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お手軽にバルーンにふれていただくため、コストと品質に重点を
置いた商品です。パーティー ･運動会・学園祭・催事などで幅広
くお使いいただけます。

バルンるんシリーズ

JAN 4932538041124
商品コード 0703020017

●1,280円+税
●H28.5cm×Ｗ17cm（袋）
●100本/袋　24袋/外箱

マジックバルーンＦＵＮ！100

JAN 4932538041117
商品コード 0711010052

定 番
売れています

品質とコストに重点をおいたイチオシの新商品です！
やわらかくてねじりやすいから、初心者の方にもオススメです。

定 番
売れています

●743円+税
●Ｈ19cm×W12cm（箱）
●12個／内箱　8内箱／外箱

マジックバルーンFUN！BOOKキット

教本はわかりやすい図
説入り！今までにないオ
リジナル作品を作るこ
とがことができます。

［内容物］
●260Fマジックバルーン …… 30本
●ハンドポンプ …………………… 1本
●教本 ………………1冊（全26種類）
●おめめシール ………………… 1枚

マジックバルーン、ポンプ、おめめシール、教本が1つのキットに
なっています。

定 番
売れています

おすすめ

バルーンポンプ
●580円+税
●H34cm×W10cm（ブリスターケース）
●1本/ブリスターケース　24本/内箱  4内箱/外箱

JAN 4932538060040 商品コード 0702110009

●1,580円+税
●Ｈ28.5cm×W17cm（袋）
●12個／外箱

マジックバルーンFUN!DVDキット
アニマルワーク

［内容物］
●260Fマジックバルーン …… 50本
●ハンドポンプ …………………… 1本
●おめめシール ………………… 1枚
●DVD収録作品一覧 ………… 1枚

（全32作品掲載、内11作品は
野村昌子プロデュース作品）

JAN 4932538041377
商品コード 0703020018

★順次リニューアル予定です。
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●980円+税
●注入後22ｃｍ　H28.5cm×Ｗ17cm（袋）
●100個/袋　24袋/外箱

ふうせんパックＰarty100

JAN 4932538041100
商品コード 0711010500

定 番
売れています

●781円+税
●注入後26ｃｍ  H24cm×Ｗ14cm（袋）
●30個/袋　12袋/内箱　8内箱/外箱

ハートふうせんパック30

JAN 4932538041254
商品コード 0711010023

定 番
売れています

丸みのあるハートがかわいい！
ハート風船がリニューアルしました。

糸付きクリップセット
●152円+税
●H18.5cm×W9cm（袋）
●10個/袋

定 番
売れています 《装着イメージ》

JAN 4932538040868 商品コード 0711020005

品質とコストに重点をおいたイチオシの新商品です！やわらかい感触と、つややかな光沢が特徴です。

ふうせんスティック20（先丸タイプ）
●150円+税
●19ｃｍ　H26cm×W8cm（袋）
●20本/袋  48袋/内箱  8内箱/外箱

定 番
売れています 《装着イメージ》

先丸タイプ

JAN 4932538040424 商品コード 0711020003

マジックバルーン用おめめシール
●143円+税
●H18.5cm×W9cm（袋）
●2枚/袋
JAN 4932538040882 商品コード 0711020006

《使用イメージ》

●248円+税
●H18.5cm×W14.5cm（ブリスターケース）　
●ポンプ1本＋30個/セット  24セット/内箱  6内箱/外箱

水ふうせんセット

JAN 4932538040585
商品コード 0711010022

マジックバルーン用アクセサリーシール
●190円+税
●H18.5cm×W9cm（袋）
●2枚/袋

《使用イメージ》

JAN 4932538040899
商品コード 0711020007

バルンるんシリーズ

限
在
定
庫

限
在
定
庫

限
在
定
庫

限
在
定
庫

★順次リニューアル予定です。
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ミニパックだから嬉しい！膨らまし後２２cmになる基本的なサイズの丸型風船の１０個パックです。

●219円+税
●注入後22ｃｍ  H18.5cm×W9cm（袋）
●10個/袋　48袋/外箱

レッド
JAN 4932538040714
商品コード 0711010401

ピンク
JAN 4932538040745
商品コード 0711010404

イエロー
JAN 4932538040721
商品コード 0711010402

オレンジ
JAN 4932538040738
商品コード 0711010403

レッド
JAN 4932538040639
商品コード 0711010301

イエロー
JAN 4932538040646
商品コード 0711010302

オレンジ
JAN 4932538040653
商品コード 0711010303

ピンク
JAN 4932538040660
商品コード 0711010304

ライトブルー
JAN 4932538040677
商品コード 0711010305

ホワイト
JAN 4932538040684
商品コード 0711010306

グリーン
JAN 4932538040691
商品コード 0711010307

ブルー
JAN 4932538040707
商品コード 0711010308

ライトブルー
JAN 4932538040752
商品コード 0711010405

ホワイト
JAN 4932538040769
商品コード 0711010406

ブルー
JAN 4932538040783
商品コード 0711010408

グリーン
JAN 4932538040776
商品コード 0711010407

アソート
JAN 4932538040622
商品コード 0711010400

定 番
売れています

ふうせんパック10入単色・アソート

ボリュームたっぷり！膨らまし後２２ｃｍに
なる基本的なサイズの丸型風船の５０個
パックです。

装飾例

ふうせんパック50入単色 ●819円+税
●注入後22ｃｍ  
   H18.5cm×W19.5cm（袋）
●50個/袋　24袋/外箱

★順次リニューアル予定です。


