1953-2015 www.miffy.com

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

1st Birthday 1st バースデー Birthday バースデー

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。
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品番 品番 ANG119125ANG119125
 AG18"  ファースト ファースト
バースデープリンセス
■サイズ／45cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／45cm ■ロット／5枚単位 
■容量／15リットル■容量／15リットル

品番 品番 ANG119126ANG119126
 AG18"  ファースト ファースト
バースデーオールスター
■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 ANG111013ANG111013
 AG18"  ハグ＆スティッチ 
1ｓｔバースデーガール1ｓｔバースデーガール
■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 ANG111017ANG111017
 AG18"  ハグ＆スティッチ 
1ｓｔバースデーボーイ1ｓｔバースデーボーイ
■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 ANG119322ANG119322
 AG18" SHP   
ワンダフルバースデーガールワンダフルバースデーガール
■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 ANG119290ANG119290
 AG18" SHP   
ワンダフルバースデーボーイワンダフルバースデーボーイ
■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 ANG28716ANG28716
 AG17"   ハッピーバースデーユアハッピーバースデーユア
ワンボーイワンボーイ
■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 ANG28717ANG28717
 AG17"   ハッピーバースデーユアハッピーバースデーユア
ワンガールワンガール
■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 ANG29803ANG29803
 AG17"  スウィート スウィート
バースデーガールバースデーガール
■サイズ■サイズ／／42ｃｍ ■ロット42ｃｍ ■ロット／／5枚単位 5枚単位 
■容量■容量／13／13リットル リットル 

品番 品番 ANG29806ANG29806
 AG17"  オールアボード オールアボード
バースデーバースデー
■サイズ■サイズ／／42ｃｍ ■ロット42ｃｍ ■ロット／／5枚単位 5枚単位 
■容量■容量／13／13リットル リットル 

品番 品番 ANG119924ANG119924
 AG L-SHP  スウィートリトル スウィートリトル
カップケーキガールカップケーキガール
■サイズ／74cm×91cm ■サイズ／74cm×91cm 
■ロット／5枚単位 ■容量／57リットル■ロット／5枚単位 ■容量／57リットル

品番 品番 
ANG119324ANG119324
 AG L-SHP  ワンダフル ワンダフル
バースデーガールバースデーガール
■サイズ／48cm×71cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／48cm×71cm ■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 
ANG119291ANG119291
 AG L-SHP   ワンダフルワンダフル
バースデーボーイバースデーボーイ
■サイズ／48cm×71cm ■サイズ／48cm×71cm ■ロット／5枚単位 ■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 ANG119923ANG119923
 AG L-SHP  スウィートリトル スウィートリトル
カップケーキボーイカップケーキボーイ
■サイズ／74cm×91cm ■サイズ／74cm×91cm 
■ロット／5枚単位 ■容量／57リットル■ロット／5枚単位 ■容量／57リットル

品番 
ANG119128ANG119128
 AG L-SHP  ファーストバースデー ファーストバースデー
オールスターボーイオールスターボーイ
■サイズ／48cm×71cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／48cm×71cm ■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 
ANG119127ANG119127
 AG L-SHP  ファーストバースデー ファーストバースデー
プリンセスガールプリンセスガール
■サイズ／48cm×71cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／48cm×71cm ■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 
ANG111000ANG111000
 AG L-SHP  ハグ＆スティッチ ハグ＆スティッチ
1ｓｔバースデーガール1ｓｔバースデーガール
■サイズ／48cm×71cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／48cm×71cm ■ロット／5枚単位 
■容量／39リットル■容量／39リットル

品番 
ANG111002ANG111002
 AG L-SHP     ハグ＆スティッチハグ＆スティッチ
1ｓｔバースデーボーイ1ｓｔバースデーボーイ
■サイズ／48cm×71cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／48cm×71cm ■ロット／5枚単位 
■容量／39リットル■容量／39リットル
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品番 品番 ANG29808ANG29808
 AG L-SHP    スイートバースデーガール   スイートバースデーガール
■サイズ／48ｃｍ×71ｃｍ ■サイズ／48ｃｍ×71ｃｍ 
■ロット／5枚単位 ■容量／39リットル ■ロット／5枚単位 ■容量／39リットル 

品番 品番 ANG29819ANG29819
 AG L-SHP    オールアボード   オールアボード
■サイズ／48ｃｍ×71ｃｍ ■サイズ／48ｃｍ×71ｃｍ 
■ロット／5枚単位 ■容量／39リットル ■ロット／5枚単位 ■容量／39リットル 

品番 品番 
ANG26800ANG26800
 AG L-SHP   
ブライトバースデーブライトバースデー
プレゼントスタッカープレゼントスタッカー
■サイズ／63cm×99cm ■サイズ／63cm×99cm 
■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 
ANG26795ANG26795
 AG L-SHP   
バースデーバースデー
スプリンクルスプリンクル
カップケーキカップケーキ
■サイズ／55cm×93cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／55cm×93cm ■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 
ANG26794ANG26794
 AG L-SHP   
ピントオブバースデーウィッシーズピントオブバースデーウィッシーズ
■サイズ／68cm×76cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／68cm×76cm ■ロット／5枚単位 
■容量／54リットル ■容量／54リットル 

品番 品番 
ANG17890ANG17890
 AG L-SHP 
バースデーバースデー
スタッカースタッカー
■サイズ／53cm×104cm■サイズ／53cm×104cm
■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 
ANG21937ANG21937
 AG L-SHP  ファンキーバースデーケーキ ファンキーバースデーケーキ
■サイズ／61cm×94cm ■サイズ／61cm×94cm 
■ロット／5枚単位 ■容量／66リットル■ロット／5枚単位 ■容量／66リットル

品番 品番 ANG24477ANG24477
 AG L-SHP  ハッピーバースデー ハッピーバースデー
ストライプドカップケーキストライプドカップケーキ
■サイズ／74cm×91cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／74cm×91cm ■ロット／5枚単位 
■容量／57リットル■容量／57リットル

品番 品番 
ANG24475ANG24475
 AG L-SHP  スウィートスタッフ  スウィートスタッフ 
バースデーケーキバースデーケーキ
■サイズ／51cm×86cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／51cm×86cm ■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 ANG24474ANG24474
 AG L-SHP   
チェリーバースデー カップケーキチェリーバースデー カップケーキ
■サイズ／56cm×61cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／56cm×61cm ■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 ANG25233ANG25233
 AG L-SHP  オゥソーファビュラス オゥソーファビュラス
トリプルレイヤーケーキトリプルレイヤーケーキ
■サイズ／71cm×81cm■ロット／5枚単位 ■サイズ／71cm×81cm■ロット／5枚単位 
■容量／54リットル■容量／54リットル

品番 品番 ANG24476ANG24476
 AG L-SHP   
オゥソーファビュラスバースデーケーキオゥソーファビュラスバースデーケーキ
■サイズ／46cm×58cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／46cm×58cm ■ロット／5枚単位 
■容量／37リットル■容量／37リットル

品番 品番 ANG29305ANG29305
 AG L-SHP  カップケーキパーティ カップケーキパーティ
■サイズ／48cm×71cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／48cm×71cm ■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 ANG28796ANG28796
 AG L-SHP  ハッピーバースデー ハッピーバースデー
カップケーキスターカップケーキスター
■サイズ／71cm×66cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／71cm×66cm ■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 ANG30824ANG30824
 AG L-SHP  ハッピーバースデーファンシーケーキ ハッピーバースデーファンシーケーキ
■サイズ■サイズ／／55ｃｍ×68ｃｍ ■ロット55ｃｍ×68ｃｍ ■ロット／／5枚単位 ■容量5枚単位 ■容量／／54リットル 54リットル 

品番 品番 ANG30818ANG30818
 AG L-SHP  ハッピースライスオブケーキ ハッピースライスオブケーキ
■サイズ■サイズ／60ｃｍ×66ｃｍ／60ｃｍ×66ｃｍ ■ロット ■ロット／／5枚単位 ■容量5枚単位 ■容量／／48リットル 48リットル 

品番 品番 ANG31617ANG31617
 AG L-SHP  スウィート ショップ  スウィート ショップ 
■サイズ／  101cm×60ｃｍ ■ロット／5枚単位■サイズ／  101cm×60ｃｍ ■ロット／5枚単位
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