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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

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。

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 リボン・台紙別売　ヘリウムガス対応

ウムガス対応

品番 品番 BLT19358BLT19358
 BLT ミニSHP   パンプキンパンプキン
■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 BLT19058
 BLT ミニSHP   
キュートリルキュートリル
ゴーストゴースト
■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 BLT82774BLT82774
 BLT9"  ゴーストリーフィリグリー ゴーストリーフィリグリー
■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 
BLT85775BLT85775
 BLT L-SHP   
バンパイア バンパイア 
コフィンコフィン
■サイズ／87cm ■サイズ／87cm 
■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 BLT35060BLT35060
 BLT L-SHP  スペシャルデリバリーパンプキンスタッカー スペシャルデリバリーパンプキンスタッカー
■サイズ／86cm×158ｃｍ ■ロット／1枚単位 ■容量／194リットル■サイズ／86cm×158ｃｍ ■ロット／1枚単位 ■容量／194リットル

品番 品番 BLT35058BLT35058
 BLT L-SHP  キュートリルゴースト キュートリルゴースト
■サイズ／41ｃｍ×55ｃｍ ■サイズ／41ｃｍ×55ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■ロット／5枚単位 
■容量／31リットル■容量／31リットル

品番 品番 
BLT85835BLT85835
 BLT L-SHP  トリックオアトリートカップケーキ トリックオアトリートカップケーキ
■サイズ／80cm ■ロット／5枚単位 ■容量／35リットル■サイズ／80cm ■ロット／5枚単位 ■容量／35リットル

人間と等
身大の

ビッグエ
アウォー

カー！

1つ置くだ
けで

ハロウィ
ンムード

満点！

品番 品番 BLT85932BLT85932
 BLT L-SHP  クリスマス  クリスマス 
プレゼントプレゼント
■サイズ／75cm ■サイズ／75cm 
■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 BLT85931BLT85931
 BLT L-SHP  ジンジャー ジンジャー
ブレッド クリスマスブレッド クリスマス
■サイズ／78cm ■サイズ／78cm 
■ロット／5枚単位■ロット／5枚単位
■容量／40リットル■容量／40リットル

品番 
BLT19361BLT19361
 BLT ミニSHP 
クリスマスプクリスマスプ
レゼントレゼント
■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 
BLT35073BLT35073
 BLT21"  フィリグリーシルバースター フィリグリーシルバースター
■サイズ／45ｃｍ×45ｃｍ■サイズ／45ｃｍ×45ｃｍ
■ロット／5枚単位 ■容量／12リットル ■ロット／5枚単位 ■容量／12リットル 

品番 品番 
BLT35074BLT35074
 BLT21"  フィリグリーゴールドスター フィリグリーゴールドスター
■サイズ／45ｃｍ×45ｃｍ■サイズ／45ｃｍ×45ｃｍ
■ロット／5枚単位 ■容量／12リットル ■ロット／5枚単位 ■容量／12リットル 

品番 品番 
BLT35068BLT35068
 BLT L-SHP 
スペシャルデリバリーホリデイスノーマンスペシャルデリバリーホリデイスノーマン
■サイズ／91ｃｍ×153ｃｍ ■ロット／1枚単位 ■容量／255リットル■サイズ／91ｃｍ×153ｃｍ ■ロット／1枚単位 ■容量／255リットル

品番 品番 
BLT86931BLT86931
 BLT18" 
クリスマス クリスマス 
アイシングアイシング
■サイズ／45ｃｍ ■サイズ／45ｃｍ 
■ロット／5枚単位 ■ロット／5枚単位 

品番 品番 
BLT36066BLT36066
 BLT18"   
チョークボードチョークボード
クリスマスクリスマス
■サイズ／45cm ■サイズ／45cm 
■ロット／5枚単位 ■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 
BLT14326BLT14326
 BLT21"  マイティークリスマスリース マイティークリスマスリース
■サイズ／54ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／54ｃｍ ■ロット／5枚単位 
■容量／19リットル■容量／19リットル

品番 品番 
 BLT ミニSHP 
キャンディーケインキャンディーケイン
■サイズ／35ｃｍ ■サイズ／35ｃｍ 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 
BLT19360BLT19360
 BLT ミニSHP 
ジンジャージンジャー
ブレットマンブレットマン
■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 
BLT85704BLT85704
 BLT L-SHP   
スパークリングスパークリング
オーナメントツリーオーナメントツリー
■サイズ／97cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／97cm ■ロット／5枚単位 
■容量／28リットル■容量／28リットル

人間と等身大の
ビッグエアウォーカー！
　1つ置くだけで

クリスマスムード満点！

品番 品番 BLT32184BLT32184
 BLT9”   ハロウィン カルドロン ハロウィン カルドロン 
■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 
BLT36184BLT36184
 BLT18”  ハロウィン  ハロウィン 
カルドロン カルドロン 
■サイズ／  45ｃｍ ■サイズ／  45ｃｍ 
■ロット／5枚単位 ■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 
BLT36185BLT36185
 BLT18”  スプーキー スプーキー
ハロウィン ハロウィン 
■サイズ／  45cm ■サイズ／  45cm 
■ロット／5枚単位 ■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 
BLT86098BLT86098
 BLT18”  パンプキン  パンプキン 
パッチ パッチ 
■サイズ／  45cm ■サイズ／  45cm 
■ロット／5枚単位 ■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 
BLT35184BLT35184
 BLT L-SHP  フライング ウィッチ  フライング ウィッチ 
■サイズ／  90ｃｍ×88ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／30リットル■サイズ／  90ｃｍ×88ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／30リットル

品番 品番 BLT35185BLT35185
 BLT L-SHP  プリティー スケアリー スパイダー  プリティー スケアリー スパイダー 
■サイズ／  85ｃｍ×100ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／35リットル■サイズ／  85ｃｍ×100ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／35リットル

品番 
BLT32200BLT32200
 BLT9”   キャンディー ケイン クリスマス キャンディー ケイン クリスマス 
■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 
BLT36194BLT36194
 BLT18”  クリスマス  クリスマス 
クッキー クッキー 
■サイズ／  45cm ■サイズ／  45cm 
■ロット／5枚単位 ■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 BLT35194BLT35194
 BLT L-SHP  ストッキング クッキー  ストッキング クッキー 
■サイズ／  48cm×53ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／  48cm×53ｃｍ ■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 BLT35193BLT35193
 BLT L-SHP  サンタ クッキー  サンタ クッキー 
■サイズ／  46ｃｍ×55ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／  46ｃｍ×55ｃｍ ■ロット／5枚単位 
■容量／28リットル■容量／28リットル

品番 品番 BLT35192BLT35192
 BLT L-SHP  クリスマス ツリー クッキー  クリスマス ツリー クッキー 
■サイズ／  48ｃｍ×55ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／  48ｃｍ×55ｃｍ ■ロット／5枚単位 
■容量／28リットル■容量／28リットル


