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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

Flowers 花 Bugs 昆虫

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
※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。

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。

表

側面

品番 品番 
ANG30373ANG30373
 AG L-SHP   
ファンシーファンシー
バタフライ バタフライ 
イエローイエロー
■サイズ■サイズ／78cm×68ｃｍ／78cm×68ｃｍ  
■ロット■ロット／／5枚単位 5枚単位 
■容量■容量／45／45リットル  リットル  

品番 品番 
ANG30329ANG30329
 AG L-SHP   
ファンシーバタフライファンシーバタフライ
■サイズ■サイズ／63cm×63ｃｍ／63cm×63ｃｍ  
■ロット■ロット／／5枚単位 5枚単位 
■容量■容量／／44リットル  44リットル  

品番 品番 ANG26013ANG26013
 AG18"SHP  トロピカル トロピカル
バタフライバタフライ
■サイズ■サイズ／45cm／45cm  
■ロット■ロット／／5枚単位 5枚単位 
■容量■容量／／15リットル  15リットル  

品番 品番 
ANG23908ANG23908
 AG L-SHP   
ペインテッドペインテッド
ピンクバタフライピンクバタフライ
■サイズ／63cm×63cm ■サイズ／63cm×63cm 
■ロット／5枚単位■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 ANG23916ANG23916
 AG L-SHP  ハッピーフェイスデイジー ハッピーフェイスデイジー
■サイズ／74cm×74cm ■ロット／5枚単位 ■容量／42リットル■サイズ／74cm×74cm ■ロット／5枚単位 ■容量／42リットル

品番 品番 ANG29659ANG29659
 AG17"  フローラルコラージュ フローラルコラージュ
■サイズ／42ｃm ■ロット／5枚単位 ■容量／14リットル■サイズ／42ｃm ■ロット／5枚単位 ■容量／14リットル

品番 品番 ANG22375ANG22375
 AG18"  デイインパラダイス デイインパラダイス
■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 
 AG L-SHP  チャッターボックスピンクフラワー チャッターボックスピンクフラワー
■サイズ／74cm×74cm ■ロット／5枚単位 ■容量／42リットル■サイズ／74cm×74cm ■ロット／5枚単位 ■容量／42リットル

品番 品番 ANG08439ANG08439
 AG L-SHP  チャッターボックス チャッターボックス
パープルフラワーパープルフラワー
■サイズ／74cm×74cm ■サイズ／74cm×74cm 
■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 ANG15793ANG15793
 ＡＧ18"  スプリングフリング スプリングフリング
■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 ANG119925ANG119925
 AG18"  ワイルドアイル ワイルドアイル
■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 
ANG16989ANG16989
 AG L-SHP 
ピンクローズピンクローズ
ウィズステムウィズステム
■サイズ／36cm×102cm■サイズ／36cm×102cm
■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 
ANG28800ANG28800
 AG L-SHP 
フォーユーブーケフォーユーブーケ
■サイズ／45cm×76cm■サイズ／45cm×76cm
■ロット／5枚単位■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 ANG26521ANG26521
 AG L-SHP  スマイリーピンクフラワー スマイリーピンクフラワー
■サイズ／74cm×74cm ■ロット／5枚単位 ■容量／42リットル■サイズ／74cm×74cm ■ロット／5枚単位 ■容量／42リットル

品番 品番 ANG28137ANG28137
 ＡＧオーブス 
フラワーアンドストライプスフラワーアンドストライプス
■サイズ／38cm×40cm ■サイズ／38cm×40cm 
■ロット／1枚単位 ■容量／35リットル■ロット／1枚単位 ■容量／35リットル

品番 ANG12023
 AG18"SHP  レッドローズバッド レッドローズバッド
■サイズ／45cm ■ロット／5枚単位 ■容量／18リットル■サイズ／45cm ■ロット／5枚単位 ■容量／18リットル

品番 品番 ANG12021
 AG18"SHP  レッドブルーミングローズ レッドブルーミングローズ
■サイズ／45cm ■ロット／5枚単位 ■容量／22リットル■サイズ／45cm ■ロット／5枚単位 ■容量／22リットル

品番 品番 ANG21346ANG21346
 AG L-SHP  ピンクフローラル ピンクフローラル
スワロウテイルバタフライスワロウテイルバタフライ
■サイズ／71cm×94ｃｍ ■ロット／5枚単位■サイズ／71cm×94ｃｍ ■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 ANG24543ANG24543
 AG L-SHP   バタフライクラスターコンネクストバタフライクラスターコンネクスト
■サイズ／97cm ■ロット／5枚単位 ■容量／34リットル■サイズ／97cm ■ロット／5枚単位 ■容量／34リットル

品番 品番 ANG07255ANG07255
 AG18"SHP   ブライトブライト
バタフライバタフライ
■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 ANG07254ANG07254
 AG L-SHP  ブライトバタフライ ブライトバタフライ
■サイズ／63cm×63cm ■ロット／5枚単位■サイズ／63cm×63cm ■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 ANG05929ANG05929
 AG L-SHP   
ミスレディバグミスレディバグ
■サイズ／61cm×63cm ■サイズ／61cm×63cm 
■ロット／5枚単位■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 ANG04745ANG04745
 AG L-SHP  ハッピービー ハッピービー
■サイズ／61cm×63cm ■ロット／5枚単位■サイズ／61cm×63cm ■ロット／5枚単位
■容量／38リットル■容量／38リットル

品番 品番 ANG15543ANG15543
 ＡＧ L-SHP  ウィムジカルガーデンバタフライ ウィムジカルガーデンバタフライ
■サイズ／64cm×64cm ■ロット／5枚単位■サイズ／64cm×64cm ■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 ANG03848ANG03848
 AG L-SHP  ジュエルバタフライ ジュエルバタフライ
■サイズ／68cm×51cm ■ロット／5枚単位■サイズ／68cm×51cm ■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 
ANG07645ANG07645
 AG 3D  ドラゴンフライ ドラゴンフライ
■サイズ／101cm×79cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／101cm×79cm ■ロット／5枚単位 
■容量／52リットル■容量／52リットル

品番 品番 ANG26011ANG26011
 AG L-SHP  キュートキャタピラー キュートキャタピラー
■サイズ／66cm×71cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／66cm×71cm ■ロット／5枚単位 
■容量／32リットル■容量／32リットル

品番 品番 ANG26012ANG26012
 AG L-SHP   
キュートレディバグキュートレディバグ
■サイズ／50cm×68cm ■サイズ／50cm×68cm 
■ロット／5枚単位 ■ロット／5枚単位 
■容量／46リットル■容量／46リットル

品番 ANG17263
 AG18"  キュートレディバグ キュートレディバグ
■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 ANG17264
 AG18"   キュートバンブルビーキュートバンブルビー
■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 ANG07366ANG07366
 AG ミニSHP   ブライトバタフライブライトバタフライ
■サイズ／32cm×25cm  ■ロット／10枚単位■サイズ／32cm×25cm  ■ロット／10枚単位

品番 品番 ANG15564
 AG ミニSHP   
ウィムジカルガーデンバタフライウィムジカルガーデンバタフライ
■サイズ／32cm×25cm ■ロット／10枚単位■サイズ／32cm×25cm ■ロット／10枚単位

品番 品番 ANG07718
  AG ミニSHP   ハッピービー ハッピービー
■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 ANG15560
  ＡＧ ミニＳＨＰ   グラフィックレディーバグ グラフィックレディーバグ
■サイズ／20cm×25cm ■ロット／10枚単位■サイズ／20cm×25cm ■ロット／10枚単位

品番 品番 ANG15977ANG15977
 ＡＧ18" ＳＨＰ  パープルハイビスカス パープルハイビスカス
■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 ANG16085
 ＡＧ18"ＳＨＰ  ピンクハイビスカス ピンクハイビスカス
■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
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