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Holographic ホログラフィック リボン・台紙別売  ヘリウムガス対応

Mother's Day 母の日

Halloween ハロウィン

Graduation 卒業

品番 品番 
PIN50073PIN50073
 MF35"  クレセントムーンホログラフィック シルバー クレセントムーンホログラフィック シルバー
■サイズ／89ｃｍ（吹き後74ｃｍ×98ｃｍ） ■ロット／1枚単位 ■容量／37リットル■サイズ／89ｃｍ（吹き後74ｃｍ×98ｃｍ） ■ロット／1枚単位 ■容量／37リットル

品番 品番 
PIN50070PIN50070
 MF36"  スターホログラフィック シルバー スターホログラフィック シルバー
■サイズ／91ｃｍ（吹き後80ｃｍ×76ｃｍ） ■ロット／5枚単位 ■容量／71リットル■サイズ／91ｃｍ（吹き後80ｃｍ×76ｃｍ） ■ロット／5枚単位 ■容量／71リットル

品番 品番 
PIN41265PIN41265
 MF20"   
スターホロスターホロ
グラフィック グラフィック 
シルバーシルバー
■サイズ／50ｃm ■サイズ／50ｃm 
■ロット／5枚単位 ■ロット／5枚単位 
■容量／17リットル■容量／17リットル

品番 品番 
PIN41273PIN41273
 MF20"   
スターホロスターホロ
グラフィック グラフィック 
ジュエルレッドジュエルレッド
■サイズ／50ｃm ■サイズ／50ｃm 
■ロット／5枚単位 ■ロット／5枚単位 
■容量／17リットル■容量／17リットル

品番 品番 
PIN41290PIN41290
 MF20"   
スターホロスターホロ
グラフィック グラフィック 
ジュエルイエロージュエルイエロー
■サイズ／50ｃm ■サイズ／50ｃm 
■ロット／5枚単位 ■ロット／5枚単位 
■容量／17リットル■容量／17リットル

品番 品番 
PIN41306PIN41306
 MF20"   
スターホロスターホロ
グラフィック グラフィック 
ジュエルパープルジュエルパープル
■サイズ／50ｃm ■サイズ／50ｃm 
■ロット／5枚単位 ■ロット／5枚単位 
■容量／17リットル■容量／17リットル

品番 品番 
PIN41298PIN41298
 MF20"   
スターホロスターホロ
グラフィック グラフィック 
ジュエルライム ジュエルライム 
■サイズ／50ｃm ■サイズ／50ｃm 
■ロット／5枚単位■ロット／5枚単位
 ■容量／17リットル ■容量／17リットル

品番 品番 
PIN41282PIN41282
 MF20"   
スターホロスターホロ
グラフィック グラフィック 
ジュエルブルージュエルブルー
■サイズ／50ｃm■サイズ／50ｃm
 ■ロット／5枚単位  ■ロット／5枚単位 
■容量／17リットル■容量／17リットル

品番 品番 
PIN41286PIN41286
 MF20"   
スターホロスターホロ
グラフィック グラフィック 
ジュエルグリーンジュエルグリーン
■サイズ／50ｃm ■サイズ／50ｃm 
■ロット／5枚単位 ■ロット／5枚単位 
■容量／17リットル■容量／17リットル

品番 品番 
PIN41294PIN41294
 MF20"   
スターホロスターホロ
グラフィック グラフィック 
ジュエルマゼンタジュエルマゼンタ
■サイズ／50ｃm ■サイズ／50ｃm 
■ロット／5枚単位 ■ロット／5枚単位 
■容量／17リットル■容量／17リットル

品番 品番 
PIN41269PIN41269
 MF20"   
スターホロスターホロ
グラフィック グラフィック 
ゴールドゴールド
■サイズ／50ｃm ■サイズ／50ｃm 
■ロット／5枚単位 ■ロット／5枚単位 
■容量／17リットル■容量／17リットル

品番 品番 PIN50963PIN50963
 MF ミニSHP  ワキーウィッチ ワキーウィッチ
■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 PIN11932PIN11932
 MF17"  マザーズデー マザーズデー
スプリングタイムスプリングタイム
■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 
PIN91805PIN91805
 MF18"  アイ ハート ユー マム アイ ハート ユー マム
■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 
PIN93381PIN93381
 MF18"  コングラッチュレーションズ  コングラッチュレーションズ 
グラッド キャップグラッド キャップ
■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 PIN11943PIN11943
 MF18"  コングラッツグラッドパーティー コングラッツグラッドパーティー
■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 PIN99855PIN99855
 MF ミニSHP   スマイルフェイス スマイルフェイス 
パーティーグラッドパーティーグラッド
■サイズ／18cm×23cm ■ロット／10枚単位 ■サイズ／18cm×23cm ■ロット／10枚単位 

品番 品番 
PIN41771PIN41771
 MF18"   マザーズデーデイジーズ&ハートマザーズデーデイジーズ&ハート
■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 
PIN11939PIN11939
 MF17"  マザーズデーボタニカル マザーズデーボタニカル
■サイズ／42cm ■ロット／5枚単位 ■容量／13リットル■サイズ／42cm ■ロット／5枚単位 ■容量／13リットル

品番 品番 PIN50945PIN50945
 MF18"  トリックオアトリート トリックオアトリート
スイーツスイーツ
■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 
PIN41238PIN41238
 MF18"   マザーズデーコンテンポデイジーズマザーズデーコンテンポデイジーズ
■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 
PIN38056PIN38056
 MF L-SHP   
スニーカーズスニーカーズ
ザゴーストザゴースト
■ サイズ／91ｃｍ■ サイズ／91ｃｍ
（吹き後66ｃｍ×79ｃｍ） （吹き後66ｃｍ×79ｃｍ） 
■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
PIN36565PIN36565
 Sバブルバルーン  スプーキーゴースト スプーキーゴースト
■サイズ／49cm ■ロット／5枚単位 ■容量／29リットル■サイズ／49cm ■ロット／5枚単位 ■容量／29リットル

品番 品番 PIN37945PIN37945
 MF18"  スプーキーハロウィン スプーキーハロウィン
■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 
■容量／15リットル■容量／15リットル

裏

表

品番 品番 
PIN19069PIN19069
 MF22"   
6-point star 6-point star 
メタリックメタリック
ゴールドゴールド
■サイズ／45cm×48cm ■サイズ／45cm×48cm 
■ロット／5枚単位 ■ロット／5枚単位 
■容量／16リットル■容量／16リットル

品番 品番 
PIN19070PIN19070
 MF22"   
6-point star 6-point star 
サファイアブルーサファイアブルー
■サイズ／45cm×48cm ■サイズ／45cm×48cm 
■ロット／5枚単位 ■ロット／5枚単位 
■容量／16リットル■容量／16リットル

品番 品番 
PIN19122PIN19122
 MF22"   
6-point star 6-point star 
シルバーシルバー
■サイズ／45ｃm×48cm ■サイズ／45ｃm×48cm 
■ロット／5枚単位 ■ロット／5枚単位 
■容量／16リットル■容量／16リットル

品番 品番 
PIN41251PIN41251
 MF L-SHP  マザーズデー  マザーズデー 
デイジーズ&ハーツデイジーズ&ハーツ
■ サイズ／111ｃｍ（吹き後81ｃｍ×71ｃｍ）■ サイズ／111ｃｍ（吹き後81ｃｍ×71ｃｍ）
■ロット／5枚単位 ■容量／68リットル■ロット／5枚単位 ■容量／68リットル

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。
※ 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。

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。
※ 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 
PIN18567PIN18567
 MF L-SHP   
RIPトゥームストーン RIPトゥームストーン 
■ロット／5枚単位 ■ロット／5枚単位 

品番 品番 
PIN18401PIN18401
 MF18”  ハロウィンストライプス  ハロウィンストライプス 
■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 
PIN18462PIN18462
 MF18”  ハロウィンスケルトン ハロウィンスケルトン
フィリグリー フィリグリー 
■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

詳しくはP4を参照ください。

詳しくはP4を参照ください。


