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0503 99 0029

ヘリウム/
窒素クイックスイッチ

2種類のガスを手元のスイッチひと
つで切り替えられます。ディアルサ
イザー、エアーコンプレッサーにワ
ンタッチジョイントで接続。

60/40ヘリウム/
エアーアウトレットD

ヘリウムとエアーを6：4の割合
で混合できます。16インチ以上
のバルーンにご使用下さい。

0503 99 0036

バルーンホールディングツール
形部分のみ単品

万力を利用して円形部分を固定
します。3'などのインサイダー
作業が楽になります。

0502 01 0224

エクステンション
ホースインフレーターセット

〈セット内容〉
円形部分・万力・エアーホース
エクステンションインフレーター
トリガーバルブアウトレット
※別途ブロワーが必要になります。

※2003年以降発売モ
デルの対応品となりま
す。（差し込み口のプラ
グが5本となります）

フットペダル
（デュアルサイザー用）

0503 99 00510503 99 0034

発注単位：1セットCONWINオートマチックシリーズ

デュアルスプリット セカンドサイザー

交換プラグ1/4インチサイズ
品番「NL-22PM」

〈セット内容〉
本体、ダブルバブルアウト
レット、オートフィルフォ
イルアウトレット、レギュ
レーター、フットペダル、
キャリングケース、マニュ
アルオーバライド、ラテッ
クスアウトレット

※エアーコンプレッサーフックアップ D ご使用上の注意
デュアルスプリットセカンドサイザーとコンプレッサー（日本製）の接続について
デュアルスプリットセカンドサイザー後部にある吸気部の左の雄部分の継ぎ手を交換して下さい。交換
プラグをデュアル部分にねじ込む際、ネジの溝が US と日本で少しだけ違うので、シールテープをネジ
部分に一回巻いてから、ねじ込んで下さい。ねじ山の隙間が無くなります。

様々なインフレーターの中で最も多用途に使え、作業をより早く効率よく進められ
るので、コスト削減につながります。膨らませる時間を1/10秒単位で正確に調節で
き、１つだけを、又2つのバルーンを（ペダル操作で）同じサイズにも違うサイズに
も膨らませる事ができます。ヘリウム/窒素ボンベ、またはエアーコンプレッサーに
接続可能。

エアーコンプレッサー フックアップD

コンプレッサーに接続するためのホースです。ホースの長さは
3.6ｍ、ワンタッチジョイントとフィルター付です。フィルター
は異物などが入るのを防ぎます。コンプレッサーの規格によっ
てはサイズに合ったカプラーを別途ご用意いただく必要があり
ます。

※写真と現物は一部異なります。
※特別配送費が必要となります。

※ホームセンター等でお買い求めいただけます。
0502 01 0214

0503 99 0030

ブロアー 発注単位：1台

エアフォース・エアープロを日本
で使用して本来のパワーを発揮さ
せるためには、別売りのトランス
フォーマー（変圧器）が必要です。
※特別配送費が必要となります。

エアホース4 2007モデ
ルを利用してインサイ
ダーが可能になります。

メーカー取り寄せ

0503 99 0007
エアフォース4

0503 99 0008
トランスフォーマー

内蔵されるモーターは静になり、温度を一定に保
ち、オーバーヒートしないように設定されていま
す。また、空気口が下部に付いております。

※特別配送費が必要となります。
0502 01 0215

プレシジョンエアー
インフレーター

（ソフトケース付）

ディアルサイザーとコンプレッサーが一体になったバルーンデコレーターにとって最高のツール
です。重いボンベを使う必要がなく、うるさいエアーコンプレッサーの音も無くフットペダルを踏
むだけで設定したサイズに空気でラバーバルーンを膨らます事ができます。5インチ〜16インチ
のラウンドラバーバルーンを膨らます事ができます。内蔵のサイクルカウンターはいくつバルーン
を膨らませたかカウント出来るようになっています。※5インチ用アダプターノズルとフットペダル付属。

※特別配送費が必要となります。

ノズルを押すと空気が出ま
す。コンパクトな優れもので
す。260Qバルーンも先端を
引っぱると膨らませることが
できます。

定格電圧：AC110V
0503 99 0041

エアープロ

0503 99 0053
フラワー インフレーター

定格電圧：100V
消費電力：790/770W
定格周波数：50〜60Hz

押
す
と
エ
ア
ー
が

出
ま
す
。

小
型
タ
イ
プ
。

持
ち
運
び
に
便
利
！

0503 99 0012
ミニブロアー

定格電圧：120V
消費電力：646W
定格周波数：60Hz

納期が
かかります

0503 99 0043

インサイダー
バルーンST

在庫限定

0503 99 0055
ツインエアサイザー

持ち運びに便利なキャ
リーハンドル付

0503 99 0054
マイクロエアー

パワフル、コンパクト設計

0503 99 0056
ミニクールエアープロ
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ガス機器 発注単位：1セット

0502 01 0111
ウエスタン式インフレーターレンチレス

圧力が自由に調節できる優れたインフレーター
です。レンチレスタイプで工具が要りません。
対象：ラバー／フイルム／Tバルーン／バブル

0502 01 0208
0リング（オーリング）

CONWINのガス器具（イ
ンフレーター）に対応す
る、交換パッキンです。
発注単位：1袋 入数：6個

入数：5個

使用例

0502 01 0005
レンチレスニードル弁

コンスタントにガスを利用される場合はレン
タルよりも簡易器具の使い回しがお得です。
対象：ラバー／フイルム／Tバルーン

0502 01 0230

デュアルスピード
インフレーター

0502 01 0231

トリプルスピード
インフレーター

対象：ラバー／フイルム
0502 01 0209

エコノミー
インフレーター

（ノーゲージモデル）

0502 01 0211

クラッシックバルーン インフレーター
（プッシュバルブモデル）

60/40 ヘリウム
エアーインフレーター

１４インチ以上のバルーンに使
用します。ヘリウムを６：４の割
合で混合できるのでコスト削
減できます。空気の取込口を
塞げば100％ヘリウムを入れ
ることが出来ます。
対象：ラバー

復刻

0502 99 0019

エクステンションチップ
2012-2013モデル

0502 01 0202

プレシジョンプラス
インフレーター

（プッシュバルブモデル）

一定圧力で止まるオート
フィルとクラシックインフ
レーターのセットです。
対象：ラバー／フイルム0502 01 0233

バブルインフレーター バブルインフレーター
60/40バルブモデル

0502 01 0234

0502 01 0221

トリガーバルブ
アウトレット

万能タイプです。
対象：ラバー／フイルム

Tバルーン

フレックスチルト
バルブアウトレットE

先を曲げるとガスが出るので
ガス圧を調整しやすくなります。

対象：ラバー／フイルム

60/40ヘリウム/エアー
アウトレットE

ヘリウムとエアーを6：4の
割合で混合できます。

対象：ラバー

0502 01 0206

オートフィル
フォイルアウトレットE

一定圧力で自動に止まります。
対象：フイルム

青い数字（0〜4,000）
をご覧下さい。ガスボ
ンベの 種 類にかかわ
らず 満タン の 状 態 で
2,000に近いところま
で針がふれます。
例：ガス容量の半分を使用
した場合は、針も半分（この
場合は1,000）になります。

CONWIN社〈ゲージの見方〉

0502 01 0205
エクステンションホース インフレーター

ホースの先端には用途に合わせたオプ
ションアウトレットを付ける事ができ、本
体にもソフトになったプッシュバルブが付
いています。同時に素早く膨らませる事が
できます。新しくなったリボンカッターと
ディスクタイヤーポストが付いています。

おすすめ

今までのオートフィル機能にプラ
スして右写真のようにボタンを押
し続けると、バブルバルーンをシ
ワ無しまで膨ますことができます。

クラシックインフレーターとバブ
ルインフレーターのセットです。

対象：ラバー／フイルム／
        Tバルーン／バブル

ラバー膨らまし用です。
対象：ラバー

青い部分を押すだけで、簡単にヘリウムを注入できます。
対象：ラバー／フイルム／Tバルーン／バブル

60/40インフレーターと
バブルインフレーターのセットです。

対象：ラバー／フイルム／Tバルーン／バブル

※仕様変更になる場合がございます。

0503 99 0057

３－Ｉｎ－Ｏｎｅ
インフレーター

メーカー取寄せ

0502 01 0204

0502 01 0207 0502 01 0216
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発注単位：1個

窒素の口元をヘリウムの口元
に変換します。ヘリウム用の器
具をご使用の際にはこのアダ
プターが無いとジョイントでき
ません。

窒素ガスの元栓を簡単に開けら
れ、膨らまし器具の固定にも使
えます。

窒素アダプターを取り付ける際、大きめのモンキースパナか板レンチが必要です。
注意 : 他社容器をご使用の場合口元が合わない場合がございます。あらかじめ容器の口
元をご確認の上ご注文下さい。凹型の他社容器ご使用の場合はご相談下さい。

凸型容器用

発注単位：1個窒素アダプター ※ご使用の際にはパッキンが必要となります。 レンチ

■注入後通常の場合

マイラー
バルーン

ラバー
バルーン

シワがよって
きます。

シワが少なく
なります。

▼5月〜9月頃▼10月〜4月頃

小さく
なります。

大きく
なります。

■注入後外気の温度が低い場合

収縮します 膨張します

■注入後外気の温度が高い場合 注   意
バルーンは冷たい空気にあたるとしぼみ、暖かい
空気にあたると再び大きくなる特徴があります。
膨らます場所と使用する場所で温度差がある場合
には、膨らまし方を調整する必要がございます。
特にヘリウムガスは膨張、収縮率が空気よりも大
きいので注意が必要です。

ヘリウムガス風船の特徴

発注単位：1個その他

0502 99 0008
シリンダー セーフティスタンド

シリンダーセーフティスタンドはボ
ンベの固定に優れた安全性を発揮
します。上下にある2本のベルトで
さまざまなサイズのボンベをしっ
かり固定できます。

0503 99 0018
3ポケット バルーンキャディー

風船、リボン、ウエイト、ディスクな
どが入れられます。どんなサイズの
ボンベにも取付け可能です。素材
は耐久性のあるメタルフレームと
ナイロンメッシュポケットです。

0502 99 0002
シリンダーカバー

7リューベ専用のボンベカバー。
汚れたら洗濯できます。

0504 99 0012
8スプール リボンディスペンサー

壁掛けでも、ボンベのネックに掛
けても使用可能です。リボンカッ
ター付属で、リボンは上部より引き
出せます。
※特別配送費が必要となります。

発注単位：1個0502 99 0013
ベルクロベルト

2輪、4輪ハンドトラック用のボン
ベ固定ベルトです。

別途運賃

在庫限定

0502 02 0002
T型板レンチ

0502 01 0003
板レンチ

0502 02 0001

この容器は再使用できま
せん。空容器はバルブを
解放状態にし安全弁をは
がして穴を露出させてか
ら廃棄してください。

※パッケージのデザインは
　変更になる場合があります。
※バルーンタイムはバルブ付き

ゴム風船、バブルバルーン
に適しておりません。

※膨らまし可能個数

…11" ラバー

…18" フォイル
0610 01 0006

バルーンタイム（S）
●38cm×20cm
●120ℓ ●1.7kg

11"ラバー
約8個

18"フォイル
約7個

0610 01 0005

バルーンタイム（M）
●43.5cm×24.5cm
●230ℓ ●3.0kg

11"ラバー
約15個

18"フォイル
約18個

0610 01 0004

バルーンタイム（L）
●45.5cm×31cm
●400ℓ ●5.2kg

11"ラバー
約27個

18"フォイル
約24個

0610 02 0003

ヘリカンくん
●H34cm×W7cm
●9.5ℓ ●170g

18"フォイル
不可

2本必要
 補充用

発注単位：1本使い捨てガス 簡易注入ノズル付

別途運賃 別途運賃 別途運賃
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ガスレンタル 発注単位：1本

初回レンタルにはご
契約が必要です。詳
しくは担当営業にお
問い合わせ下さい。

ボンベ外面に明記さ
れている集荷連絡先
へご連絡下さい。

ご注文時間の受付時間は平日の
10：00〜15：00です。
FAXでのご注文の際送料の
コードもご記入下さい。

レンタル期間は2ヶ月で
す。2ヶ月を過ぎると延
滞料が発生します。

キャップの紛失・レンタルイ
ンフレーターの破損があっ
た場合別途弁償金を請求さ
せて頂くことがございます。

〈ガスレンタルの流れ〉

●W20cm×H104cm×D26cm ●17kg ケース入り

0601 03 0001
1.5リューベ（1500ℓ）

（送料別）
インフレーターなし

0601 03 0004
1.5リューベ（1500ℓ）

（送料別）
インフレーター付

1.5 リューベ
ヘリウムガス

11"ラバー
約100個

18"フォイル
約90個

往復送料 0603 06 0002
0603 06 0003

本州・四国
北海道・九州

●W25cm×H115cm×D26cm ●24kg ケース入り

0601 02 0001
3.5リューベ（3500ℓ）

（送料別）
インフレーターなし

0601 02 0004
3.5リューベ（3500ℓ）

（送料別）
インフレーター付

3.5
リューベ

ヘリウムガス 11"ラバー
約250個

18"フォイル
約210個

●W25cm×H115cm×D26cm ●24kg ケース入り

0601 06 0001
1.6リューベ（1600ℓ）

（送料別）
インフレーターなし

0601 06 0004
1.6リューベ（1600ℓ）

（送料別）
インフレーター付

1.6
リューベ

ヘリウムガス
11"ラバー
約110個

18"フォイル
約110個

往復送料 0603 03 0002
0603 03 0003

本州・四国
北海道・九州 往復送料 0603 02 0002

0603 02 0003
本州・四国
北海道・九州

●W25cm×H60cm ●8kg

0601 05 0001
パーティータンク浮ウキくん 0.85リューベ（850ℓ）

（送料別） インフレーター付

0.85 リューベ
ヘリウムガス 11"ラバー

約60個
18"フォイル
約50個

往復送料 0603 05 0002
0603 05 0003

本州・四国
北海道・九州

↑ふたを開けた
状態です。

※3.5リューベと
1.6リューベは
同じ容器です。

ヘリウムボンベは移動が大変…
重くて危ない…

そんな悩みを
1.5リューベが
解消します！

1.5リューベは車輪
付き！だから女性で
も安心して運ぶこ
とができます。

ケース上部が
スライドします。

使用時ケース収納時

●W22cm×H150cm×D22cm ●42kg

0601 01 0001
7リューベ（7000ℓ）

（送料別）
インフレーターなし

7 リューベ
ヘリウムガス

11"ラバー
約500個

18"フォイル
約420個

往復送料 0603 01 0002
0603 01 0003

本州・四国
北海道・九州
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