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Non Message ノンメッセージ

リボン・台紙別売　ヘリウムガス対応

Non Message ノンメッセージ
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　ヘリウムガス対応紙別

品番 品番 PIN11813PIN11813
 MF L-SHP  パイレーツシップ パイレーツシップ
■ サイズ／101ｃｍ（吹き後81ｃｍ×48ｃｍ） ■ロット／5枚単位 ■ サイズ／101ｃｍ（吹き後81ｃｍ×48ｃｍ） ■ロット／5枚単位 
■容量／50リットル■容量／50リットル

品番 品番 PIN30949PIN30949
 MF L-SHP  クィーンオブハート/エースオブスペードクィーンオブハート/エースオブスペード
■ サイズ／76ｃｍ（吹き後42ｃｍ×60ｃｍ） ■ロット／5枚単位 ■ サイズ／76ｃｍ（吹き後42ｃｍ×60ｃｍ） ■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 PIN17658PIN17658
 MF L-SHP  メリー マーメイド メリー マーメイド
■サイズ／吹き後86cm×58cm ■サイズ／吹き後86cm×58cm 
■ロット／5枚単位 ■容量／44リットル■ロット／5枚単位 ■容量／44リットル

品番 品番 PIN11572PIN11572
 MF L-SHP  ビーミングビー ビーミングビー
■サイズ／55cm×80cm ■サイズ／55cm×80cm 
■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  

品番 品番 PIN65141PIN65141
 MF L-SHP  テディ ベア ラブ テディ ベア ラブ
■サイズ／吹き後71cm×71cm ■サイズ／吹き後71cm×71cm 
■ロット／5枚単位 ■容量／44リットル■ロット／5枚単位 ■容量／44リットル

品番 品番 PIN11619PIN11619
 MF L-SHP  ルミナスバタフライ ルミナスバタフライ
■サイズ／84cm×50cm ■サイズ／84cm×50cm 
■ロット／5枚単位 ■容量／90リットル  ■ロット／5枚単位 ■容量／90リットル  

品番 品番 
PIN16987PIN16987
 MF L-SHP   
エリー ジ エレファントエリー ジ エレファント
■ サイズ／99ｃｍ■ サイズ／99ｃｍ
（吹き後76cm×69cm） （吹き後76cm×69cm） 
■ロット／5枚単位 ■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 
PIN16704PIN16704
 MF L-SHP   
ファニー フロッグファニー フロッグ
■ サイズ／81ｃｍ■ サイズ／81ｃｍ
（吹き後61cm×52cm） （吹き後61cm×52cm） 
■ロット／5枚単位 ■ロット／5枚単位 
■容量／50リットル■容量／50リットル

品番 品番 
PIN16860PIN16860
 MF L-SHP   
ラバブル ライオンラバブル ライオン
■ サイズ／74ｃｍ■ サイズ／74ｃｍ
（吹き後60cm×53cm） （吹き後60cm×53cm） 
■ロット／5枚単位 ■ロット／5枚単位 
■容量／51リットル■容量／51リットル

品番 品番 
PIN31041PIN31041
 MF L-SHP   
ティックルドタイガーティックルドタイガー
■ サイズ／76ｃｍ■ サイズ／76ｃｍ
（吹き後58ｃｍ×51ｃｍ）（吹き後58ｃｍ×51ｃｍ）
■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 
PIN41375PIN41375
 MF L-SHP   
ヒラリアスホースヒラリアスホース
■ サイズ／81ｃｍ■ サイズ／81ｃｍ
（吹き後46ｃｍ×66ｃｍ）（吹き後46ｃｍ×66ｃｍ）
■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 
PIN40194PIN40194
 MF L-SHP   
ミスチバスモンキーミスチバスモンキー
■ サイズ／89ｃｍ■ サイズ／89ｃｍ
（吹き後64ｃｍ×51ｃｍ）（吹き後64ｃｍ×51ｃｍ）
■ロット／5枚単位 ■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 
PIN35404PIN35404
 MF L-SHP   
ゼイニーゼブラゼイニーゼブラ
■ サイズ／81ｃｍ■ サイズ／81ｃｍ
（吹き後46ｃｍ×66ｃｍ）（吹き後46ｃｍ×66ｃｍ）
■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 
PIN29656PIN29656
 MF L-SHP   
プレイフルピッグプレイフルピッグ
■ サイズ／76ｃｍ■ サイズ／76ｃｍ
（吹き後58ｃｍ×51ｃｍ）（吹き後58ｃｍ×51ｃｍ）
■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 PIN60068PIN60068
 MF L-SHP  マスターシュ マスターシュ
■サイズ／105cm（吹き後35ｃｍ×96ｃｍ） ■ロット／5枚単位 ■サイズ／105cm（吹き後35ｃｍ×96ｃｍ） ■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 
PIN29650PIN29650
 MF L-SHP   
コンテンティッドカウコンテンティッドカウ
■ サイズ／81ｃｍ■ サイズ／81ｃｍ
（吹き後61ｃｍ×69ｃｍ） （吹き後61ｃｍ×69ｃｍ） 
■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 
PIN31035PIN31035
 MF L-SHP   
ジョリージラフジョリージラフ
■ サイズ／81ｃｍ■ サイズ／81ｃｍ
（吹き後61ｃｍ×69ｃｍ）（吹き後61ｃｍ×69ｃｍ）
■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 
PIN65824PIN65824
 MF18"  コパカバナ アクセント パターンズ コパカバナ アクセント パターンズ
■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 
PIN15125PIN15125
 MF20"S  レインボースター レインボースター
■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  

品番 品番 
PIN28734PIN28734
 MF18"  サッカーボール サッカーボール
■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 PIN98446PIN98446
 MF18"  ダイス ダイス
■サイズ／45cm（吹き後33cm×25cm） ■サイズ／45cm（吹き後33cm×25cm） 
■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル■ロット／5枚単位 ■容量／15リットル

表

裏

品番 品番 
PIN34901PIN34901
 MF L-SHP   
ペイズリーペイズリー
バタフライバタフライ
■ サイズ／101ｃｍ■ サイズ／101ｃｍ
（吹き後81ｃｍ×76ｃｍ） （吹き後81ｃｍ×76ｃｍ） 
■ロット／5枚単位 ■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 
PIN98926PIN98926
 MF L-SHP   
ラディアントサンラディアントサン
■ サイズ／89ｃｍ■ サイズ／89ｃｍ
（吹き後72ｃｍ×72ｃｍ） （吹き後72ｃｍ×72ｃｍ） 
■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 
PIN18050PIN18050
 MF L-SHP   
ファニーフェイスファニーフェイス
フラワーフラワー
■ サイズ／81ｃｍ■ サイズ／81ｃｍ
（吹き後61ｃｍ×66ｃｍ） （吹き後61ｃｍ×66ｃｍ） 
■ロット／5枚単位 ■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 
PIN35167PIN35167
 MF L-SHP  スーパーシースター スーパーシースター
■サイズ／76ｃｍ（吹き後71ｃｍ×71ｃｍ） ■サイズ／76ｃｍ（吹き後71ｃｍ×71ｃｍ） 
■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 
PIN25159PIN25159
 MF L-SHP  アメイジングオクトパス アメイジングオクトパス
■ サイズ／89ｃｍ（吹き後56ｃｍ×71ｃｍ） ■ サイズ／89ｃｍ（吹き後56ｃｍ×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 PIN29333PIN29333
 MF L-SHP   
ディライトフル ドルフィンディライトフル ドルフィン
■サイズ／106ｃｍ（吹き後96ｃｍ×74ｃｍ） ■サイズ／106ｃｍ（吹き後96ｃｍ×74ｃｍ） 
■ロット／5枚単位 ■容量／37リットル■ロット／5枚単位 ■容量／37リットル

品番 品番 PIN30871PIN30871
 MF L-SHP 
ディライトフル ピンクドルフィンディライトフル ピンクドルフィン
■サイズ／106ｃｍ（吹き後96ｃｍ×74ｃｍ） ■サイズ／106ｃｍ（吹き後96ｃｍ×74ｃｍ） 
■ロット／5枚単位 ■容量／37リットル■ロット／5枚単位 ■容量／37リットル

PIN34911PIN34911
 MF ミニSHP   
ブルー＆グリーンブルー＆グリーン
ジュエルドブロッサムジュエルドブロッサム
■サイズ／23cm ■ロット／10枚単位■サイズ／23cm ■ロット／10枚単位

品番 PIN50068
 MF9"  スターホログラフ スターホログラフィックィック シルバー シルバー
■サイズ／23cm ■ロット／10枚単位■サイズ／23cm ■ロット／10枚単位

品番 品番 PIN17628
 MF ミニSHP  イレイティッド エレファント イレイティッド エレファント
■サイズ／35cm ■ロット／10枚単位■サイズ／35cm ■ロット／10枚単位

品番 品番 PIN65052
 MF ミニSHP  ミニマスターシュ ミニマスターシュ
■サイズ／35cm ■ロット／10枚単位■サイズ／35cm ■ロット／10枚単位

品番 品番 PIN41925
 MF ミニSHP   
マジックワンドマジックワンド
■サイズ／35cm ■ロット／10枚単位■サイズ／35cm ■ロット／10枚単位

PIN41808PIN41808
 MF ミニSHP  ティクルドタイガー ティクルドタイガー
■サイズ／35cm ■ロット／10枚単位■サイズ／35cm ■ロット／10枚単位

PIN41805PIN41805
 MF ミニSHP   
ゼイニーゼブラゼイニーゼブラ
■サイズ／35cm ■ロット／10枚単位■サイズ／35cm ■ロット／10枚単位

PIN41793PIN41793
 MF ミニSHP  ミスチバスモンキー ミスチバスモンキー
■サイズ／35cm ■ロット／10枚単位■サイズ／35cm ■ロット／10枚単位

品番 
PIN41802PIN41802
 MF ミニSHP   
コンテンティッド カウコンテンティッド カウ
■サイズ／35cm ■ロット／10枚単位■サイズ／35cm ■ロット／10枚単位

品番 
PIN41790PIN41790
 MF ミニSHP   
ジョリージラフジョリージラフ
■サイズ／35cm ■ロット／10枚単位■サイズ／35cm ■ロット／10枚単位

品番 
PIN41796PIN41796
 MF ミニSHP   
ヒラリアスホースヒラリアスホース
■サイズ／35cm ■ロット／10枚単位■サイズ／35cm ■ロット／10枚単位

PIN41799PIN41799
 MF ミニSHP  プレイフルピッグ プレイフルピッグ
■サイズ／35cm ■ロット／10枚単位■サイズ／35cm ■ロット／10枚単位

PIN34906PIN34906
 MF ミニSHP   
ピンク＆パープルピンク＆パープル
ジュエルドブロッサムジュエルドブロッサム
■サイズ／23cm ■ロット／10枚単位■サイズ／23cm ■ロット／10枚単位

品番 
PIN34908PIN34908
 MF ミニSHP   
イエロー＆オレンジイエロー＆オレンジ
ジュエルドブロッサムジュエルドブロッサム
■サイズ／23cm ■ロット／10枚単位■サイズ／23cm ■ロット／10枚単位

INPIN17 IN6PIN65 INPIN50
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