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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。

リボン・台紙別売　ヘリウムガス対応

風船同士をつなげて
簡単に装飾！！

品番 
BLT82819BLT82819
 BLT9"   
レインボードットバースデーレインボードットバースデー
■サイズ／23cm ■ロット／10枚単位■サイズ／23cm ■ロット／10枚単位

BLT82594BLT82594
 BLT9"   
デザイナーバースデーデザイナーバースデー
■サイズ／23cm ■ロット／10枚単位■サイズ／23cm ■ロット／10枚単位

品番 
BLT19353BLT19353
 BLTミニSHP   
ミニ フラワー ミニ フラワー 
バースデーバースデー
■サイズ／35cm ■サイズ／35cm 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

BLT19352BLT19352
 BLTミニSHP   
ミニカップケーキミニカップケーキ
バースデーバースデー
■サイズ／35cm ■サイズ／35cm 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

BLT19675BLT19675
 BLTミニSHP   
バースデーバースデー
ケーキケーキ
■サイズ／35cm ■サイズ／35cm 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

BLT19891BLT19891
 BLTミニSHP   
アイスクリームアイスクリーム
バースデーバースデー
■サイズ／35cm ■サイズ／35cm 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 
BLT19485BLT19485
 BLTミニSHP   
バースデーモンキーバースデーモンキー
■サイズ／35cm■サイズ／35cm
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

BLT19341BLT19341
 BLTミニSHP   
バースデーバースデー
キャンドルキャンドル
■サイズ／35cm ■サイズ／35cm 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 
BLT19340BLT19340
 BLTミニSHP   
バースデーバースデー
プレゼントプレゼント
■サイズ／35cm ■サイズ／35cm 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 品番 BLT81594
 BLT4"  デザイナーバースデー デザイナーバースデー
■サイズ／10cm ■ロット／10枚単位■サイズ／10cm ■ロット／10枚単位

BLT82823BLT82823
 BLT9"   
ボールドスターズバースデーボールドスターズバースデー
■サイズ／23cm ■ロット／10枚単位■サイズ／23cm ■ロット／10枚単位

BLT19342BLT19342
 BLTミニSHP   
バースデーバースデー
バルーンベアバルーンベア
■サイズ／35cm ■サイズ／35cm 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 品番 BLT19348BLT19348
 BLTミニSHP  ハッピーバースデー
レインボーレインボー
■サイズ／35cm ■ロット／10枚単位■サイズ／35cm ■ロット／10枚単位

BLT82719BLT82719
 BLT9"   ラブダマスクラブダマスク
■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 BLT19649BLT19649
 BLT ミニSHP   ハヴァ ア ハヴァ ア 
ナイス デー!ナイス デー!
■サイズ／35cm ■ロット／10枚単位■サイズ／35cm ■ロット／10枚単位

品番 
BLT19827BLT19827
 BLT ミニSHP 
ビックハートビックハート
ベアガールベアガール
■サイズ／35cm ■サイズ／35cm 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 
BLT19826BLT19826
 BLT ミニSHP 
ビックハートビックハート
ベアボーイベアボーイ
■サイズ／35cm ■サイズ／35cm 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

BLT82114BLT82114
 BLT9"   
スパークリングラブスパークリングラブ
■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 
 BLT ミニSHP 
ミニ スマイリーサンキューミニ スマイリーサンキュー
■サイズ／35ｃｍ ■ロット／10枚単位■サイズ／35ｃｍ ■ロット／10枚単位

品番
BLT19356BLT19356
 BLT ミニSHP 
ドックワン ドックワン 
キュートボーイキュートボーイ
■サイズ／35ｃｍ ■サイズ／35ｃｍ 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

BLT19357BLT19357
 BLT ミニSHP 
ドックワン ドックワン 
キュートガールキュートガール
■サイズ／35ｃｍ ■サイズ／35ｃｍ 
■ロット／10枚単位  ■ロット／10枚単位  

BLT11553BLT11553
 BLT4"   リボンズ ジャスト マリッドリボンズ ジャスト マリッド
■サイズ／10ｃｍ ■ロット／10枚単位  ■サイズ／10ｃｍ ■ロット／10枚単位  

品番 品番 BLT31139BLT31139
 BLT4"  ワイルドフラワー ワイルドフラワー
バースデーバースデー
■サイズ／10cm ■ロット／10枚単位  ■サイズ／10cm ■ロット／10枚単位  

品番品番

品番 品番 
BLT19368BLT19368
 BLTミニSHP   
バースデークィーンバースデークィーン
■サイズ／38cm■サイズ／38cm××32cm32cm ■ロット／10枚単位   ■ロット／10枚単位  

品番 品番 
BLT19367BLT19367
 BLTミニSHP   
バースデーキングバースデーキング
■サイズ／38cm■サイズ／38cm××32cm32cm ■ロット／10枚単位   ■ロット／10枚単位  

品番 品番 
BLT19137BLT19137
 BLTミニSHP   
バースデーバナーハットバースデーバナーハット
■サイズ／28cm■サイズ／28cm××38cm38cm ■ロット／10枚単位   ■ロット／10枚単位  

品番 品番 
BLT32137BLT32137
 BLT9"   
バースデーバナーバースデーバナー
■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 BLT35147BLT35147
 BLT L-SHP 
モンキーバディーモンキーバディー
■サイズ／  96cm×94cm ■サイズ／  96cm×94cm 
■ロット／5枚単位 ■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 BLT35087BLT35087
 BLT L-SHP  パステルバタフライ パステルバタフライ
■サイズ／  85cm×88cm ■ロット／5枚単位 ■容量／40リットル  ■サイズ／  85cm×88cm ■ロット／5枚単位 ■容量／40リットル  

品番 品番 BLT85959BLT85959
 BLT L-SHP  スピーチバブル スピーチバブル
■サイズ／  60cm×47cm ■ロット／5枚単位 ■容量／23リットル■サイズ／  60cm×47cm ■ロット／5枚単位 ■容量／23リットル

品番 品番 BLT85517BLT85517
 BLT L-SHP  スイカシェイプ スイカシェイプ
■サイズ／88ｃｍ（吹き後87ｃｍ×56ｃｍ） ■ロット／5枚単位 ■サイズ／88ｃｍ（吹き後87ｃｍ×56ｃｍ） ■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 BLT86605BLT86605
 BLT18"  スマイリー スマイリー
ホログラフィックホログラフィック
■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 BLT85251BLT85251
 BLT L-SHP 
リンキーモンキーリンキーモンキー
■サイズ／98cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／98cm ■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 BLT85916BLT85916
 BLT L-SHP  アーミータンク アーミータンク
■サイズ／75cm ■ロット／5枚単位 ■容量／30リットル■サイズ／75cm ■ロット／5枚単位 ■容量／30リットル

品番 品番 BTL85622BTL85622
 BLT L-SHP  リンキー リンキー
サンフラワーホログラムサンフラワーホログラム
■サイズ／115cm ■サイズ／115cm 
■ロット／5枚単位 ■容量／33リットル■ロット／5枚単位 ■容量／33リットル

品番 品番 
BLT85583BLT85583
 BLT L-SHP 
スパークリングスパークリング
パイナップルパイナップル
■ サイズ／93ｃｍ■ サイズ／93ｃｍ
（吹き後40ｃｍ×75ｃｍ）（吹き後40ｃｍ×75ｃｍ）
■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 BLT14301BLT14301
 BLT21"  マイティースマイリー マイティースマイリー
■サイズ／54cm ■ロット／5枚単位 ■容量／22リットル■サイズ／54cm ■ロット／5枚単位 ■容量／22リットル

品番 品番 
BLT85915BLT85915
 BLT L-SHP 
ファイターファイター
ジェットジェット
■サイズ／95cm ■サイズ／95cm 
■ロット／5枚単位 ■ロット／5枚単位 
■容量／30リットル■容量／30リットル

品番 品番 BLT15351BLT15351
 BLT L-SHP  レインボー レインボー
■サイズ／90cm ■ロット／5枚単位 ■容量／57リットル■サイズ／90cm ■ロット／5枚単位 ■容量／57リットル

品番 BLT86740
 BLT18"  サマーファン !
■サイズ／45ｃｍ ■ロット／5枚単位 
■容量／ 15リットル


