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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

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。

ANG16058ANG16058
 AG18" SHP  ストロベリー ストロベリー
■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 
ANG08799ANG08799
 AG L-SHP 
トロピカルクーラートロピカルクーラー
■サイズ／51cm×89cm■サイズ／51cm×89cm
■ロット／5枚単位■ロット／5枚単位
■容量／33リットル■容量／33リットル

品番 品番 
ANG07256ANG07256
 AG L-SHP  ビアマグ ビアマグ
■サイズ／50cm×58ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／45リットル■サイズ／50cm×58ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／45リットル

品番 品番 ANG30514ANG30514
 AG L-SHP  ファンイン ファンイン
ザサンピンクグラッシーズザサンピンクグラッシーズ
■サイズ／93×33cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／93×33cm ■ロット／5枚単位 
■容量／35リットル■容量／35リットル

品番 品番 ANG30483ANG30483
 AG L-SHP  ウォーターメロン ウォーターメロン
■サイズ／81×40cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／81×40cm ■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 
ANG11099ANG11099
 AG L-SHP 
ロブスターロブスター
■サイズ／61cm×99cm■サイズ／61cm×99cm
■ロット／5枚単位 ■容量／50リットル■ロット／5枚単位 ■容量／50リットル

品番 品番 
ANG24975ANG24975
 AG L-SHP   
ワイルドアイルワイルドアイル
フリップフラップスフリップフラップス
■サイズ／64cm×89cm ■ロット／5枚単位■サイズ／64cm×89cm ■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 
ANG11095ANG11095
 AG L-SHP   
フリップフラップフリップフラップ
■サイズ／64cm×84cm ■ロット／5枚単位■サイズ／64cm×84cm ■ロット／5枚単位
■容量／55リットル■容量／55リットル

品番 品番 
ANG28949ANG28949
 AG17"  サマーシーン サマーシーン
フラワーズフラワーズ
■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 
ANG30481ANG30481
 AG17"  サマーファン サマーファン
■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／／14リットル  14リットル  

品番 品番 
ANG119926ANG119926
 AG17"  サマースプラッシュ サマースプラッシュ
■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／1／14リットル  4リットル  

品番 品番 ANG06190ANG06190
 AG L-SHP 
プリズマティックフィッシュプリズマティックフィッシュ
■サイズ／84cm×59cm ■ロット／5枚単位■サイズ／84cm×59cm ■ロット／5枚単位
■容量／46リットル■容量／46リットル

品番 品番 ANG06185ANG06185
 AG L-SHP トロピカルフィッシュトロピカルフィッシュ
■サイズ／84cm×59cm ■ロット／5枚単位■サイズ／84cm×59cm ■ロット／5枚単位
■容量／46リットル■容量／46リットル

品番 品番 ANG07647ANG07647
 AG クラスター 
トロピカルフィッシュクラスタートロピカルフィッシュクラスター
■サイズ／77cm×61cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／77cm×61cm ■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 
ANG06196ANG06196
 AG L-SHP   
シーホースシーホース
■サイズ／59cm×89cm■サイズ／59cm×89cm
■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 
ANG17905ANG17905
 AG L-SHP 
フラガールフラガール
■サイズ／48cm×89cm■サイズ／48cm×89cm
■ロット／5枚単位■ロット／5枚単位
■容量／53リットル■容量／53リットル

品番 品番 
ANG07701ANG07701
 AG L-SHP  パームツリー パームツリー
■サイズ／74cm×83cm ■ロット／5枚単位■サイズ／74cm×83cm ■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 
ANG28950ANG28950
 AG L-SHP  サマーシーンパームツリー サマーシーンパームツリー
■サイズ／74cm×83cm ■ロット／5枚単位■サイズ／74cm×83cm ■ロット／5枚単位
■容量／39リットル■容量／39リットル

品番 ANG08434
  AG ミニSHP  
ピンクドルフィンピンクドルフィン
■サイズ／40cm×27cm ■サイズ／40cm×27cm 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 品番 ANG06069
  AG ミニSHP  
オーシャンブルードルフィンオーシャンブルードルフィン
■サイズ／40cm×27cm ■サイズ／40cm×27cm 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 品番 ANGB06069
  AG ミニSHP    
オーシャンオーシャン
ブルードルフィンブルードルフィン
ブローイングブローイング
■サイズ／40cm×27cm ■サイズ／40cm×27cm 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 品番 ANGB08434
  AG ミニSHP    
ピンクドルフィンピンクドルフィン
ブローイングブローイング
■サイズ／40cm×27cm ■サイズ／40cm×27cm 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 ANG07725
  AG ミニSHP   トロピカルフィッシュ トロピカルフィッシュ
■サイズ／38cm×32cm ■ロット／10枚単位■サイズ／38cm×32cm ■ロット／10枚単位

品番品番 ANG05813
 AG L-SHP 
オーシャンブルーオーシャンブルー
ドルフィンドルフィン
■サイズ／84cm×56cm■サイズ／84cm×56cm
■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 ANG07460
 AG L-SHP 
ピンクドルフィンピンクドルフィン
■サイズ／84cm×56cm■サイズ／84cm×56cm
■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 ANG08437ANG08437
 AG L-SHP 
シルバードルフィンシルバードルフィン
■サイズ／84cm×56cm■サイズ／84cm×56cm
■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 ANG05819ANG05819
 AG L-SHP 
ジュエルブルージュエルブルー
ドルフィンドルフィン
■サイズ／84cm×56cm■サイズ／84cm×56cm
■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 ANG24577ANG24577
 AG L-SHP  ポルカドットタートル ポルカドットタートル
■サイズ／71cm×53cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／71cm×53cm ■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 ANG11834
 AG L-SHP  キッシングドルフィンズ キッシングドルフィンズ
■サイズ／86cm×76cm ■ロット／5枚単位■サイズ／86cm×76cm ■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 ANG07257ANG07257
 AG L-SHP  シャーク シャーク
■サイズ／104cm×58cm■サイズ／104cm×58cm
■ロット／5枚単位 ■容量／40リットル■ロット／5枚単位 ■容量／40リットル

品番 品番 ANG06158
 AG 3-D  シータートル シータートル
■サイズ／51cm×28cm×76cm■サイズ／51cm×28cm×76cm
■ロット／1枚単位 ■容量／30リットル■ロット／1枚単位 ■容量／30リットル

品番 品番 ANG06188ANG06188
 AG L-SHP  プリズマティックサン プリズマティックサン
■サイズ／61cm×61cm ■ロット／5枚単位■サイズ／61cm×61cm ■ロット／5枚単位
■容量／21リットル■容量／21リットル

品番 品番 
ANG28948ANG28948
 AG L-SHP  ウェルカムトゥーパラタイス ウェルカムトゥーパラタイス
■サイズ／58cm×71cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／58cm×71cm ■ロット／5枚単位 
■容量／29リットル■容量／29リットル

★ リボンが付いていて使いやすい！ イレギュラー商品のため、★ リボンが付いていて使いやすい！ イレギュラー商品のため、
数量限りの大特価にて販売いたします。数量限りの大特価にて販売いたします。

品番 品番 ANG28139ANG28139
 AG L-SHP  レインボー レインボー
■サイズ／43×100cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／43×100cm ■ロット／5枚単位 
■容量／58リットル  ■容量／58リットル  

品番 品番 
ANG24519ANG24519
 AG L-SHP  サンシャインサン サンシャインサン
■サイズ／74cm×71cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／74cm×71cm ■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 
ANG15561ANG15561
  AG ミニSHP    
グラフィックサングラフィックサン
■サイズ／24cm×24cm ■サイズ／24cm×24cm 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 品番 ANG28817ANG28817
 AG ３-D  タートル＆フロッグ タートル＆フロッグ
■サイズ／73cm×50cm ■ロット／1枚単位 ■サイズ／73cm×50cm ■ロット／1枚単位 
■容量／44リットル■容量／44リットル
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