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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。

リボン・台紙別売　ヘリウムガス対応

Baby ベイビー

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。

品番 品番 ANG17896ANG17896
 AG L-SHP   ベイビーバギーガールベイビーバギーガール
■サイズ／71cm×79cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／71cm×79cm ■ロット／5枚単位 
■容量／44リットル■容量／44リットル

品番 品番 ANG28380ANG28380
 AG キューブズ   
ベイビーブロックベイビーブロック
■サイズ／38ｃｍ×38ｃｍ ■サイズ／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 ANG28812ANG28812
 AG L-SHP  リトルプリンセスボウ リトルプリンセスボウ
■サイズ／68cm×50cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／68cm×50cm ■ロット／5枚単位 
■容量／34リットル■容量／34リットル

品番 品番 ANG28371ANG28371
 AG オーブス  ニューベイビー ニューベイビー
■サイズ／38ｃｍ×40ｃｍ ■ロット／1枚単位 ■サイズ／38ｃｍ×40ｃｍ ■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 ANG28811ANG28811
 AG L-SHP  リトルプリンスボウタイ リトルプリンスボウタイ
■サイズ／68cm×55cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／68cm×55cm ■ロット／5枚単位 
■容量／34リットル■容量／34リットル

品番 品番 ANG24977ANG24977
 AG L-SHP  ベイビーピンク ベイビーピンク
ロッキングホースロッキングホース
■サイズ／74ｃｍ×66ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／74ｃｍ×66ｃｍ ■ロット／5枚単位 
■容量／44リットル■容量／44リットル

品番 品番 ANG28814ANG28814
 AG L-SHP  ベイビーガール ベイビーガール
ボディスーツボディスーツ
■サイズ／55cm×60cm■ロット／5枚単位 ■サイズ／55cm×60cm■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 ANG24575ANG24575
 AG L-SHP  ベイビーブルー ベイビーブルー
ロッキングホースロッキングホース
■サイズ／74ｃｍ×66ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／74ｃｍ×66ｃｍ ■ロット／5枚単位 
■容量／44リットル■容量／44リットル

品番 品番 ANG28797ANG28797
 AG L-SHP  ママトゥービー ママトゥービー
■サイズ／83ｃｍ×81ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／83ｃｍ×81ｃｍ ■ロット／5枚単位 
■容量／47リットル■容量／47リットル

品番 品番 ANG28813ANG28813
 AG L-SHP  ベイビーボーイ ベイビーボーイ
ボディスーツボディスーツ
■サイズ／55cm×60cm■ロット／5枚単位 ■サイズ／55cm×60cm■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 ANG26806ANG26806
 AG L-SHP   ベイビーシャワーモバイルベイビーシャワーモバイル
■サイズ／81cm×71cm ■サイズ／81cm×71cm ■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 ANG17952ANG17952
 AG L-SHP   ベイビーバギーボーイベイビーバギーボーイ
■サイズ／71cm×79cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／71cm×79cm ■ロット／5枚単位 
■容量／44リットル■容量／44リットル

品番 品番 ANG07063ANG07063
 AG マルチバルーン  バンドルオブ バンドルオブ
ジョイストークイッツアボーイジョイストークイッツアボーイ
■サイズ／58cm×81cm ■ロット／1枚単位 ■サイズ／58cm×81cm ■ロット／1枚単位 
■容量／72リットル■容量／72リットル

品番 品番 ANG07026ANG07026
 AG マルチバルーン  バンドルオブ バンドルオブ
ジョイストークイッツアガールジョイストークイッツアガール
■サイズ／58cm×81cm ■ロット／1枚単位 ■サイズ／58cm×81cm ■ロット／1枚単位 
■容量／72リットル■容量／72リットル

品番 品番 
ANG09892ANG09892
 AG L-SHP  ガールベア ガールベア
■サイズ／48cm×61cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／48cm×61cm ■ロット／5枚単位 
■容量／34リットル■容量／34リットル

品番 品番 
ANG07690ANG07690
 AG L-SHP  イッツアガールフット イッツアガールフット
■サイズ／58cm×32cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／58cm×32cm ■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 
ANG07688ANG07688
 AG L-SHP   イッツアボーイフットイッツアボーイフット
■サイズ／58cm×32cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／58cm×32cm ■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 
ANG65408ANG65408
 AG L-SHP  ウェルカムベイビー ウェルカムベイビー
■サイズ／41cm×61cm■サイズ／41cm×61cm
■ロット／5枚単位 ■容量／26リットル■ロット／5枚単位 ■容量／26リットル

品番 品番 
ANG09893ANG09893
 AG L-SHP  ボーイベア ボーイベア
■サイズ／48cm×61cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／48cm×61cm ■ロット／5枚単位 
■容量／34リットル■容量／34リットル

品番 品番 
ANG20711ANG20711
 AG  マルチバルーン 
ベイビーシャワーベイビーシャワー
アンブレラ＆ベアアンブレラ＆ベア
■サイズ／61cm×124cm■サイズ／61cm×124cm
■ロット／1枚単位　■容量／68リットル■ロット／1枚単位　■容量／68リットル
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品番 品番 ANG31217ANG31217
 AG マルチ  イッツアガール イッツアガール
■サイズ／129cm×101ｃｍ ■サイズ／129cm×101ｃｍ 
■ロット／1枚単位 ■容量／109リットル■ロット／1枚単位 ■容量／109リットル

品番 品番 ANG31222ANG31222
 AG マルチ  イッツアボーイ イッツアボーイ
■サイズ／134ｃｍ×99ｃｍ ■サイズ／134ｃｍ×99ｃｍ 
■ロット／1枚単位 ■容量／109リットル■ロット／1枚単位 ■容量／109リットル

品番 品番 ANG26803ANG26803
 AG18"SHP  ベイビーガール ベイビーガール
ホットエアバルーンホットエアバルーン
■サイズ／40cm×45cm ■サイズ／40cm×45cm ■ロット／5枚単位 ■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 ANG26804ANG26804
 AG18"SHP  ベイビーボーイ ベイビーボーイ
ホットエアバルーンホットエアバルーン
■サイズ／40cm×45cm ■サイズ／40cm×45cm ■ロット／5枚単位 ■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 ANG26801ANG26801
 AG18"SHP  イッツアガール イッツアガール
ベイビーボトルベイビーボトル
■サイズ／25cm×58cm ■サイズ／25cm×58cm ■ロット／5枚単位 ■ロット／5枚単位 
■容量／19リットル■容量／19リットル

品番 品番 ANG26802ANG26802
 AG18"SHP  イッツアボーイ イッツアボーイ
ベイビーボトルベイビーボトル
■サイズ／25cm×58cm ■サイズ／25cm×58cm ■ロット／5枚単位 ■ロット／5枚単位 
■容量／19リットル■容量／19リットル

品番 品番 ANG26743ANG26743
 AG18"   ブライトアンブレラシャワーブライトアンブレラシャワー
■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 ANG24559ANG24559
 AG18"  サファリベイビーガール サファリベイビーガール
■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 ANG24560ANG24560
 AG18"  サファリベイビーボーイ サファリベイビーボーイ
■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 ANG20757ANG20757
 AG18"SHP   
リトルプリンセスクラウンリトルプリンセスクラウン
■サイズ／45cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／45cm ■ロット／5枚単位 
■容量／19リットル■容量／19リットル

品番 品番 ANG20755ANG20755
 AG18"SHP   
リトルプリンスクラウンリトルプリンスクラウン
■サイズ／45cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／45cm ■ロット／5枚単位 
■容量／19リットル■容量／19リットル

品番 品番 ANG119457ANG119457
 AG18"  リトルプリンセス リトルプリンセス
■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 ANG119922ANG119922
 AG18"  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／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 ANG119921ANG119921
 AG18"  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／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 ANG118762ANG118762
 AG18"SHP  カドリークローズライン カドリークローズライン
■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 ANG119458ANG119458
 AG18"  リトルプリンス リトルプリンス
■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 ANG119309ANG119309
 AG18"   グレートエクスペクテーショングレートエクスペクテーション
■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 ANG30916ANG30916
 AG L-SHP   
ベイビーブライツベイビーブライツ
■サイズ／81ｃｍ×76ｃｍ ■サイズ／81ｃｍ×76ｃｍ 
■ロット／5枚単位■ロット／5枚単位

品番 品番 ANG30751ANG30751
 AG17"  フレンドリーベイビーサン フレンドリーベイビーサン
■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 ANG30752ANG30752
 AG17"  ブランニューベイビー ブランニューベイビー
■サイズ／42ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／42ｃｍ ■ロット／5枚単位 
■容量／13リットル■容量／13リットル

品番 品番 ANG30915ANG30915
 AG17"  ベイビーブライツ ベイビーブライツ
■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 ANG28864
  AG ミニSHP  
リトルプリンスボウタイリトルプリンスボウタイ
■サイズ／38cm×23cm ■サイズ／38cm×23cm 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 品番 ANG28865
  AG ミニSHP  
リトルプリンセスボウリトルプリンセスボウ
■サイズ／38cm×23cm ■サイズ／38cm×23cm 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 品番 ANG28866
  AG ミニSHP  
ベイビーボーイボディスーツベイビーボーイボディスーツ
■サイズ／27cm×29cm ■サイズ／27cm×29cm 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 品番 ANG28867
  AG ミニSHP  
ベイビーガールボディスーツベイビーガールボディスーツ
■サイズ／27cm×29cm ■サイズ／27cm×29cm 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 品番 ANG18070
  AG ミニSHP  
ベイビーバギーボーイベイビーバギーボーイ
■サイズ／32cm×38cm ■サイズ／32cm×38cm 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 品番 ANG18072
  AG ミニSHP  
ベイビーバギーガールベイビーバギーガール
■サイズ／32cm×38cm ■サイズ／32cm×38cm 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位
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