
gr-092koz 

オフィシャルけん玉 赤/黒青/1個 

商品サイズ約18×7×6cm。ケン玉協会認定の高品質  

gr-096mik 

ネット入りけん玉 赤/青/緑１個 

商品サイズ約17.7×6.7×5.7cm。多少のキズ、ヘコミ、色ムラ等がありますが、懐
かし玩具の味としてお楽しみ下さい  

gr-006mik 

ベーゴマ（中高）10入 

直径約30mm高さ約13mm  

gr-010mik 

ベーゴマのひも10入 

約120cm。ベーゴマと合わせてどうぞ  

gr-019mik 

紙風船 約18cm 23cm 

大きさは折りたたんだ状態で測ったものです。手作りのた
め大きさには差異があります  

gr-021koz 

時代めんこ（角）12付 

台 紙 サ イズ 約 45.7 ×26.6cm。各袋 に は 7.5 ×
4.3cmのメンコが10枚入り  

gr-013koz 

武者めんこ（丸）12付 

台紙サイズ約45.7×26.6cm。各袋には直径3.5cm～
10cmのメンコが6枚入り  

gr-022mik 

パンチガム12付 

台紙サイズ約46×30cm、種類アソート  

gr-047koz 

点取り占い12付 

12個台紙付き、台紙サイズ約30×30cm  

gr-014koz 

竹とんぼ（台紙付）24付 

袋サイズ約20×3cm、台紙サイズ約47×30cm  

gr-385koz 

駒セット12付 

ブリキゴマとひものセット。台紙サイズ約10×8.5cm、駒
の直径約5.4cm  

gr-049mik 

チエンリング20付 

台紙サイズ約40.5×30.2cm、1袋約32個入り。 

色々な遊びができる知育玩具  

gr-086mik 

リリヤン糸 10色100本付 

10色各10本ずつ、1本約3m20cm。 

リリヤン本体と一緒にどうぞ  

gr-085mik 

手芸セット（リリヤン）12付 

袋サイズ約16.5×7cm、台紙付き。 

懐かしの定番女の子用玩具  
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gr-023koz 

紙せっけん24付 

単品サイズ約6×4.5cm、台紙付き。１枚
約0.4gの紙石鹸が数枚入っています。 

gr-057mik 

パンダ風車（小）40入 

bf-008ima 

カラートラバルーン24付 

台紙約52×24cm、単品サイズ約6cm  

bf-044koz 

水玉フーセン30付 

台紙約52×29.5cm。１袋約18個入り  

gr-075koz 

凧糸(ボビン型糸巻）1本 

長さ約80m。柄の色は指定不可  

gr-100mik 

無地羽子板1枚 

長さ約37cm、厚み約0.8cm歪み等があり
ますが、懐かしの味としてお楽しみ下さい  

gr-080mik 

絵付羽子板1枚 

長さ約37cm、厚み約0.8cm 

ご希望の柄がある場合はお知らせ下さい女
の子／手まり／お出かけ 

gr-078mik 

3本羽根3セット 

商品サイズ約8.5×2.5×2.5cm 

色アソート。バラつきが有ります  

gr-099ima 

三方まきどり12入 

長さ約25cm、色柄アソート。バラ箱入  

gr-093ima 

紙フーセン・巻鳥（袋入台紙付）

24付 

袋サイズ約17×10cm、台紙付き。 

紙風船と巻鳥の懐かし玩具セット  

gmt-045 

ビー玉 アソート12袋入 

色柄・サイズアソート、昔ながらのネット入り
ビー玉。1袋約28個入り  

gmh-081mat 

マーブルハジキ24袋入 

色柄アソート、昔ながらのネット入りおはじ

gr-151pu 

グライダー（小）プロペラ付30入 

袋サイズ24×8.5cm、色柄アソート 

組み立て式のプロペラ付きグライダー  

gr-151ni 

グライダー（小）アクロバット2回宙

返り30入 

袋サイズ24×8.6cm、色柄アソート 

組み立て式の2回宙返りグライダー  

gr-151yo 

グライダー（小）ゴムとばし付新型

30入 

袋サイズ24×8.6cm、色柄アソート。 

組み立て式のゴム飛ばし付きグライダー  

gr-237mik 

ドラえもんドライダー12入 

袋サイズ約24.5×7.8cm（ヘッダー含） 

種類アソート、組み立て式グライダー  

gp-209 

ようかいけむり30付 

指先にくすりを塗ってつけたり離したりする
と…不思議なけむりが出てくる！  

gp-080mik 

なめんなよカードコレクション20付 

全40種のパロディーカードくじ 

大人気なめねこシリーズ  

gp-297mik 

ディズニーツムツム シールコレク

ション20付+2 

全60種のキラキラシールくじ。シールサイズ
約5.2×5.2cm、1袋に2枚入り  

gp-299mik 

魔法つかいプリキュアシールコレク

ション30付＋2 

全50種類のプリキュアシール。シールサイ
ズ約5.2×5.2cm  

懐かし玩具・カード類 



2s-gs006hir 

アヒルシャボン玉24入 

単品サイズ約6.5×5.5×3.5cm、ひも付
き。色アソート  

2s-gs023hir 

動物シャボン玉24入 

単品サイズ高さ約8.5cm、ひも付き。種類・
色アソート  

2s-gs036hir 

海の動物シャボン玉24入 

単品サイズ高さ約7～8cm、ひも付き 

種類・色アソート  

2s-gs011hir 

スマイルシャボン玉（透明黄色）24

入 

単品サイズ約8.3×6.2×2.3cm、ひも付き  

2s-gs029koz 

NEWシャボン玉（バラ、箱入）30入 

箱サイズ約23.5×16×7.5cm、1個の容器の高さ約
7.5cm  

2s-gs134ima 

サークルシャボン玉12付 

単品袋サイズ13×8.5cm、台紙サイズ約52.5×32cm  

2s-gs092ima 

うさぎシャボン玉12付 

袋サイズ22×7.5cm。 

ダブルの吹き口からたくさんシャボンが出てきます  

2s-gs137ima 

シャボン玉、吹上付24入 

台紙サイズ約21×15.5cm。吹上とセットに
なってお子様が喜ぶシャボン玉  

2s-gs002koz 

【小玉専用】超連続シャボン玉液

500ml1個 

小玉用シャボン液のファミリーパック。ミニバ
ケツ1個・吹き棒5本付き  

2s-gs155hir 

マジックしゃぼん玉12入 

（本体）長さ約1.5×太さ2cm （台紙）縦
約20×横10cm。4色アソート。 

2s-gs145koz 

忍者超連続しゃぼん玉12入 

袋サイズ16.8×10.5cm。シャボン玉の色が
どんどん変化します  

2s-bk031rib 

糸引きあみだＶｅｒ.260付 

千本引き形式のくじセット。 

ヒモの先におもちゃを付けてからご利用下さい  

2s-bk005hir 

なにかなBOX【LUCKYチャンス】80入 

箱サイズ約26×26×30cm。何が当たるかお楽しみ！ 

飲食店様の景品にピッタリ  

2s-bk030ima 

ミッキーミニー宝箱30入 

箱約54×45×7cm。 

ディズニーキャラ玩具の押し抜きくじ  

2s-bk112koz 

ミッキー＆フレンズカラフルたまごくじ30入 

タマゴ約8.2×6.3cm、箱サイズ約27×21×21cm。 

※箱のデザイン等は変更する場合があります  

2s-bk036rib 

ミニミニスウィーツあつめるんです60入 

カプセル約5.6×4.8×4.8、箱サイズ約21×21×23cm  

2s-bk033rib 

ミニミニカーあつめるんです60入 

カプセルサイズ約5.6×4.8×4.8 

箱サイズ約21×21×23cm  
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シャボン玉・つかみ取り他 



■当てくじの遊び方■   

当てくじ類にはくじ紙が付属しています。くじ紙をミシン目に
沿ってばらばらにし、小さな箱等にいれて使用します。引い
たくじをめくり、出た番号と同じ番号の所に付いている賞品
を渡して下さい。  

2s-bd210tat 

みんなでくじ引きの時間ですよ！ 

男の子40付 

全種共通：台紙サイズ約70×40cm、くじ紙・くじ券箱付  

みんなでくじ引きの時間ですよ！女の子   

   

    
当てくじ類の写真はすべて参考例で、若干変更すること
があります。通常、表面に見えている大きなおもちゃは大
当たりで、小さなおもちゃは下についています。  

みんなでくじ引きの時間ですよ！ゲーム系   

   

みんなでくじ引きの時間ですよ！文具系   

   

2s-bd139ima 

ＤＸオール水ピス当80付+4 

台紙サイズ約60×44cm、くじ紙付。ハズレ
も全て水ピス、夏の一番人気当くじ  

2s-bd189ima 

紙フーセンけん玉当80付+8 

台紙サイズ 60×42cm、くじ紙付。昔懐か
し駄玩具の当くじ  

2s-bd087sak 

スーパーボール当110付 

台紙サイズ約53×39cm、くじ紙付。超定
番のスーパーボール当  

2s-bd119hir 

ディズニーグッズ当80付+3 

台紙サイズ約52×38.5cm、くじ紙・くじ券箱付。女の子に
人気のディズニーキャラ当  

2s-bd164koz 

【Ver.2】男の子キャラクター当30付 

台紙サイズ約67×43cm、くじ紙付。 

流行のキャラクター等、男の子向けの当くじ  

2s-bd122bima 

ガールズキャラクターコレクション当80付+3 

台紙サイズ約65×41cm、くじ紙・くじ券箱付。流行の
キャラクター等、女の子向けの当てくじ  

2s-bd149rib 

すずあつめるんです！当100付+5 

台紙サイズ約52.4×36.9cm、くじ紙・くじ券箱付。 

全ての鈴が金属製で、良い音がします  

2s-bd147rib 

デコシールあつめるんです当100付+5 

台紙サイズ約63.5×42.5cm、くじ紙・くじ券箱付。 

女の子の大好きなキラキラシール当  

2s-bd196rib 

けしゴムあつめるんです当100付+5 

台紙サイズ約63.5×42.5cm、くじ紙・くじ券箱付。 

ついつい集めたくなる可愛い消しゴム当  
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くじ引きセット 
※大切なお知らせ※ 

このページの商品は、業務用卸商材の為、 
不良であっても返品対応は一切できません。 
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gll-314tat 

ルミカライト業務用６インチ 25本入 

約1.5×18㎝。発光時間は色によって異な
ります。色選択：緑/青/ピンク/オレンジ/黄/
赤/白/紫/高輝度黄/高輝度ピンク 

gll-236tat 

ルミカライト大閃光 各色12本入 

約1.3×19㎝。発光時間は色によって異な
ります。色選択：緑/青/ピンク/オレンジ/黄/
赤/白/紫 

gll-311tat 

ルミカ 大電光改 各色1本 

ＬＥＤ商品。スティック全長約２１１mm。Ｌ
Ｒ４４×３個使用  

gld-002mik 

ネオンブレスレット30袋入 

スティックの長さ約20㎝、太さ5㎜発光時
間は約5時間。8色各８本入り。 

gl-436toc 

光るうちわ花火12入 

約26×15×最大厚1.5㎝3パターン点灯 

4色アソート。 

gl-049toc 

光るうちわ12入 

約27×16×最大厚1.5㎝、7パターン点
灯、4色アソート。 

gl-090toc 

【王冠】光る指輪36入 

商品サイズ：4.2cm×3cm×3cm、３色の
ライトが点滅します、色アソート。  

gl-101toc 

【ツブツブ】光るフルーツ指輪36入 

商品サイズ約4.7cm×2.6cm×2.6cm、3
色のライトが点滅します、色アソート。  

gl-443btoc 

光るカチューシャ12入 

約20×16×最大厚1.5㎝、3パターン点
灯、4色アソート。 

gl-441toc 

光るダイヤマウスペンダント36入 

商品サイズ4.7×5.4㎝、3パターン点灯、4
色アソート。  

gl-442toc 

光るスノーペンダント36入 

商品サイズ6.4×5.3×厚さ2.3㎝ 

4色アソート。  

gl-440toc 

光るダイヤスターペンダント24入 

商品サイズ約5.7×5.3×厚さ2.4㎝、3パ
ターン点灯、4色アソート。  

gl-439ham 

フラッシュ星月ペンダント36入 

商品サイズ約6×6×2.2cm、3パターン点
灯、4色アソート。 

glu-038ima 

光るキャンディブレスレット 24入 

商品サイズ：約８．３cm×８．３×1cm 

子供向けサイズ色アソート 

gld-039hir 

光る！ハワイアンティアラ12入 

袋サイズ約32cm×幅10cm、3パターン点

gl-437btow 

ピカピカミラクルめがね12入 

サイズ約14×13×高さ６cm 

3色アソート。  

gl-104ham 

フラッシュ指輪50入 

商品サイズ（うさぎ型）：約4cm×2.5cm×
高さ（リング部分含む）3.5cm、 

5種類アソート 

gl-371ima 

光るマウス指輪36入 

商品サイズ約4×4×4㎝、４色アソート。  

gl-049ima 

光る和金魚50入 

商品サイズ約5.8×３×2.3㎝ 

色アソート、水に浮き、 

色のライトが点滅します。 

gl-078ima 

光るうんち君50入 

商品サイズ高さ約2.5㎝×底の直径約
3㎝、色アソート、３パターン点滅、水に浮
き、３色のライトが点滅します。  

光りもの玩具 
※大切なお知らせ※ 

このページの商品は、業務用卸商材の為、 
不良であっても返品対応は一切できません。 
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gl-455tat 

ミラクルスノーバトン1個 

長さ約５４ｃｍ、３パターン点灯。 

※柄の色の指定はできません。 

gl-446hir 

キラピカスティック12入 

商品サイズ：長さ約47.5cm。個包装されて
います。３パターン点灯。 

gl-445hir 

ひかるネズミ棒12入 

長さ約37～39cm。個包装されています。
３パターン点灯。 

gl-444hir 

キラピカ星スティック12入 

長さ約36.5cm。個包装されています。 

３パターン点灯。 

gl-438ima 

ホイッスルプチライト25入 

約18×2.2×2.3cm。色アソート。 

笛が収納されています。 

gld-037akoz 

のびるクロスセイバー（光る剣）1本 

伸ばした状態の長さ約83cm×30cm。 

音付き、鍔可動ボタン。 

gl-454dtat 

バットソードレインボー1本 

長さ約６６．５ｃｍ。６パターン点灯 

鍔が出し入れできます。音付き 

gl-458hir 

光る！音付ギガブレイド12入 

長さ約５７cm。３色のライトが点滅します。
スイッチで様々な音が鳴ります。 

gl-457hir 

スライダーガン 24入 

約２４×１３．５×２．９cｍ 

トリガーで光り乱射音が流れます。  

gl-451tat 

サウンドガンリボルバー1個 

約２４×１９．５×４．８cm 

弾倉が回り、点滅。２色アソート 

glu-000tat 

キッズレーザーガン24入 

約14cm×高12cm×最大幅 7cm２色ア
ソート。赤青に点滅、ビーム音が鳴ります。  

gl-456hir 

音付フラワースティック12入 

長さ約３２cm、軽快な歌と音楽が鳴りま
す。ミラーボールが回転して光ります。  

gld-038hir 

光る！フラワーミラーボール12入 

約22×5.7×5.7ｃｍ 

光の色、点滅の仕方が変化します。  

gl-453tat 

キラリンハートスティック24入 

約１９×７．７×５．１cmスイッチを押すと短
いメロディーが流れます。６パターン点滅。  

gl-008ima 

走るボールペンライト付48入 

商品サイズ：長さ約12.7cm、４色アソート。  

gl-449ima 

ハイパワーライト24入 

商品サイズ：約９．５×３．７×３．７cm。４
色アソート。  

gl-448ima 

スタイリッシュライト48入 

商品サイズ：長さ約8cm、２色アソート。  

gl-450ima 

光る変形スプリング12入 

商品サイズ：約５．５×６×６cm、スイッチ
を入れるとライトが色と点滅間隔を変化させ
ながら光ります。  

gl-040ima 

【小】光るボンボンヨーヨー24入 

ボンボンサイズ：直径約４．８㎝～８cm、
色アソート、振動で約１２秒点滅します。  

gl-038ima 

【大】光るボンボンヨーヨー12入 

ボンボン：直径約6.5㎝～11㎝、色アソー
ト、振動で２色のライトが点滅します。  

光りもの玩具 
※大切なお知らせ※ 

このページの商品は、業務用卸商材の為、 
不良であっても返品対応は一切できません。 
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gl-452tow 

ピカピカジャンボアヒル24入 

約３．２×４．３×４．２cm指で押しつぶす
と３色のライトが点滅します。水に浮きます。  

glu-015ima 

光る白鳥25入 

商品サイズ：5cm×3.5cm×2.9cm、５色
アソート、水に浮きます。  

gl-447hir 

NEWピカピカアヒルランタン12入 

アヒル部分約７×６×５．８cm、棒約６
cm。点滅の仕方と明りの色が変化します。  

glu-029aba 

ピカピカ水族館48入 

商品サイズ約3.5×3.7×1.7cm、３色ライト
３パターン点滅、８種アソート。  

glu-037hir 

フラッシュクリスタルコマ25入 

コマサイズ約４．５×５．８×５．８ｃｍ 

色アソート。  

glu-023ima 

フラッシュイガイガボール36入 

商品サイズ直径約4cm、６色アソート、衝
撃を与えると十数秒間点滅します。  

gl-001ima 

ディズニー光るヨーヨー12入 

商品サイズ：約5.5×5.5×3.6cm 

ヨーヨーを回転させると光ります。  

2s-nk025san 

ディズニー顔柄アームリング30入 

（ミッキー）：直径12cm、腕輪内径：広げて
も４㎝、１５種類アソート。  

2s-ny010san 

ディズニーエアーヨーヨー20入 

商品大きさ（ウッディ）：約14cm 

２０種類アソート。  

2s-nk-035hir 

アニマルポップスティック12入 

（膨らませ後）：長さ約50cm 

種類アソート。  

2s-nk137tat 

お散歩子犬 5種入 

脹らました時のサイズ長さ平均約35cm 

種類アソート。  

2s-nk036ton 

騎士剣S25入 

商品サイズ（膨らませ後）：長さ約42cm、
色アソート。  

2s-nk039hir 

カリブエアソード12入 

商品サイズ（膨らませ後）：長さ約67cm 

色アソート。  

2s-nk038hir 

クロスエアソード12入 

商品サイズ（膨らませ後）：長さ約78cm 

色アソート。  

2s-nk037ton 

海賊剣S25入 

商品サイズ（膨らませ後）：長さ約４１．５
cm、色アソート。  

gum-028ima 

パロディー缶 水鉄砲25入 

商品サイズ：高さ10cm×タンク部分の太さ
4.3ｃｍ、５種類アソート。  

gum-059tow 

ウォーターガンゼウス12入 

商品サイズ：長さ約２１．５cm 

２色アソート。  

gum-049tow 

ウォーターガンコンバットマグナム

25入 

商品サイズ：長さ約15cm×高さ約9cm 

５色アソート。  

gum-003ima 

ウージー水ピストル12入 

商品サイズ約18×10×2.5cm 

色アソート。気分はターミネーター！ 

gum-046ima 

クリア水ピス25入 

商品サイズ：長さ約14cm×高さ9cm×タン
ク部分の太さ3.4cm、３色アソート。  

光りもの玩具・空ビ・水ピス 
※大切なお知らせ※ 

このページの商品は、業務用卸商材の為、 
不良であっても返品対応は一切できません。 




