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ht-037 

牡丹花（線香花火・せんこう

花火）100入 

6本束が5個（30本）で束になった物が20
個入っています。計600本。長さ約22㎝。 

hs-040b 

200円ファミリーセット1セット 

台紙サイズ約32.5×17.5cm 

hs-041b 

300円ファミリーセット1セット 

台紙サイズ約32.5×21.5cm、手持花火
約24本入り  

hs-042b 

500円ファミリーセット1セット 

台紙サイズ約42×24.5cm、手持花火約
36本入り  

hs-060 

1000円ボーイセット1セット 

パッケージサイズ約16.5×26.5cm手持・噴
出花火セット。ごみ袋付き。内容は変更さ
れる場合があります 

hs-061 

2000円ボーイセット1セット 

パッケージサイズ約15.8×29cm  

hs-062 

3000円レジャーバッグセット1セット 

商品サイズ約１９×３７ｃｍ 

商品重量約１５７０ｇ。  

6000円はなび館1缶 

商品サイズ：直径25.5×28.5㎝ 

重量2.5kg  

hu-002  

新・4号夜玉1本 

高 さ 25cm × 横（台 座）11 ｃ ｍ。 
20ｍ程打ちあがります。 

hf-004 

150円 ドラゴンジャック10入 

噴出花火。1個の商品箱サイズ約7.6×5
×5ｃｍ、噴き上がる高さ約3.5m  

hr-002 

250円 快音20連 10入 

連続花火。長さ約49cm 

上がる高さ約15m  

hz-003 

450 円（牡 丹 印）バ ク チ ク 20 連 

10箱単位での販売です。  

ht-035 

40円 4変色すすき100本入 

手持花火。商品の長さ約40cm。色の変
化をお楽しみ下さい  

ht-027 

50円 登龍50本入 

手持花火。商品の長さ約55cm。火の粉
がぱらぱら落ちるので、針金等で繋いでナ
イヤガラとしても使用可能  

ht-026 

30円ゴールドスパークラー50本入 

手持花火。柄部分は木です。商品の長さ
約46cm  

ht-039a 

10円  焚昇ニューゴールドス
パークラーミニ  ht-039b 250

hu-010 

夜桜（やおう） 1本 

商品サイズ：高さ28cm×横（台座）8.8cm
ピンクの花火が約30ｍで花開きます。 

hu-016 

1000円 スターマイン5本立1個 

打上花火。商品高さ約11.5cm、打ちあが
る高さ約20～25m。1回の着火で時間差
で5本の花火が打ちあがります  

hz-005 

180円  月旅行（小）  12本入

12袋入 

シューッと上がっていき、上でパンと音がし
ます。12×12＝144本入  

hh-007 

カラースモークボール4色入 

30袋入 

緑・白・黄・橙の煙の演出用花火。1個の
サイズ直径約2.5cm。4×30＝120個入  

花火 
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ns-023toc 

ス ー パ ー ボ ー ル す く い セ ッ ト  

約100人用1セット 

水を用意すればすぐに遊べます。  

ns-024toc 

追 加 用 ス ー パ ー ボ ー ル す く い  

1セット 

ns-023tocの追加用セット。スーパーボー
ル約412個、使い捨てすくい枠100個 

お持ち帰り100枚  

ns-338toc 

スーパーボール駒307g約200入 

直径約15～25mm、色柄アソート。駒のよ
うに回ります。不思議な弾み方！  

ns-285toc 

18mmスーパーボール約200入 

色柄アソート。小さ目スーパーボールの使
いやすい少量タイプ  

ns-016toc 

スーパーボール直径約22mm 

約100入 

様々な色柄を混ぜた当社オリジナルの豪
華ミックス。使いやすい少量タイプ  

ns-015toc 

スー パーボ ール 直径約27mm 

約100入 

   

ns-014toc 

スーパ ーボー ル直径 約32mm 

約50入 

   

ns-113toc 

49mmスーパーボール国産はい

からミックス12入 

直径約49mm、単色、ラメ、マーブル等の
柄アソート。※写真は一例です  

ns-296tow 

65mmくねくねボール12入 

直径約65mmのビッグサイズ。 

カラフルで目玉商品になります  

ns-106sak 

22mm ス ー パ ー ボ ー ル ミ ッ ク ス 

500入 

色柄アソート。大袋入りのお徳用タイプ  

ns-107sak 

27mm ス ー パ ー ボ ー ル ミ ッ ク ス 

250入 

   

ns-108sak 

32mm ス ー パ ー ボ ー ル ミ ッ ク ス 

200入 

   

ns-289toc 

スーパーボール特選ミックス  

約515入 

当社オリジナルミックス。そのままスーパー
ボールすくいにお使い頂けます  

ns-100sak 

スーパーボール特許入特選国産

袋入 300入 

大きさ、柄、種類を混ぜた良質の国産スー
パーボール約300個入り  

ns-123sak 

スーパーボール特許入特選国産

袋入1,000入 

大きさ、柄、種類を混ぜた良質の国産スー
パーボール約1000個入り  

ns-336tsan 

デ ィ ズ ニ ー オ ー ル ス タ ー 顔 柄 

スーパーボール27mm 100入 

人気のディズニーフェイス柄20種アソート  

ns-328toc 

ぐんまちゃんのスーパーボール 

 6個ネット入1セット 

45mm×1 個、32mm×2個、27mm×3
個。柄10種アソート  

ns-325toc 

27mmぐんまちゃん 

スーパーボール100入 

色柄アソート。 

※柄のバランスは偏る場合があります  

ns-326toc 

32mmぐんまちゃん 

スーパーボール50入 

   

ns-327toc 

【45mm】ぐ ん ま ち ゃ ん ス ー パ ー

ボール25入 

ゆるきゃらグランプリ獲得の人気キャラが
スーパーボールに登場  

スーパーボール 
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ns-063ima 

うき金魚100入 

商品サイズ約4×2×H2cm、色アソート。
超定番すくいネタ  

ns-067tat 

【やわらか素材】大出目金 

うき金魚100入 

商品サイズ約4.5×3×H2.3cm 

色アソート  

ns-277tat 

ニューアニマルすくい100入 

商品サイズ約3×4(カエルの場合)。 

色、種類はアソート  

ns-141tow 

キラピカコイン100入 

商品サイズ直径3.5×厚さ0.4cｍ、 

5色12柄アソート。 

水に浮かべてすくいネタにできます  

ns-299kis 

ゴールドラッシュ 800g入約230入

サイズ（コイン型）約2.5×2.5×0.3cm。すく
い取りやつかみ取り用に。 

※水には浮きません  

ga-078bima 

うきうきアヒル【小】笛付100入 

商品サイズ約3.3×3.3×H2.5cm。※表情
や色味は生産ロットにより異なります  

ga-077tat 

うきうきアヒル【大】笛付50入 

商品サイズ約5×5×H4cm  

ga-099koz 

フローティング動物Ｓ50入 

商品サイズ平均約3.6×3.1×2.7cm。 

アヒル、イルカ、カエル等のアソート  

ns-311san  

笛付ぷかぷかアニマル50入 

商品サイズ(ブタ)4cm×3.8cm×2.7cm 。
笛付、6種アソート  

ns-319san 

笛付ぷかぷかひこうき50入 

商品サイズ約5.2×5.1×3cm、笛付、7種
アソート  

ns-318san 

笛付ぷかぷかお寿司50入 

商品サイズ（えび）約6.5×2.5×2.5cm 

笛付、6種アソート  

ns-305san 

笛付ぷかぷかキノコ 48入48入 

商品サイズ高さ約4.3×直径4cm  

6色アソート  

ns-144hir 

ぷかぷかボール100入 

直径約3.3cm、柄アソート 

硬いプラスチック製で水に浮きます  

ns-282tow 

ぷよぷよボール100g入1セット 

約3,000粒以上入。数時間水に浸けると2
～3ｍｍの球体が約1～2cmに大きくなりま
す。※容器は付属していません  

ns-112ima 

すくい枠紙付【ラッキースクープ】

100本入 

使い捨てタイプ（スペア紙の取付は不可）。
強さを選択して下さい5号(少し強い)／6号
（通常）／7号(かなり弱い) 

ns-028ima 

ワンタッチすくい枠5個 

別売りのスペア紙を挟んで使用します。 

色はおまかせですが 

ご希望がある場合はお知らせ下さい  

ns-029toc 

スペア紙小ロット100枚入1セット 

使いやすい少量タイプ。ワンタッチすくい枠
に挟んで使用します。完全に枠を乾かして
から取り付けて下さい4号(強い)／5号(少
し強い)／6号(通常)／7号(かなり弱い) 

ns-0291ima 

【黄色箱】スペア紙 1000枚入1

セット 

お徳用タイプ  

ns-053aki 

お椀（金魚受けボール）4個 

商品サイズ約10.5×5cm。色は変更する
場合があります  

ns-031bkis 

【スター柄】お持ち帰り用袋（金魚

袋）100枚入 

約14×18cm。水草柄もあります。 

金魚やスーパーボール用ビニール袋  

すくい用品 
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ny-004mug 

【透明袋入】ヨーヨー 糸ゴム付 

100入1セット 

内容：ヨーヨー100個、糸ゴム100本  

ny-005mug 

【袋入】ヨーヨー 糸ゴム・パッチ

ン付 100入1セット 

内容：ヨーヨー100個、糸ゴム100本、しば
らずパッチン100個  

ny-028mug 

【袋入】メタルクリスタルヨーヨー 

パッチン付 100入1セット 

内容：メタルクリスタルヨーヨー100個、糸
ゴム100本、しばらずパッチン100個  

ny-070mug 

【袋入】ファンタスティックヨーヨー 

パッチン付 100入1セット 

内容：ファンタスティックヨーヨー100個、糸
ゴム100本、しばらずパッチン100個  

ny-003mug 

らくらくヨーヨーセット 100入 

1セット 

内容：ヨーヨー100個、糸ゴム100本、しば
らずパッチン100個、らくらくポンプ1本、つり
金約30個、つり紙100枚  

ny-029mug 

超らくらくヨーヨーセット100入 

1セット   

内容：ヨーヨー100個、ループ付糸ゴム
100本、しばらずパッチン100個、らくらくポン
プ1本、つり紙＋つり金の完成品100個。 

ny-001mug 

【箱入】メタルクリスタル らくらく

ヨーヨーセット 100入1セット 

内容：メタルクリスタルヨーヨー100個、糸
ゴム100本、しばらずパッチン100個、らくらく
ポンプ1本、つり紙100枚、つり金30個  

ny-176mug 

【箱入】ファンタスティック 

らくらくヨーヨーセット100入1セット 

内容：メタルクリスタルヨーヨー100個、糸
ゴム100本、しばらずパッチン100個、らくらく
ポンプ1本、つり紙100枚、つり金30個  

ny-040mug 

【箱入】ヨーヨーセット ポケットポ

ンプ付 100入1セット 

内容：ヨーヨー100個、糸ゴム100本、しば
らずパッチン100個、ポケットポンプ1本、つ
り金約30個、つり紙100枚  

ny-020 

ヨ ー ヨ ー つ り セ ッ ト パ ッ チ ン 付 

100個1セット あとは水だけ！ 

内容：ヨーヨー100個、糸ゴム100本、しば
らずパッチン100個、ポケットポンプ1本、つ
り金約30個、つり紙100枚、ビニールプー
ル1個、プール用ポンプ1個。 

ny-171mug 

つり紙 100枚100枚 

ヨーヨーつり用のつり紙。 

ひも状によってお使い下さい  

ny-173aki 

つり紙 こより完成品（つり金別

売）100本 

こよりを作る手間のない完成品。 

※つり金は別売り  

ny-172mug 

つり金 100個100個 

ヨーヨーつり用のW型の金具  

ny-174mug 

糸ゴム 100本 

補充・予備用としてどうぞ  

ny-006mug 

らくらくポンプ1本 

ちょっとしたイベントでヨーヨーを膨らますの
にぴったりの安価なタイプ  

ny-007mug 

ヨーヨーポンプ【大】 1本 

丈夫で軽く、非常に使いやすい業務用の
ポンプ。大量にヨーヨーを作る場合はこち
らがオススメ  

ny-014mug 

エアーステップポンプ1個 

約9.5×11×8.5cm。プールや空ビ玩具
等を膨らませるのに便利なポンプ  

ny-011kis 

イベント用角型プール1個 

約100×65×H30cm 

補修用ビニールシート付き  

ny-010kis 

イベント用丸型プール1個 

直径約80×高さ約30cm。 

補修用ビニールシート付き  

2s-ny080rib 

フネ（釣り・すくい用）1個 

約60×94×H19cm。楕円形で水流が作
りやすい。お子様用プールとしても！  

ヨーヨーつり用品 
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bm-101 

綿菓子機機 TK-5型1台 

   

bm-105 

綿菓子機CA-7型1台 

   

bm-107 

綿 菓 子 機 CA-7 型  Bubble カ

バー付1台 

   

bm-102 

新業務用綿菓子機（大型）CA-

120型1台 

   

bm-109 

新綿菓子機CA-120型Bubbleカ

バー付き1台 

   

bm-212 

わたがし用 白ザラメ 1kg 1袋 

1㎏で約70人分  

bm-211 

わたがし用カラーザラメ1kg入1袋 

香味付きカラーザラメマンゴー／イチゴ／
ブルーハワイ／メロン／レモン／グレープ 

bm-213 

超特価わたがし用袋（クマさん）

100枚 

約51×28cm。 

可愛いくまさんの綿菓子袋、徳用タイプ  

bm-207 

綿菓子袋キャラクター各種20枚 

流行のキャラクター柄袋の小ロット販売。
種類は随時変化します仮面ライダー／ア
ナと雪の女王／妖怪ウォッチ／プリキュ
ア／ワンピース／ポケモン／キティちゃ
ん／アンパンマン／ドラえもん 

bm-216 

綿菓子用安全紙スティック100本 

長さ約25cm 

割り箸に代わる安全な紙製のわたがし棒  

bm-215 

割り箸（わりばし）500膳 

   

bm-003 

木製スプーン（綿菓子／ザラメ

用）1個 

   

■綿菓子機・ポップコーン機の修

理と保証について   

当社HPよりご購入のイベント機械類は、1
年間、無償で修理いたします。ただし、お客
様の過失等による故障や、消耗による不
具合など、期間内であっても保障対象外
となる場合もございます。詳しくはご相談下
さい。また、保証期間を過ぎての修理につき
ましても、お気軽にお問い合わせ下さい。  

bm-301 

新型ポップコーン機 PA-36型1

台 

   

bm-307 

新型ポップコーン機 APM-4oz

型1台 

   

bm-332 

ポップコーン豆 2kg入（調味料

付）1袋 

2㎏で約70人分作れます。 

塩バター風味の調味料付き  

bm-508 

ポップコーン用バターフレーバー

塩味調味料 1kg1袋 

定番の塩バター風味。豆150gに対して5
～10gほど使用します  

bm-510 

ポップコーン用調味料キャラメル

味 １kg1袋 

ほろ苦いキャラメル味。 

豆2：調味料1の割合で使用します  

bm-513 

三角カップ20g用100枚 

ポップコーン用の紙製三角型カップ。 

長さ約21cm  

bm-511 

6角カップ35ｇ用 50枚入 
サイズ約100㎜×200㎜ 

綿菓子・ポップコーン 
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k-0-03 

落書きせんべいセット 200人用1

セット 

ポップでカラフルなポップコーン用のボー
ル紙製カップ。サイズ約10×20cm  

k-0-04 

NEW 落 書 き せ ん べ い 用、シ ュ

ガーザラメ 1kg入 各種1袋 

香味付き、落書きせんべい用ざらめイチ
ゴ／ブルーハワイ／レモン／メロン 

k-1-02 

たこせんべい 20枚入10袋入 

一枚の大きさ約22×12cm。20×10＝200
枚入  

k-0-05 

落書きせんべい用シロップ 1リッ

トル1本 

落書きせんべい用に最適のみつ。 

スプーンや刷毛でたこせんに塗ります  

bm-011toc 

かき氷 100人用セット1セット 

内容：シロップ（イチゴ2本、メロン1本、ブ
ルー1本）、紙カップ100個、スプーンスト
ロー100本、ハンディシャワー3本、氷旗1
枚 ※シロップのご希望がある場合はお知
らせ下さい  

bm-008mit 

かき氷シロップ 900ml入 各種1

本 

 イチゴ／レモン／メロン／スカイブルー 

bm-009oka 

スプーンストロー 100本入 

かき氷用のスプーンストロー。 

長さ約21ｃｍ、4色アソート  

bm-005mit 

かき氷用 紙カップ（370cc容器）

50入 

かき氷用の紙製カップ。容量約370㏄、サ
イズ高さ約9×直径約9cm。 

柄は変更される場合があります  

bm-004asa 

1L ハンディーシャワーセット1個 

シャワーノズル付き。 

かき氷にシロップをかける際に便利です  

bm-007asa 

ハンディーシャワー3本入 

長さ約23.5cm。口径約2cmまで対応。取
り付ける容器の口径をご確認下さい。 

管を適当な長さに切ってご利用下さい  

bg-100ima 

型抜き、やさしいタイプ100枚 

縁日に欠かせない一品。見本紙付き  

難しいタイプもあります。 

te-011aki 

型抜き準備セット1セット 

内容：作業板(39×24cm)5枚、ピン・よう
じ相当分、ポスター2枚※型抜きは別売り  

bs-236 

キャンディーつかみ取り 約 １００

人用1セット 

内容：おまかせキャンディー1500個以上、
紙皿、袋100枚、組立式箱1個  

bs-040 

お菓子つかみ取り 約 ２００人用

1セット 

内容：おまかせ菓子1500個以上、紙皿、
袋200枚、組立式箱1個  

bs-055toc 

ロボットハンドおもちゃつかみ取り

（おもちゃ約１７４個入）1セット 

内容：おまかせおもちゃ約174個、プール、
ポンプ、ロボフィンガー3本付き  

bs-054toc 

ロボットハンド空ビつかみ取り（空

ビ約１００個入）1セット 

内容：おまかせ空気ビニールおもちゃ約
100個、プール、ポンプ、ロボフィンガー3
本付き。空ビを膨らませてご利用下さい  

bf-075mik 

ゴムフーセン（Mサイズ）色アソート 

100入 

吹き後約20cmマンガ付／無地 要選択 

bf-076mik 

ゴムフーセン（Lサイズ）色アソート 

100入 

吹き後約25cmマンガ付／無地 要選択 

bf-082mik 

ゴムフーセン単色（Mサイズ)各色

100入 

吹き後約20cm黄／白／赤／ピンク／オレ
ンジ／緑／青 

bf-079mik 

ゴムフーセン単色（Lサイズ）各色

100入 

吹き後約25cm黄／白／赤／ピンク／オレ
ンジ／緑／青 

縁日用品・イベント




