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Mother's Day 母の日 ZOOLOONS ズールーン 

Metallic Balloon メタリック バルーン 

Valentine's day バレンタイン 

Graduation 卒業 

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。

※ 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 詳しくはP4を参照ください。

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

日 

紙別売
ス対応

品番 品番 
BLT14946BLT14946
 BLT L-SHP   
ナンバーナンバー
シックスシックス
キャタピラーキャタピラー
■サイズ／63ｃｍ×90ｃｍ ■サイズ／63ｃｍ×90ｃｍ 
■ロット／1枚単位 ■容量／57リットル■ロット／1枚単位 ■容量／57リットル

品番 品番 
BLT14947BLT14947
 BLT L-SHP   
ナンバーセブンナンバーセブン
クロコダイルクロコダイル
■サイズ／60ｃｍ×93ｃｍ■サイズ／60ｃｍ×93ｃｍ
■ロット／1枚単位 ■容量／51リットル■ロット／1枚単位 ■容量／51リットル

品番 品番 
BLT14948BLT14948
 BLT L-SHP   
ナンバーナンバー
エイトエイト
キャットキャット
■サイズ／70ｃｍ×86ｃｍ■サイズ／70ｃｍ×86ｃｍ
■ロット／1枚単位 ■容量／54リットル■ロット／1枚単位 ■容量／54リットル

品番 品番 
BLT14949BLT14949
 BLT L-SHP   
ナンバーナンバー
ナインナイン
ゲッコーゲッコー
■サイズ／76ｃｍ×87ｃｍ■サイズ／76ｃｍ×87ｃｍ
■ロット／1枚単位 ■容量／57リットル■ロット／1枚単位 ■容量／57リットル

品番 品番 
BLT14945BLT14945
 BLT L-SHP   
ナンバーナンバー
ファイブファイブ
ゼブラゼブラ
■サイズ／71ｃｍ×86ｃｍ■サイズ／71ｃｍ×86ｃｍ
■ロット／1枚単位 ■容量／50リットル■ロット／1枚単位 ■容量／50リットル

品番 品番 
BLT14942BLT14942
 BLT L-SHP   
ナンバーナンバー
ツーツー
ジラフジラフ
■サイズ／68cm×91ｃｍ■サイズ／68cm×91ｃｍ
■ロット／1枚単位 ■容量／53リットル■ロット／1枚単位 ■容量／53リットル

品番 品番 
BLT14943BLT14943
 BLT L-SHP   
ナンバースリーナンバースリー
フォックスフォックス
■サイズ／69ｃｍ×95ｃｍ ■サイズ／69ｃｍ×95ｃｍ 
■ロット／1枚単位 ■容量／47リットル■ロット／1枚単位 ■容量／47リットル

品番 品番 
BLT14944BLT14944
 BLT L-SHP   
ナンバーフォーナンバーフォー
スネイクスネイク
■サイズ／70ｃｍ×90ｃｍ■サイズ／70ｃｍ×90ｃｍ
■ロット／1枚単位 ■容量／46リットル■ロット／1枚単位 ■容量／46リットル

品番 品番 
BLT14940BLT14940
 BLT L-SHP   
ナンバーゼロナンバーゼロ
ゴリラゴリラ
■サイズ／80cm×108ｃｍ ■サイズ／80cm×108ｃｍ 
■ロット／1枚単位 ■容量／60リットル  ■ロット／1枚単位 ■容量／60リットル  

品番 品番 
BLT14941BLT14941
 BLT L-SHP   
ナンバーワンナンバーワン
ドッグドッグ
■サイズ／40ｃｍ×91ｃｍ ■サイズ／40ｃｍ×91ｃｍ 
■ロット／1枚単位 ■容量／43リットル■ロット／1枚単位 ■容量／43リットル

品番 
BLT19962BLT19962
 BLT ミニSHP 
ビック ハグ ビック ハグ 
ラブユー マムラブユー マム
■サイズ／35ｃｍ ■サイズ／35ｃｍ 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 
BLT19727BLT19727
 BLT ミニSHP 
スィート マム スィート マム 
カップケーキカップケーキ
■サイズ／35ｃｍ ■サイズ／35ｃｍ 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 
BLT82729BLT82729
   BＬＴ9"  
ラブ ユー マムラブ ユー マム
■サイズ／23ｃｍ ■サイズ／23ｃｍ 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 品番 
BLT85850BLT85850
 BLT L-SHP     
キューピットベアー キューピットベアー 
■サイズ／105cm ■サイズ／105cm 
■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 BLT86784BLT86784
 BLT18"  ワイルドフラワー ワイルドフラワー
バレンタイン バレンタイン 
■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

品番 品番 
BLT86648BLT86648
 BLT18"  バレンタイン バレンタイン
スマイル スマイル 
■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 
BLT19791BLT19791
 BLT ミニSHP   
バレンタインベアー 
■サイズ／35cm  ■ロット／10枚単位■サイズ／35cm  ■ロット／10枚単位

品番 品番 BLT35108BLT35108
 BLT L-SHP  マザーズデイブック マザーズデイブック
■サイズ／63cm×73ｃｍ ■ロット／5枚単位  ■容量／43リットル  ■サイズ／63cm×73ｃｍ ■ロット／5枚単位  ■容量／43リットル  

品番 品番 BLT36106BLT36106
 BLT17"  コーラルマザーズデイ コーラルマザーズデイ
■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 
BLT35079BLT35079
 BLT L-SHP  ラブユー ラブユー
バンチーズバンチーズ
バレンタインバレンタイン
■サイズ／98cm×90ｃｍ ■サイズ／98cm×90ｃｍ 
■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 BLT36084BLT36084
 BLT18"  バレンタイン バレンタイン
チョッコレイツチョッコレイツ
■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 BLT36083BLT36083
 BLT18"  シェブロン シェブロン
バレンタインバレンタイン
■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  

品番 品番 
BLT19938BLT19938
 BLT14"   バレンタインズ
デイカップケーキミニデイカップケーキミニ
■サイズ／29cm×35cm ■サイズ／29cm×35cm 
■ロット／10枚単位  ■ロット／10枚単位  

品番 品番 
BLT19939BLT19939
 BLT14"  スウィート
バレンタインストロベリーミニバレンタインストロベリーミニ
■サイズ／27cm×36cm ■サイズ／27cm×36cm 
■ロット／10枚単位  ■ロット／10枚単位  

品番 品番 BLT32083BLT32083
 BLT9"  シェブロンバレンタイン シェブロンバレンタイン
■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 BLT31083BLT31083
 BLT4"  シェブロンバレンタイン シェブロンバレンタイン
■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 BLT35123BLT35123
 BLT L-SHP  マイティービックグラッド マイティービックグラッド
■サイズ／96cm×65cm ■ロット／5枚単位 ■容量／50リットル  ■サイズ／96cm×65cm ■ロット／5枚単位 ■容量／50リットル  

パーティーレターバルーン（数字）　★バルーン柄　40"

BLT85940 BLT85941 BLT85942 BLT85943 BLT85944 BLT85945 BLT85946 BLT85947 BLT85948 BLT85949

ホログラフィックレターバルーン（数字）　★スター柄 ホログラム　40"

BLT85840 BLT85841 BLT85842 BLT85843 BLT85844 BLT85845 BLT85846 BLT85847 BLT85848 BLT85849

発注ロット 1枚

発注ロット 1枚

ズズ


