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bf-306mug  

10インチゴム風船単色／黒100入 

吹き後約25cm、単色黒  

bf-307mug 

6インチゴムフーセン（色アソート）

100入 

吹き後約15cm色アソート。 

小さいためガス注入は不可  

bf-250koz 

新ハート風船7色アソート100入 

吹き後約30cm。割れ易い為、形を整えな
がらゆっくり膨らませます。※膨らまし時に
8％程度割れる事が有りますのでご了承の
上ご購入下さい  

bf-002mug 

糸付バルブ付ゴムフーセン100入 

吹き後約23cm、色アソート。糸付バルブ
セット済みでガス注入に最適  

bf-070mug 

60cmゴムフーセン1個 

吹 き 後 サ イ ズ 約 60cm。赤、青、黄、白、
緑、オレンジ、ピンク 

１００センチもございます。 

bf-078ima 

ジェットフーセン36付 

野球場でお馴染み、笛付ジェットフーセ
ン。長さ90cm程に膨らませてご使用下さい  

bf-037hmug 

名入ゴムフーセン 

（片面印刷）版代含む500個 

風船にオリジナルの文字等を印刷致しま
す。納期は3週間程度。 

詳細はＨＰをご覧ください。 

bf-2024mug 

ミニUFO（アルミ風船）柄アソート

50入 

吹き後約36cm 

色・柄は約5種類のアソート  

bf-264bmug 

ペンシルバルーン単色各色100入 

 白／桃／黄／赤／黄緑／深緑／ 空
色／青／薄紫／濃紫／肌色／橙／
茶／黒／灰 

bf-264mug 

ペンシルバルーン 色アソート100

入 

15色アソートの国産アートバルーン。 

目玉シールと作り方説明書付き  

bf-001mug 

クラフトバルーン（プロフェッショナ

ルエンターテイナー）100入 

色アソートのアートバルーン。 

韓国製で安価なのが魅力  

bf-273mug 

マジックバルーン、トラディショナル

アソート100入 

色アソートのアートバルーン。 

カナダ製のプロ向け高品質商品  

bf-272mug 

ペンシルバルーン作り方BOOK

セット1セット 

内容：初心者向け作り方Book、バルーン
15本、目玉シール1枚、ゴムポンプ  

bf-271mug 

ペンシルバルーン入門DVDセット

1セット 

内容：20種の作り方DVD、バルーン50
本、目玉シール1枚、ポケットポンプ  

bf-270mug 

ペンシルバルーンBOOKセット501

セット 

内容：87種の作り方Book、バルーン50
本、目玉シール2枚、ポケットポンプ  

bf-269mug 

ゴムフーセン用ハンドポンプ1個 

長さ約30cm、押しても引いても空気が入
る優れもの。色の指定はできません  

bf-039mug 

ワンタッチ棒100入 

長さ約27cm、風船をしばらなくてもOK。 

色の指定はできません  

bf-038mug 

ワンタッチ糸付クリップ100入 

風船をガスで膨らませる際に必須の糸付ク
リップ。縛らないので簡単  

bf-044mug 

糸付バルブ100入 

風船口に差し込み、ガスを注入するだけで
OKなのでとても便利  

bf-294mug 

【バルーンタイム】使い捨てHガスボ

ンベ、ホームタイプ1個（他タイプあり） 

230L、ノズル付き。使い捨て容器入りのガ
スボンベ。参考…Mサイズのゴムフーセン
なら約23個膨らませる事ができます 。 

風船 
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bt-052tow 

プラスチック抽選器200球用1個 

約H26×30×6.5cm。抽選玉200球付き
(赤5、黄5、桃10、緑10、水10、白160)  

bt-215sim 

ラッキー抽選器 500球用 

約H32×30×15cm。国産で高品質の抽
選機※抽選玉は別売り  

bt-257sut 

メタルベル（大）1個 

H22×11cm、国産品。心地よく抽選大会
らしい大きな響きです  

bt-258sut 

メタルベル（小）1個 

H21 × 10cm、国 産 品。よ く 響 き ま す が
「大」に比べかなり甲高い音です  

bt-198sut 

抽選玉（カラー）10個 

直径約11.5mm～12mm。色合いが実際
とは多少異なる場合があります赤／黄／
黒／水／白／桃／青／緑／茶／橙／
紫／若草 

bt-199sut 

抽選玉（金又は銀）1個 

直径約11.5mm～12mm。1個単位の販
売金／銀 

bt-210sut 

抽選玉（番号付）50個 

直径約11.5mm。50個単位の販売。数珠
状にしているため、穴が開いています1～50
番／51～100番／101～150番／それ以
上（ご明記下さい） 

bt-259sim 

抽選球整理機（木製）1個 

100個の抽選玉を数えるための木製の整
理機  

ns-309hir 

ナンバー付スーパーボール50入 

直径約3cm、5色アソート。抽選会等で使
える1～50番のスーパーボール  

bt-092rib 

くじ券箱（小）5個 

12×11×3.5cm。くじ紙等を入れる紙製の
組み立て式箱です  

bt-051mai 

応募箱1個 

20×10×28cm 

紙製の組み立て式応募箱  

bt-204sim 

アクリル抽選箱1個 

29×29×29cm、穴の直径9.5cm 

※くじは付属しません  

bt-004mai 

抽選箱（小）組立式、紙製1個 

16×16×16cm紙製の組み立て抽選箱  

bt-068mai 

【紙 製・組 立 式】抽 選 箱（中）組

立式、紙製1個 

20×20×20cm  

bt-070mai 

【紙 製・組 立 式】抽 選 箱（大）組

立式、紙製1個 

28×28×28cm  

bt-071mai 

【紙製・組立式】窓付つかみ取り

用箱1個 

27×27×27cm 

紙・塩ビ製の組み立て式抽選箱  

bt-115mik 

オ ー プ ン 三 角 く じ（未 完 成 品）

1000枚 

一辺8.7cm。裏に「当り」「ハズレ」等を書き
込み、三角に折って糊付けします  

bt-116mik 

三角くじ（完成品）  各等  bt-

116bmikバラ1000枚 

 ハズレ(無地)／当り／特等／1等／2
等／3等／4等／5等／6等 

bt-069mai 

スピード三角くじ（20枚付） 各等

1シート 

1シートに同じ種類が20枚付き特等／当
り／1～9等／ハズレ／無地 

bt-072koz 

くじ紙（数字合せ）1シート 

1～110番の数字くじをミシン目で切り取っ
て、箱に入れ使用します  

抽選用品 
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bt-006mar 

ビンゴカード５０枚入（エンゼル

製）1セット 

11.3×9.3cm。スタンダードな5×5のビンゴ
カード。お得な50枚入り  

bt-043koz 

ビンゴ抽選機（小）1セット 

内容：抽選機(高さ約15cm)、専用ボール
75個+予備、ビンゴカード10枚のセット  

bt-073mar 

ビンゴネオ1セット 

内容：抽選機(高さ約18cm)、専用ボール
75個+予備、ビンゴカード30枚のセット  

bt-044mar 

デジビンゴZ1セット 

高さ約16.5cm、単三電池4本使用(別
売)。※ビンゴカードは別売り  

bt-042mar 

ビンゴナンバーカード1セット 

カード型ビンゴでいつでもどこでも手軽に
遊べます。ビンゴカード30枚付き  

2s-bg230koz 

コルクガン【Kタイプ】1丁 

長さ約62cm、コルク玉12個付き。簡易的
な作りで安価なのでちょっとしたイベントに
ぴったり。壊れやすいため複数ご用意頂く
事をお勧めします  

2s-bg228koz 

コルク玉【Kタイプ用】100入 

コルクガンKタイプ用の玉。大きい方の円 
直径約13.5mm、小さい方の円  

直径約11mm  

bg-225btoc 

射的用景品100入 

射的の景品に適した立つおもちゃの取合
せ  

bg-028toc 

わなげ用景品100入 

輪投げに適したおもちゃの取合せ  

bg-289koz 

わなげ用輪【大】または【小】10入 

柔 ら か 素 材。色 ア ソ ー ト 大 ( 直 径 約
16cm)／小（直径約10.5cm） 

2s-bg027koz 

【パスカル】わなげ大会セット1セット 

内容：景品100個、投げ輪10個、レジャー
シート1枚、ポップ1枚  

2s-bg030zig 

抽選輪投げゲーム1セット 

内容：ボード（60×60cm）、ナンバープ
レート（1～9）、ポール×9、スタンド足×2  

2s-bg074rib 

輪投げ屋さんのわなげあそび1セッ

ト 

内容：輪（直径13cm）20個、看板1枚、し
きもの2枚、商品80個、残念賞の箱1個、
残念賞の商品20個  

2s-bg075rib 

射的屋さんのしゃてきあそび1セット 

内容：ピストル2丁、キューバン(玉)20個、
ディスプレイ台1セット、商品80個、残念賞
の箱1個、残念賞の商品20個  

bg-017zig 

２０ｃｍコロコロさいころ1個 

発泡スチロール製、約20cm。 

角が丸いのでとてもよく転がります  

bg-010mar 

２９ｃｍカラーサイコロ1個 

ネル地製、約29cm。 

カラフルで大きいのでイベントにぴったり  

2s-bg296zig 

抽選バスケットビンゴ1セット 

組立サイズ：85×78×D84cm。 セット内
容：バックボード布×1、バスケビンゴ的布
×1、パイプフレーム組立×1式、エアーバ

2s-bg288zig 

サッカーチャレンジゴール1セット 

パイプスタンド約90×180cm。マジックサッ
カーボール2個とエアーポンプ付き  

2s-bg298zig 

NEW抽選ボード1セット 

回転盤直径60cm、スタンド高さ約90～
135cm（調節可能）。セット内容：鉄パイプ
スタンド一式、ボーガン、吸盤付き矢6本  

bg-272bzig 

NEW抽選ボード用 新ボウガン

1個 

サイズ約29×30×6.3cm 

吸盤付き矢は別売りです  

抽選用品 



bn-005mik 

極大 または 極小鈴50入 

ニッケル、紐付（色は単色またはアソート、
指定不可）極大(約18×20mm)／極小
(約17mm) 

bn-002tyu 

プラバン（0.4mm透明）4枚 

1枚のサイズ364×257mm。 

ディスプレイや工作に！  

bn-011ima 

ミッキー笛（呼子）  bn-012ima 

キティー笛12入 

色アソート、プラスチック製  

bn-014mik 

ポリ万国旗（大）20カ国付1セット 

1枚のサイズ約28×35cm、全長約10m。
20ヶ国の国旗が繋がっています  

bn-016mar 

○×プレート 10枚セット1セット 

紙製、商品サイズ約18×9×0.1cm。裏表
が○×になった手持ちプレート10枚セット  

bw-050sim 

くす玉君 ゴールド1セット 

直径約20cm、垂れ幕約40×10cm。金
銀紙ふぶき付き。繰り返し使用可能  

bc-008koz 

スイートフラッシュ 3個入1セット 

5mテープが36本入りの投げテープ3個
セット。3色アソート  

bc-161koz 

ホイル三角クラッカー50入 

5色テープが飛び出すスタンダードタイプの
日本製糸引きクラッカー  

2s-nd158tyu 

ちょうちん（Mサイズ） 赤白 また

は 青白1個 

ポリ製、直径22cm、高さ24cm赤白／青
白 

2s-nd159tyu 

ちょうちん（Lサイズ） 赤白 また

は 青白1個 

ポリ製、直径24cm高さ27cm赤白／青白 

ch-058mik 

トンガリ帽子（小）1個 

高さ約17cm。大人・子供兼用 

色はおまかせで5色アソート 

ch-057mik 

トンガリ帽子（大）1個 

高さ約25cm。大人用  

全身タイツ 各色 M／L1セット男女兼用、ポリエステル100％、洗濯不可。  

jz-206zig緑 jz-207青 jz-210zig肌色 jz-208zigピンク  

jz-205zig黄 jz-204zig赤 jz-203zig白 jz-202zig黒   

Mサイズ…身長165～175cm、バスト100cmまで。Lサイズ…身長170～185cm 

バスト110cmまで  

jz-013zig/jz-014zig 

全身タイツ ゴールド M／L1

セット 

男女兼用、ポリエステル92％、ポリウレタ
ン8％、洗濯不可。  

jz-011zig/jz-012zig  

全身タイツ シルバー M／L1

セット 

M サ イ ズ…身 長 165 ～ 175cm、バ ス ト
100cm ま で。L サ イ ズ…身 長 170 ～

2s-rap003 

ラッピング袋ブルーミング巾着1個 

内寸：12×16.5×8cm、外寸：18.4×23.5
×8cm、4色展開。 

色のご希望がある場合はお知らせ下さい
黄／水色／オレンジ／ピンク 

2s-rap005 

ラッピング袋 ランドセルバッグ1個 

入学祝いにオススメ。幅12×高さ13×奥
行7cm、4色展開水色／紺／赤／ピンク 

2s-rap006 

ラッピング袋 パステルこいのぼり

1個 

子どもの日のお祝いに。幅27.3×高さ10.4
×奥行9.2cm、2色展開水色／ピンク 

2s-rap004 

ラッピング袋 浴衣1個 

夏祭り等にぴったり！内寸：16.8×19cm、
外寸：24.4×21cm  
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gmh-760b  

デコレーションサンド 1㎏入 1個 
 

細かな砂状の石灰石です。  
砂絵に使用したりインテリアとしてガラス瓶等に入れても。  

 

クリア／レッド／ブルー／イエロー／グリーン／コバルト／オレンジ／ 
グレー／ベージュ／ブラック／パステルピンク／ 

パステルグリーン／パステルオレンジ／ピンク／ラベンダー 

クリア    レッド    ブルー  イエロー   グリーン    ブルー    オレンジ 

グレー   ベージュ  ブラック     パステル   パステル     パステル     ピンク   ラベンダー 
                ピンク  グリーン  オレンジ 

gmk-756b  

フラッシュマーブル 15mm 100入 
 

ヒビ入り加工の技ありビー玉。  
単色のみ（全7色）  

 

バイオレット／レッド／イエロー／  
グリーン／ブルー／コバルト／クリア  
※バイオレットは電気の明りの元では薄青色です

が、日光が入るときれいな紫色になります 

バイオレット  レッド   イエロー 

グリーン   ブルー  コバルト    クリア 

gmk-731b  

ビー玉カラーマーブル  12.5mm  500入 

gmk-732b  

ビー玉カラーマーブル 17mm   200入 
 

色付きビー玉（全５色）  
 

ミックス／イエロー／レッド／  
コバルト／ブルー／グリーン  

ミックス    イエロー    レッド 

コバルト     ブルー    グリーン 

スリガラス加工の施されたビー玉。  
ミックスはレッド・イエロー・グリーン・ブルー・コバルトの5色。 

 

ミックス／クリア／レッド／イエロー／  
グリーン／ブルー／コバルト／ライトコバルト  

ミックス    クリア    レッド   イエロー   グリーン   ブルー    コバルト  ライトコバルト  

油を塗ったような艶のあるビー玉。  
ミックスはレッド・イエロー・グリーン・ブルー・コバルトの5色。 

 

ミックス／クリア／レッド／イエロー／ライトグリーン／  
グリーン／エメラルドグリーン／ブルー／ライトブルー／コバルト  

ミックス   クリア    レッド  イエロー  ライトグリーン グリーン  ライトグリーン  ブルー   ライトブルー   コバルト 

gmt-532b  

ビー玉クリアー（小水晶）12.5mm  500入 
 

小さ目の透明ビー玉 

gmt-533b  

ビー玉クリアー（中水晶）17mm  200入 
 

一般的な大きさの透明ビー玉 

gmt-534b  

ビー玉クリアー（大水晶）25mm 65入 
 

大き目の透明ビー玉 

gmt-535b  

ビー玉クリアー（特大水晶）30mm  40入 
 

大き目の透明ビー玉 

gmt-501b  

ビー玉中B 17mm 200入 
 

ラムネ瓶に入っている自然な青色のビー玉 

gmt-043  

ビー玉特大B 30mm 40入 
 

小さいものに比べ多少色が濃く見えます 

gmt-510b  

ビー玉リーフ（小錦）12.5mm 500入 
 

懐かい柄入りのビー玉。色アソート 

gmt-511b  

ビー玉リーフ（中錦）17mm 200入 
 

懐かい柄入りのビー玉。色アソート 

gmk-745b  

ビー玉フロストリーフ 12.5mm 500入 
 

小錦の表面にスリガラス加工がされています 

gmk-746b  

ビー玉フロストリーフ 17mm 200入 
 

中錦の表面にスリガラス加工がされています 

gmk-766b  

蓄光マーブル 25mm 40入 
 

光を吸収しほのかに光ります 

gmk-767b  

蓄光マーブル 15mm 54入 
 

光を吸収しほのかに光ります 

gmk-741b  

ビー玉フロスト 12.5mm 500入 

gmk-742b  

ビー玉フロスト 17mm 200入 
gmk-738b  

ビー玉オーロラ 12.5mm 500入 
gmk-739b ビー玉オーロラ 
17mm 200入 

※ビー玉等の色合いは実際と多少異なる場合がございます 

   

  

    

    

    

31 ビー玉 
ビー玉は下記の専用サイトよりご注文下さい 

業務用ビーダマ仕入サイト  http://tochigiya.com/bidama/ 






