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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。

Premium Candy·Fruit Candy プレミアムキャンディ・フルーツキャンディ バルブフックシール付

Premium Candy mini·Fruit Candy Mini プレミアムキャンディミニ・フルーツキャンディミニ 逆止弁・フラップシール付

リボン・台紙別売　ヘリウムガス対応

品番 品番 COV19179
 COV4"   ハッピーバースデーハッピーバースデー
パーティパーティ
■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 COV17806
 COV4"   アイラブユーアイラブユー
ストライプスアンドハーツレッドストライプスアンドハーツレッド
■サイズ／10cm ■ロット／10枚単位■サイズ／10cm ■ロット／10枚単位

品番 COV19171
 COV4"   ベイビーボトルボーイベイビーボトルボーイ
■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 COV17402
 COV4"   フェスティブバルーンズフェスティブバルーンズ
ハッピーバースデーハッピーバースデー
■サイズ／10cm ■ロット／10枚単位■サイズ／10cm ■ロット／10枚単位

COV19746COV19746
 COV ミニSHP   
バースデーケーキバースデーケーキ
■サイズ／26cm×27cm ■サイズ／26cm×27cm 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位
※充填不可 ※シール止め不可※充填不可 ※シール止め不可
★スティック不要逆止弁付タイプ

品番 
COV19755COV19755
 COV ミニSHP   
ベイビーベイビー
ボトルガールボトルガール
■サイズ／16cm×29cm ■サイズ／16cm×29cm 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位
※充填不可 ※シール止め不可※充填不可 ※シール止め不可
★ スティック不要逆止弁付タイプ

品番 COV19394
 COV4"  アイラブユー アイラブユー
ランゲージーズランゲージーズ
■サイズ／10cm ■ロット／10枚単位 ■サイズ／10cm ■ロット／10枚単位 

品番 
COV19747COV19747
 COV ミニSHP   
バースデープレゼントバースデープレゼント
■サイズ／35cm ■ロット／10枚単位■サイズ／35cm ■ロット／10枚単位
※充填不可 ※シール止め不可※充填不可 ※シール止め不可
★スティック不要逆止弁付タイプ

品番 品番 
COV19756COV19756
 COV ミニSHP   
ベイビーストローラーボーイベイビーストローラーボーイ
■サイズ／25cm×30cm ■サイズ／25cm×30cm 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位
※充填不可 ※シール止め不可※充填不可 ※シール止め不可
★ スティック不要逆止弁付タイプ

品番 
COV19726COV19726
 COV4"   ベイビーボーイジャングルベイビーボーイジャングル
■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 
COV19748COV19748
 COV ミニSHP   
プリンセスキャッスルプリンセスキャッスル
■サイズ／26cm×29cm ■サイズ／26cm×29cm 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位
※充填不可 ※シール止め不可※充填不可 ※シール止め不可
★スティック不要逆止弁付タイプ

品番 品番 
COV19757COV19757
 COV ミニSHP   
ベイビーストローラーガールベイビーストローラーガール
■サイズ／25cm×30cm ■サイズ／25cm×30cm 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位
※充填不可 ※シール止め不可※充填不可 ※シール止め不可
★ スティック不要逆止弁付タイプ

品番 
COV19727COV19727
 COV4"   ベイビーガールジャングルベイビーガールジャングル
■サイズ／10cm ■ロット／10枚単位■サイズ／10cm ■ロット／10枚単位

品番 
COV17830COV17830
 COV ミニSHP   
スマイリースマイリー
パーティハットパーティハット
■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 COV34996
 COV ミニSHP   スマイリースマイリー
フロールブランカフロールブランカ
■サイズ／35cm ■ロット／10枚単位 ■サイズ／35cm ■ロット／10枚単位 

COV19174COV19174
 COV4"  アニバーサリー アニバーサリー
パターンドスターパターンドスター
■サイズ／10cm ■ロット／10枚単位 ■サイズ／10cm ■ロット／10枚単位 

品番 
COV19754COV19754
 COV ミニSHP   
ベイビーベイビー
ボトルボーイボトルボーイ
■サイズ／16cm×29cm■サイズ／16cm×29cm
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位
※充填不可 ※シール止め不可※充填不可 ※シール止め不可
★ スティック不要逆止弁付タイプ

品番 品番 COV34993
 COV ミニSHP  スマイリー スマイリー
フロールローハフロールローハ
■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 
COV19749COV19749
 COV ミニSHP   
フェアリーミニシェイプ
■サイズ／35cm ■ロット／10枚単位 ■サイズ／35cm ■ロット／10枚単位 
※充填不可 ※シール止め不可※充填不可 ※シール止め不可
★ スティック不要逆止弁付タイプ

品番 COV19172
 COV4"   ベイビーボトルガールベイビーボトルガール
■サイズ／10cm ■ロット／10枚単位■サイズ／10cm ■ロット／10枚単位

COV17915COV17915
 COV4"  スマイリー スマイリー
フェイススターフェイススター
■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 COV1784714
 COV14"  アイラブユー アイラブユー
ラッフルドハートピンクラッフルドハートピンク
■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 COV8117309COV8117309
 COV9"   バレンタインズドッツバレンタインズドッツ
■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 COV8117304COV8117304
 COV4"   バレンタインズドッツバレンタインズドッツ
■サイズ／10cm ■ロット／10枚単位■サイズ／10cm ■ロット／10枚単位

COV19211COV19211
 COV ミニSHP 
マイクロフォン
プリンセス
■サイズ／35cm■サイズ／35cm
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位
※充填不可 ※シール止め不可※充填不可 ※シール止め不可
★ スティック不要逆止弁付タイプ★ スティック不要逆止弁付タイプ

品番 品番 COV1917509
 COV9"   ハッピーバースデーハッピーバースデー
フレッシュフレッシュ
■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 COV17780
 COV9"  パーティスマイル パーティスマイル
バースデーバースデー
■サイズ／23cm ■ロット／10枚単位■サイズ／23cm ■ロット／10枚単位

品番 品番 COV17645
 COV9"   ハッピーバースデーハッピーバースデー
エクスプロージョンエクスプロージョン
■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 COV17774
 COV9"  ベイビーボーイ  ベイビーボーイ 
ストロールストロール
■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 COV17776
 COV9"  ベイビーガール  ベイビーガール 
ストロールストロール
■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 SAG02451SAG02451
プレミアムキャンディ プレミアムキャンディ 
レッドレッド
■サイズ／32cm（フリル別）■サイズ／32cm（フリル別）
■ロット／5枚単位 ■容量／11リットル ■ロット／5枚単位 ■容量／11リットル 

品番 品番 SAG02452SAG02452
プレミアムキャンディ プレミアムキャンディ 
ブルーブルー
■サイズ／32cm（フリル別） ■サイズ／32cm（フリル別） 
■ロット／5枚単位 ■容量／11リットル ■ロット／5枚単位 ■容量／11リットル 

品番 品番 SAG02453SAG02453
プレミアムキャンディ プレミアムキャンディ 
ゴールドゴールド
■サイズ／32cm（フリル別） ■サイズ／32cm（フリル別） 
■ロット／5枚単位 ■容量／11リットル ■ロット／5枚単位 ■容量／11リットル 

品番 品番 SAG02454SAG02454
プレミアムキャンディ パールローズプレミアムキャンディ パールローズ
■サイズ／32cm（フリル別） ■ロット／5枚単位 ■サイズ／32cm（フリル別） ■ロット／5枚単位 
■容量／11リットル ■容量／11リットル 

品番 品番 SAG02455SAG02455
プレミアムキャンディ パールライトブループレミアムキャンディ パールライトブルー
■サイズ／32cm（フリル別） ■ロット／5枚単位 ■サイズ／32cm（フリル別） ■ロット／5枚単位 
■容量／11リットル ■容量／11リットル 

品番 品番 SAG02456SAG02456
プレミアムキャンディ マゼンタプレミアムキャンディ マゼンタ
■サイズ／32cm（フリル別） ■ロット／5枚単位 ■サイズ／32cm（フリル別） ■ロット／5枚単位 
■容量／11リットル ■容量／11リットル 

品番 品番 SAG02459SAG02459
プレミアムキャンディ グリーンプレミアムキャンディ グリーン
■サイズ／32cm（フリル別） ■ロット／5枚単位 ■サイズ／32cm（フリル別） ■ロット／5枚単位 
■容量／11リットル ■容量／11リットル 

品番 品番 SAG05501SAG05501
プレミアムキャンディミニ プレミアムキャンディミニ 
パールローズパールローズ
■サイズ／10cm（フリル別） ■サイズ／10cm（フリル別） 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 品番 SAG05502SAG05502
プレミアムキャンディミニ プレミアムキャンディミニ 
パールライトブルーパールライトブルー
■サイズ／10cm（フリル別） ■サイズ／10cm（フリル別） 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 品番 SAG05503SAG05503
プレミアムキャンディミニ プレミアムキャンディミニ 
レッドレッド
■サイズ／10cm（フリル別） ■サイズ／10cm（フリル別） 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 品番 SAG05507SAG05507
プレミアムキャンディミニ プレミアムキャンディミニ 
マゼンタマゼンタ
■サイズ／10cm（フリル別）■サイズ／10cm（フリル別）
■ロット／10枚単位 ■ロット／10枚単位 

品番 品番 SAG05508SAG05508
プレミアムキャンディミニ プレミアムキャンディミニ 
ブルーブルー
■サイズ／10cm（フリル別） ■サイズ／10cm（フリル別） 
■ロット／10枚単位 ■ロット／10枚単位 

品番 品番 SAG05511SAG05511
プレミアムキャンディミニ プレミアムキャンディミニ 
ゴールドゴールド
■サイズ／10cm（フリル別） ■サイズ／10cm（フリル別） 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 品番 SAG05512SAG05512
プレミアムキャンディミニ プレミアムキャンディミニ 
グリーングリーン
■サイズ／10cm（フリル別） ■サイズ／10cm（フリル別） 
■ロット／10枚単位 ■ロット／10枚単位 

品番 品番 SAG02457SAG02457
フルーツキャンディ フルーツキャンディ 
ハッピーソーダハッピーソーダ
■サイズ／32cm（フリル別） ■サイズ／32cm（フリル別） 
■ロット／5枚単位 ■容量／11リットル ■ロット／5枚単位 ■容量／11リットル 

品番 品番 SAG02446SAG02446
フルーツキャンディ フルーツキャンディ 
オレンジオレンジ
■サイズ／32cm（フリル別） ■サイズ／32cm（フリル別） 
■ロット／5枚単位 ■容量／11リットル ■ロット／5枚単位 ■容量／11リットル 

品番 品番 SAG02448SAG02448
フルーツキャンディ フルーツキャンディ 
グレープグレープ
■サイズ／32cm（フリル別） ■サイズ／32cm（フリル別） 
■ロット／5枚単位 ■容量／11リットル ■ロット／5枚単位 ■容量／11リットル 

品番 品番 SAG02445SAG02445
フルーツキャンディ フルーツキャンディ 
メロンメロン
■サイズ／32cm（フリル別）■サイズ／32cm（フリル別）
■ロット／5枚単位 ■容量／11リットル ■ロット／5枚単位 ■容量／11リットル 

品番 品番 SAG02447SAG02447
フルーツキャンディ フルーツキャンディ 
レモンレモン
■サイズ／32cm（フリル別） ■サイズ／32cm（フリル別） 
■ロット／5枚単位 ■容量／11リットル ■ロット／5枚単位 ■容量／11リットル 

品番 品番 SAG02444SAG02444
フルーツキャンディ フルーツキャンディ 
ストロベリーストロベリー
■サイズ／32cm（フリル別）■サイズ／32cm（フリル別）
■ロット／5枚単位 ■容量／11リットル ■ロット／5枚単位 ■容量／11リットル 

品番 品番 SAG05541SAG05541
フルーツキャンディミニ フルーツキャンディミニ 
ストロベリーストロベリー
■サイズ／10cm（フリル別） ■サイズ／10cm（フリル別） 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 品番 SAG05542SAG05542
フルーツキャンディミニ フルーツキャンディミニ 
メロンメロン
■サイズ／10cm（フリル別）■サイズ／10cm（フリル別）
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

品番 品番 SAG05543SAG05543
フルーツキャンディミニ フルーツキャンディミニ 
オレンジオレンジ
■サイズ／10cm（フリル別） ■サイズ／10cm（フリル別） 
■ロット／10枚単位 ■ロット／10枚単位 

品番 品番 SAG05544SAG05544
フルーツキャンディミニ フルーツキャンディミニ 
レモンレモン
■サイズ／10cm（フリル別） ■サイズ／10cm（フリル別） 
■ロット／10枚単位 ■ロット／10枚単位 

品番 品番 SAG05545SAG05545
フルーツキャンディミニ フルーツキャンディミニ 
グレープグレープ
■サイズ／10cm（フリル別） ■サイズ／10cm（フリル別） 
■ロット／10枚単位 ■ロット／10枚単位 

品番 品番 SAG05546SAG05546
フルーツキャンディミニ フルーツキャンディミニ 
ピーチピーチ
■サイズ／10cm（フリル別） ■サイズ／10cm（フリル別） 
■ロット／10枚単位 ■ロット／10枚単位 

品番 品番 SAG05547SAG05547
フルーツキャンディミニ フルーツキャンディミニ 
ハッピーソーダハッピーソーダ
■サイズ／10cm（フリル別） ■サイズ／10cm（フリル別） 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位

高性能な逆止弁仕様で
便利なフラップシール付！

品番 品番 
COV3438522COV3438522
 COV22"  レッド  レッド 
パターンド スタークリアビューパターンド スタークリアビュー
■サイズ／55cm ■サイズ／55cm 
■ロット／5枚単位 ■容量／20リットル■ロット／5枚単位 ■容量／20リットル

品番 品番 
COV3438822COV3438822
 COV22"  ホットピンク ホットピンク
パターンド スタークリアビューパターンド スタークリアビュー
■サイズ／55cm ■サイズ／55cm 
■ロット／5枚単位 ■容量／20リットル■ロット／5枚単位 ■容量／20リットル

品番 品番 
COV3438722COV3438722
 COV22"  イエロー イエロー
パターンド スタークリアビューパターンド スタークリアビュー
■サイズ／55cm ■サイズ／55cm 
■ロット／5枚単位 ■容量／20リットル■ロット／5枚単位 ■容量／20リットル

品番 品番 
COV3438622COV3438622
 COV22"  ロイヤルブルー ロイヤルブルー
パターンド スタークリアビューパターンド スタークリアビュー
■サイズ／55cm ■サイズ／55cm 
■ロット／5枚単位 ■容量／20リットル■ロット／5枚単位 ■容量／20リットル

品番 品番 
COV19330COV19330
 COV18"  アイラブユー アイラブユー
コネクティッドハーツクリアービューコネクティッドハーツクリアービュー
■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

品番 品番 
COV19560COV19560
 COV18"  アイラブユー アイラブユー
ハーツ&ストライプスハーツ&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 
COV19566COV19566
 COV18"  アイラブユー アイラブユー
カップケーキジェリービーンズカップケーキジェリービーンズ
■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 
COV19555COV19555
 COV18" SHP  アイラブユー アイラブユー
カップケーキウィズハートシェイプカップケーキウィズハートシェイプ
■サイズ／45cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／45cm ■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 
COV1960818COV1960818
 COV18"  レインボー レインボー
ゲットウェルシェイプ ゲットウェルシェイプ 
■サイズ／45cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／45cm ■ロット／5枚単位 
■容量／16リットル■容量／16リットル

O 3CO 3

VCOV17 OVCOV19

444OVCO 34

品番品番

イプイイイイイイイイプ

番番番番

VCOV19

OVCOV19 OVCOV19

VCOV17


