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Osampo Balloon お散歩バルーン リボン・台紙付き

Mylar Balloon 国内マイラーバルーン 

Petit Balloon プチバルーン 

ミニSHP・9インチ・4インチは、納品形態を

  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。

詳しくはP4を参照ください。

llane（Thomas）Limited ⒸDisney/Pixar Ⓒ2015 c Ⓒ2015 Viacom International Inc Ⓒ2015 SANRIO

品番 品番 
SAG08834SAG08834
お散歩 フレンチブルドックお散歩 フレンチブルドック
■サイズ／35ｃｍ×50cm ■サイズ／35ｃｍ×50cm 
■ロット／10枚単位 ■容量／14リットル■ロット／10枚単位 ■容量／14リットル

品番 品番 
SAG08838SAG08838
お散歩 ヒツジお散歩 ヒツジ
■サイズ／52cm×55cm×22cm ■サイズ／52cm×55cm×22cm 
■ロット／10枚単位 ■容量／19リットル■ロット／10枚単位 ■容量／19リットル

SAG08822SAG08822
お散歩 トイプードルお散歩 トイプードル
■サイズ／15ｃｍ×32cm ■ロット／10枚単位■サイズ／15ｃｍ×32cm ■ロット／10枚単位
■容量／9リットル■容量／9リットル

品番 
SAG08801SAG08801
お散歩 柴犬お散歩 柴犬
■サイズ／12ｃｍ×40cm ■ロット／10枚単位 ■サイズ／12ｃｍ×40cm ■ロット／10枚単位 
■容量／11リットル■容量／11リットル

品番 品番 
SAG08802SAG08802
お散歩 レトリバーお散歩 レトリバー
■サイズ／16ｃｍ×40cm ■ロット／10枚単位 ■サイズ／16ｃｍ×40cm ■ロット／10枚単位 
■容量／13リットル■容量／13リットル

品番 品番 
SAG08804SAG08804
お散歩 ミニチュアダックスお散歩 ミニチュアダックス
■サイズ／12cm×40cm ■ロット／10枚単位 ■サイズ／12cm×40cm ■ロット／10枚単位 
■容量／13リットル■容量／13リットル

品番 品番 
SAG08807SAG08807
お散歩 ポインターお散歩 ポインター
■サイズ／12ｃｍ×36cm  ■ロット／10枚単位 ■サイズ／12ｃｍ×36cm  ■ロット／10枚単位 
■容量／12リットル■容量／12リットル

品番 品番 
SAG08811SAG08811
お散歩 コーギーお散歩 コーギー
■サイズ／14ｃｍ×31cm ■ロット／10枚単位 ■サイズ／14ｃｍ×31cm ■ロット／10枚単位 
■容量／9リットル■容量／9リットル

品番 品番 
SAG08813SAG08813
お散歩 お散歩 
パピーパグパピーパグ
■サイズ／17ｃｍ×35cm  ■サイズ／17ｃｍ×35cm  
■ロット／10枚単位 ■容量／13リットル■ロット／10枚単位 ■容量／13リットル

品番 品番 
SAG08809SAG08809
お散歩 お散歩 
セントバーナードセントバーナード
■サイズ／19ｃｍ×36cm ■サイズ／19ｃｍ×36cm 
■ロット／10枚単位 ■容量／19リットル■ロット／10枚単位 ■容量／19リットル

品番 品番 
SAG08830SAG08830
お散歩 お散歩 
テントウムシ レッドテントウムシ レッド
■サイズ／35cm×21cm ■サイズ／35cm×21cm 
■ロット／10枚単位 ■容量／12リットル■ロット／10枚単位 ■容量／12リットル

品番 品番 
SAG08831SAG08831
お散歩 お散歩 
テントウムシ イエローテントウムシ イエロー
■サイズ／35cm×21cm ■サイズ／35cm×21cm 
■ロット／10枚単位 ■容量／12リットル■ロット／10枚単位 ■容量／12リットル

SAG08824SAG08824
お散歩 お散歩 
ベビーペンギンベビーペンギン
■サイズ／28ｃｍ×40cm ■サイズ／28ｃｍ×40cm 
■ロット／10枚単位 ■ロット／10枚単位 
■容量／10リットル■容量／10リットル

品番 品番 
SAG08827SAG08827
お散歩お散歩
うさちゃんホワイトうさちゃんホワイト
■サイズ／20ｃｍ×48cm ■サイズ／20ｃｍ×48cm 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位
■容量／10リットル■容量／10リットル

品番 品番 
SAG08828SAG08828
お散歩お散歩
うさちゃんピンクうさちゃんピンク
■サイズ／20ｃｍ×48cm ■サイズ／20ｃｍ×48cm 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位
■容量／10リットル■容量／10リットル

品番 品番 
SAG08829SAG08829
お散歩お散歩
うさちゃんパープルうさちゃんパープル
■サイズ／20ｃｍ×48cm ■サイズ／20ｃｍ×48cm 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位
■容量／10リットル■容量／10リットル

品番 品番 
SAG08806SAG08806
お散歩 ドラちゃんお散歩 ドラちゃん
■サイズ／16ｃｍ×34cm ■ロット／10枚単位 ■サイズ／16ｃｍ×34cm ■ロット／10枚単位 
■容量／12リットル■容量／12リットル

品番 品番 
SAG08833SAG08833
お散歩 シマウマお散歩 シマウマ
■サイズ／61cm×59cm ■サイズ／61cm×59cm 
■ロット／10枚単位 ■ロット／10枚単位 
■容量／23リットル■容量／23リットル

品番 品番 
SAG08832SAG08832
お散歩お散歩
キリンさんキリンさん
■サイズ／80ｃｍ×60cm ■サイズ／80ｃｍ×60cm 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位
■容量／19リットル■容量／19リットル

品番 品番 
SAG08821SAG08821
お散歩 子鹿お散歩 子鹿
■サイズ／20ｃｍ×64cm ■サイズ／20ｃｍ×64cm 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位
■容量／21リットル■容量／21リットル

品番 品番 
SAG08820SAG08820
お散歩 ポニーお散歩 ポニー
■サイズ／20ｃｍ×58cm ■サイズ／20ｃｍ×58cm 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位
■容量／23リットル■容量／23リットル

品番 品番 SAG08825SAG08825
お散歩 ぞうさんお散歩 ぞうさん
■サイズ／20ｃｍ×46cm ■ロット／10枚単位 ■サイズ／20ｃｍ×46cm ■ロット／10枚単位 
■容量／25リットル■容量／25リットル

品番 品番 
SAG08817SAG08817
お散歩 も～ちゃんお散歩 も～ちゃん
■サイズ／16ｃｍ×35cm ■ロット／10枚単位 ■サイズ／16ｃｍ×35cm ■ロット／10枚単位 
■容量／19リットル■容量／19リットル

品番 品番 
SAG08812SAG08812
お散歩 ブーちゃんお散歩 ブーちゃん
■サイズ／22ｃｍ×30cm ■ロット／10枚単位 ■サイズ／22ｃｍ×30cm ■ロット／10枚単位 
■容量／16リットル■容量／16リットル

品番 品番 
SAG08815SAG08815
お散歩 コッコお散歩 コッコ
■サイズ／15ｃｍ×46cm ■サイズ／15ｃｍ×46cm 
■ロット／10枚単位■ロット／10枚単位
■容量／9リットル■容量／9リットル

品番 品番 
SAG08808SAG08808
お散歩 ダックお散歩 ダック
■サイズ／15ｃｍ×50cm ■ロット／10枚単位■サイズ／15ｃｍ×50cm ■ロット／10枚単位
■容量／10リットル■容量／10リットル

コケコッコ～

品番 品番 
SAG08819SAG08819
お散歩 トナカイお散歩 トナカイ
■サイズ／20ｃｍ×64cm ■サイズ／20ｃｍ×64cm 
■ロット／10枚単位 ■ロット／10枚単位 
■容量／21リットル■容量／21リットル

品番 品番 
SAG08818SAG08818
お散歩 ぱんだちゃんお散歩 ぱんだちゃん
■サイズ／19ｃｍ×36cm ■ロット／10枚単位 ■サイズ／19ｃｍ×36cm ■ロット／10枚単位 
■容量／20リットル■容量／20リットル

品番 品番 
SAG08816SAG08816
お散歩お散歩
スーパーサウルス 大 たまご付スーパーサウルス 大 たまご付
■サイズ／17cm×57cm ■サイズ／17cm×57cm 
■ロット／10枚単位 ■容量／18リットル■ロット／10枚単位 ■容量／18リットル
★リボン・台紙付き★リボン・台紙付き

品番 品番 
SAG08805SAG08805
お散歩 ザウルス 小お散歩 ザウルス 小
■サイズ／14ｃｍ×40cm ■サイズ／14ｃｍ×40cm 
■ロット／10枚単位 ■容量／10リットル■ロット／10枚単位 ■容量／10リットル
★リボン・台紙付き★リボン・台紙付き

たまご付き

品番 品番 SAG08823SAG08823
お散歩 ケロちゃんお散歩 ケロちゃん
■サイズ／28ｃｍ×27cm ■ロット／10枚単位 ■サイズ／28ｃｍ×27cm ■ロット／10枚単位 
■容量／14リットル■容量／14リットル
★リボン・台紙付き★リボン・台紙付き

品番 品番 SAG08814SAG08814
お散歩 ホシガメお散歩 ホシガメ
■サイズ／21ｃｍ×26cm ■ロット／10枚単位 ■サイズ／21ｃｍ×26cm ■ロット／10枚単位 
■容量／12リットル■容量／12リットル
★リボン・台紙付き

品番 品番 SAG08836SAG08836
お散歩 レーシングカーお散歩 レーシングカー
■サイズ／30ｃｍ×50cm ■ロット／10枚単位 ■サイズ／30ｃｍ×50cm ■ロット／10枚単位 
■容量／17リットル■容量／17リットル
★リボン・台紙付き★リボン・台紙付き

品番 品番 
SAG02380SAG02380
お散歩 ハローキティ（ピンク）お散歩 ハローキティ（ピンク）
■サイズ／52cm ■ロット／10枚単位■サイズ／52cm ■ロット／10枚単位
■容量／13リットル■容量／13リットル
★リボン・台紙付き★リボン・台紙付き

品番 SAG09121
お散歩 バルーン
お持ち帰り袋（大）
■サイズ／73×65cm 
■ロット／100枚単位

品番 SAG09120
お散歩 バルーン
お持ち帰り袋（小）
■サイズ／53×47cm 
■ロット／100枚単位

品番 品番 
SAG02385SAG02385
３Dクーマスタイル ピュアピンク３Dクーマスタイル ピュアピンク
■サイズ／40cm ■ロット／10枚単位 ■サイズ／40cm ■ロット／10枚単位 
■容量／33リットル■容量／33リットル
★リボン付き・おもり別売り

品番 品番 
SAG02425SAG02425
お祭りはっちゃんお祭りはっちゃん
■サイズ／87cm×83cm■サイズ／87cm×83cm
■ロット／10枚単位 ■容量／42リットル■ロット／10枚単位 ■容量／42リットル

品番 品番 
SAG04701SAG04701
オーディオペット オーディオペット 
ペンギンペンギン
■サイズ／28cm×45cm×25cm  ■サイズ／28cm×45cm×25cm  
■ロット／1個単位 ■ロット／1個単位 

品番 品番 
SAG04702SAG04702
オーディオペット オーディオペット 
ウサギウサギ
■サイズ／23cm×50cm×25cm  ■サイズ／23cm×50cm×25cm  
■ロット／1個単位■ロット／1個単位

品番 品番 
SAG02338SAG02338
３Dクーマスタイル キャラメルブラウン３Dクーマスタイル キャラメルブラウン
■サイズ／40cm ■ロット／10枚単位 ■サイズ／40cm ■ロット／10枚単位 
■容量／33リットル■容量／33リットル
★リボン付き・おもり別売り

品番 品番 
SAG02339SAG02339
3Dクーマスタイル ハッピーブルー3Dクーマスタイル ハッピーブルー
■サイズ／40cm ■ロット／10枚単位 ■サイズ／40cm ■ロット／10枚単位 
■容量／33リットル■容量／33リットル
★リボン付き・おもり別売り

品番 品番 SAG02434SAG02434
そらいろジェットそらいろジェット
■サイズ／94cm×62cm ■ロット／5枚単位 ■容量／25リットル■サイズ／94cm×62cm ■ロット／5枚単位 ■容量／25リットル
★リボン・おもり付き

品番 品番 SAG01415SAG01415
吊り下げ金魚 キャリコ吊り下げ金魚 キャリコ
■サイズ／22cm ■ロット／10枚単位■サイズ／22cm ■ロット／10枚単位
★フックシール付

品番 品番 SAG01463
プチキティwithプチキティwith
ハート ウィンクハート ウィンク
■サイズ／8cm×12cm ■ロット／10枚単位 ■サイズ／8cm×12cm ■ロット／10枚単位 

品番 品番 SAG01464
プチキティwithプチキティwith
ハート ハッピーバースデーハート ハッピーバースデー
■サイズ／8cm×12cm ■ロット／10枚単位 ■サイズ／8cm×12cm ■ロット／10枚単位 

品番 品番 SAG01502
プチバルーン・いちごプチバルーン・いちご
■サイズ／5.5cm×7.5cm ■ロット／10枚単位 ■サイズ／5.5cm×7.5cm ■ロット／10枚単位 

品番 品番 SAG01405SAG01405
吊り下げ金魚らんちゅう吊り下げ金魚らんちゅう
■サイズ／22cm ■ロット／10枚単位■サイズ／22cm ■ロット／10枚単位
★フックシール付

品番 品番 
SAG02426SAG02426
インズバルーンキャリコインズバルーンキャリコ
■サイズ／50cm ■ロット／10枚単位 ■サイズ／50cm ■ロット／10枚単位 
■容量／21リットル■容量／21リットル
★風船の中に風船が入っています。
★リボンおもり付

品番 品番 
SAG02407SAG02407
インズバルーンらんちゅうインズバルーンらんちゅう
■サイズ／50cm ■ロット／10枚単位 ■サイズ／50cm ■ロット／10枚単位 
■容量／21リットル■容量／21リットル
★風船の中に風船が入っています。★風船の中に風船が入っています。
★リボンおもり付

SAG02441SAG02441
お散歩 キティアップルお散歩 キティアップル
■サイズ／52ｃｍ ■サイズ／52ｃｍ 
■ロット／10枚単位 ■容量／12リットル■ロット／10枚単位 ■容量／12リットル
★リボン・台紙付き★リボン・台紙付き
★ ヘリウムタイプ自立できます。

アニマル型バルーンのアニマル型バルーンの
スピーカースピーカー
ポータブル音楽プレーヤーやポータブル音楽プレーヤーや
スマートフォン、PCに繋いでスマートフォン、PCに繋いで
使います使います。。

付属品
セット箱、取扱説明書、
保証書、ストロー、
デコステッカー、
チューニングパーツ

品番 品番 
SAG02460SAG02460
インズバルーンインズバルーンパンダ出目金 パンダ出目金 
■サイズ／40cm ■ロット／10枚単位 ■サイズ／40cm ■ロット／10枚単位 
■容量／21リットル■容量／21リットル
★風船の中に風船が入っています。
★リボンおもり付

品番 品番 
SAG02278SAG02278
インズバルーン ディスカスインズバルーン ディスカス  
■サイズ／38cm ■ロット／10枚単位 ■サイズ／38cm ■ロット／10枚単位 
■容量／21リットル■容量／21リットル
★風船の中に風船が入っています。
★リボンおもり付

品番 品番 
SAG08837SAG08837
お散歩カンガルー お散歩カンガルー 
■サイズ／76ｃｍ×68cm ■サイズ／76ｃｍ×68cm 
■ロット／10枚単位 ■容量／16リットル■ロット／10枚単位 ■容量／16リットル

品番品番

エア専用 エア専用

電池別売
単四×3 

電池別売
単四×3 


