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g-001 

おもちゃ取合せ（C）60入 

上代30～40円の玩具を中心に取混ぜた
オリジナル商品。いろいろな種類を少しずつ
ほしいという声にお応えしました！  

ga-057hir 

激安ペーパーローリング50入 

商品本体サイズ長さ約19.5cm、色アソート  

ga-189hir 

豆レーサー100入 

商品サイズ約６．１×２．３×１．８cm  

ga-198toc 

ミニスプリング50入 

商品サイズ高さ約3.5×幅3.3cm  

ga-039koz 

ミニミニクリームパンチ50入 

(コーン部分)長さ 約9×太さ0.7cm～
2.8cm。(ボール部分)直径約3.5cm。 

3色アソート  

ga-182aba 

スマイリーフライヤー50入 

商品サイズ直径10cm、3色アソート  

gg-158ima 

のびーるボールペン25入 

商品サイズ（カプセル状）長さ約5.9×太さ
2.4cm、(伸ばした状態)長さ約11.5cm。 

色柄アソート  

ga-169ima 

ふくらむ恐竜50入 

(ふくらむ前)約5cm～7.5cm、種類アソー
ト。水に浸けると1日で2～3倍の大きさに！  

ga-122ima 

ドラム缶スライムクリア24入 

商品サイズ高さ約4.8×幅約4.2cm。 

6色アソート  

ga-004tow 

バードグライダー50入 

長さ約19×幅17.5cm、色鮮やかな 

4柄アソート  

ga-103aba 

プロペラシューター50入 

棒の長さ約19cm、プロペラの直径約9cm  

ga-007koz 

ヘビゴマ50入 

コマのサイズ: 約5×5cm、3色アソート  

ga-153hir 

カラフルトンボ100入 

長さ：約20cm、羽根の幅：約17.5cm。 

色アソート  

ga-123hir 

クリスタルレーサー25入 

商品サイズ全長5.2×幅3×高さ2.5cm、 

8色アソート  

ga-195toc 

ルーペ付きパチンコゲーム50入 

商品サイズ：約９×４．８×０．９cm 

柄アソート  

ga-199toc 

スポーツヨーヨー50入 

商品サイズ：約４．５×４．５×３．４cm 

2色アソート  

ga-126aba 

プリンセスペンダント50入 

（ペンダント部分）直径約2.2cm、（鎖の長
さ）約29cm。形・色アソート  

ga-075hir 

プチプチシール100入 

台紙サイズ約13×5cm、柄アソート  

ga-184ima 

てくてく消しゴム36入 

足を動かせます。サイズ約4.5～5ｃｍ  

gg-173san 

アナと雪の女王 まんまる消しゴム

25入 

商品サイズ直径3.8×幅0.7cm、 

20種アソート  

単価３０円以下のオモチャ 
※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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g-206gk 

おもちゃ取合せ（B)60入 

上代60～70円の玩具を中心に取混ぜた
オリジナル商品。 

ボリュームがあり一番人気  

gk-648hir 

アニマルうちわペン 25入 

袋サイズ：25×12cm／商品サイズ：19.7×
11.3×1ｃｍ  

gk-563koz 

ミニミニスネークパズル25入 

（たたまれている状態）縦5.5×横6×厚さ
1.3cm。2色アソート  

gk-654tat 

豪華な指輪コレクション50入 

色形が豊富でおしゃれしたい子供たちにお
ススメ！  

gk-026ber 

チャンピオンボックス40入 

箱サイズ：9.5×8×3.5cm。 

何が出るかお楽しみ！ 

飲食店様の景品に最適  

gk-190aba 

イガイガボール【小】透明12入 

商品サイズ直径約9.5cm、4色アソート  

gk-021aba 

カラーリングディスク（フリスビー）

25入 

商品サイズ直径約21.5cm、4色アソート  

gk-576tow 

カラフルリストバンドベル 25入 

輪の直径：5～7cm（調整可能） 

お遊戯会やパーティに！  

gk-590tow 

次世代ケイタイDEゲーム25入 

商品サイズ約10×5.5×厚さ2cm 

4色アソート 

リアルなスマホ型ウォーターゲーム  

gk-450tow 

レッツマジック24入 

商品箱サイズ約12.5×8×2.5cm 

消えるコイン、ロープカット等の種類アソート  

gk-140ima 

コミックサングラス12入 

お子様用（横幅約12cm）。台紙付 

星やハート等の色・形アソート  

gk-530ima 

レインボースプリング スリム（箱入）              

25入 

高さ約6cm×輪の直径5.3cm。デザインや
大きさ等は変更される事があります  

gk-509hir 

キッズなわとび25入 

( 持 ち 手 部 分 サ イ ズ ) 約 10.7 × 太 さ
約.3cm、長さ約2.45m（調節可能）。 

4色アソート  

gk-572hir 

ペタンコボール25入 

商品サイズ直径約5.5cm。窓などにペタッ
と張り付く吸盤ボール  

gk-577hir 

お砂ねんど24入 

容器直径約6.8×高さ3cm 

色・型の柄はアソート  

gk-628hir 

にぎにぎぶどうボール25入 

ボールの直径約4.5cm 

4色アソート。握るとむにゅっと出てきます  

gk-574ton 

ドーナツタワーゲーム25入 

箱サイズ：約6×5×5cm。 

ドーナツが崩れないように積み上げよう  

gk-573ton 

ドキドキ棒たおしゲーム25入 

箱サイズ約10×5.1×2.1cm。倒したら負
け！新しいタイプのゲームです  

gk-339ton 

殿さまおしおきゲームＪｒ.25入 

箱サイズ約6.1×5.1×5.1cm。スリル満点
どきどきゲームの定番  

gk-437ton わくわく金魚すくい 25入 

袋サイズ：縦約22.5×横11cm 

（ヘッター部分含む）、ポイ2色アソート  

単価３１～６０円のオモチャ 
※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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gk-336 

【たまごペッタンボール12入 

商品サイズ約6.5×5cm。2色アソート 

ペッタンシリーズ！むにゅむにゅしたり壁に
投げつけてストレス発散！  

gk-330hir 

ブタさんペッタンボール12入 

商品サイズ約5.3×7×5.3cm 

色アソート  

gk-140hir 

ケロちゃん ペッタンボール12入 

商品サイズ約6×5.3cm。6色アソート  

gk-398hir 

ウンチ ペッタンボール12入 

商品サイズ約5.8×5.5cm.。6色アソート  

gk-485hir 

スーパートルネイド25入 

（プロペラ）直径約7cm、色アソート  

gk-619b 

ボトルスライム24入 

商品サイズ高約5×幅5cm、6色アソート  

gk-371tow 

スプリングボウガン25入 

商品サイズ全長13.5×幅11×高さ5cm、
矢長さ約9.5cm。3mくらい飛びます  

gk-632tow 

組み立てヘリコプター シューター

25入 

長さ約14.5×プロペラの幅約18cm 

ひもを引っ張るとヘリコプターが飛びます  

gk-578bima 

モンスターダッシュ25入 

商品サイズ全長5.5×幅4.5×高さ5cm、
色アソート。プルバックタイプ  

gk-423ton  

デスクレーサーGP25入 

商品サイズ全長5.5×幅3.2×高さ2.5cm。
4種3色アソート。プルバックタイプ  

gk-637ima 

スポーツリターンボール12入 

ボ ール サ イズ 直径5cm、ひ もの 長さ 約
40cm。4柄アソート  

gk-589aba 

オートリターンヨーヨー25入 

約5.4×3.8cm、5色アソート。 

大人も楽しめる本格派  

gk-642aba 

メタリックブレイド25入 

長さ約28.5×幅7×厚さ2cm、4色アソート  

gk-622aba 

サッカーカラーホイッスル25入 

商品サイズ長さ6cm、ひもが短めなので子
供用です。4色アソート  

gk-582koz 

ミニホビーブロック（Bタイプ）24入 

箱サイズ約8×8×3.4cm、6種アソート。デ
ザイン等は変更される事があります  

gr-173koz 

のびのびトカちゃん24付 

袋サイズ約12×7.5cm 

ビョーンとよく伸びるトカゲのおもちゃ  

gop-018san 

ワンピース 4色ボールペン25入 

商品サイズ長さ約12.5×太さ2.1cm。ひも
の長さ約35cm。4色アソート  

gop-008san 

ワンピースビニールペンケース 

25入 

商品サイズ約10.5×20.5cm、6種アソート  

gop-019san 

ワンピース レターセット25入 

商品サイズ：（封筒）縦約9.5×横約14.2ｃ
ｍ （用紙）縦横約14.1ｃｍ。内容：封筒
×2枚 用紙×6枚 シール×1シート  

gg-177ima 

ディズニー組み立てふで箱  

プーさん25入 

商品サイズ：26×26.5cm  

単価３１～６０円のオモチャ 
※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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gk-427tow 

プリンセスリング25入 

商品サイズ約13.5×10cm、種類アソート  

gk-585b 

ネイルアートあそび25入 

商品本体サイズ長さ約1～1.5cm 

色柄アソート  

gk-531ima 

おひめさまティアラ（箱入）25入 

商品本体サイズ約9.4×6×5.5cm。 

種類アソート  

gk-486aba 

キラキラゆびわ 3個パック25入 

台紙サイズ縦12.5×横10cm。宝石部分
の直径約2.5cm。種類アソート  

gk-619aba 

ピンポンセット25入 

ラケットサイズ縦14×横8.7cm。 

4色アソート  

gk-554hir 

絵がわりカメラ25入 

約9×6×2.8cm、3色アソート。シャッター
を押すと動物の絵が切り替わります  

gk-509bhir 

シークレットライトペン25入 

ペンサイズ長さ約13cm。色アソート 

キャップの先にライト付き  

gk-624san 

アニマルフェイス巾着袋16種32入 

約15×16cm、16種類アソート。保育園な
どで使うのにちょうど良いサイズ  

gk-653ham 

ダブル木製ブレスレット 25入 

袋サイズ：13.5cm×9cm 

（ヘッダー部分含む）  

gk-001ima 

バッグ型 着せ替えシール25入 

商品サイズ縦27cm（持ち手部分を含む）
×横21cm、4種アソート  

gg-167koz 

アナと雪の女王 B5下敷き12入 

商品サイズ縦25×横18cm、2種アソート  

gk-577san 

アナと雪の女王 巾着袋25入 

商品サイズ：15×15cm、8種アソート。 

小物入れにちょうど良いサイズ  

gk-500san 

ディズニーフェイスコンパクトミラー

25入 

（たたんである状態）縦約7.5×横約7×厚
約0.5cm。12種アソート  

gk-566ima 

ディズニーダーツ25入 

的サイズ：縦約14×横9.5cm、5種アソート  

gk-575san 

ディズニー顔柄ミニタオル24入 

縦横約21cm、綿100％。 

24枚すべてが違う柄です  

gk-643san 

ディズニー顔柄ミニヨーヨー48入 

商品サイズ直径約4×厚さ2cm。 

2種アソート  

gk-002san 

ディズニー顔柄ミニスタンプ60入 

商品サイズ長約3.7×幅約2.5cm（スタンプ
部分）、10種アソート。インク充填済みです
ぐに使えます  

gk-540san 

アナと雪の女王ミニスタンプ60入 

商品サイズ長約3.6×幅約2.6cm（スタンプ
部分）、10種アソート。  

gk-618san 

ディズニー顔柄ミニボール２ ２２入 

直径約6cm、12種アソート。大人気のディ
ズニーキャラ！ポリウレタン製で空気抜け
の心配なし！  

gk-639san 

アナと雪の女王 顔柄ボール25入 

直径約6cm、6種アソート。オラフ約16
個、アナとエルサがそれぞれ約3個ずつ
（バラつきあり）  

単価３１～６０円のオモチャ 
※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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g-219gc 

おもちゃ取合せ（A)30入 

上代100～120円の玩具を中心に取混ぜ
たオリジナル商品。 

景品やプレゼントにおすすめ  

gc-186hir 

レインボースプリング12入 

箱サイズ7.7×7.7×6cm。 

ロングヒットの定番おもちゃ  

gc-268hir 

アニマルキャンディボール12入 

膨らまし時直径約22cm、ポンプ付き。パン
ダ、クマ、コアラ、ウサギ、ブタの5色アソート  

gc-215koz 

イガイガボール8号12入 

膨らまし時直径約16cm、色アソート。 

※ボール用ポンプが別途必要です  

gc-367tow 

ペッタン吸盤キャッチボール12入 

ボード2個（直径約15×厚約1.5cm)、吸
盤ボール1個（直径約5cm）、4色アソート  

gc-475koz 

ジャンボアイスパンチ24入 

商品サイズ長さ約21.5×横幅約8cm、紐
約70cm、ボールサイズ直径約8cm 

色アソート  

gc-517ima 

すいかボール 18cm 12入 

商品サイズ（膨らました時）：19cm（たたん
だ状態）：25cm  

gc-449koz 

まるまるぱちんこ12入 

商 品 本 体 サ イ ズ 約 17.5cm × 12cm ×
2.4cm。玉サイズ約4.3㎝ 2個入り  

gc-268 

なかよしフィッシング12入 

竿の長さ35.5cm、魚（例：イカ）の大きさ7.7
×4×2.4cm。リール付きの本格派！  

gc-337ton 

のせのせチェアーゲーム12入 

箱サイズ約13×11×4.5cm 

倒したら負けのスリル満点ゲーム  

gc-330ton 

ぐらぐらグラスゲーム12入 

箱サイズ約13×11×4.5cm。 

上手にグラスを積めるかな？  

gc-358ton 

殿さまおしおきゲーム12入 

箱サイズ約11.5×7×7cm 

運勝負の定番人気ゲーム  

gc-310hir 

ドラム缶スライム12入 

サイズ約7.5×5.5×5.5ｃｍ、色アソート。色
やデザインは変更される事があります  

gc-389tow 

弓矢（矢２本付）12入 

弓サイズ約５２㎝、矢サイズ約40㎝ 

４色アソート。  

gc-255tow 

メタルブレード（大）12入 

商品サイズ長さ約51cm前後（鞘入り） 

4色アソート  

gc-495koz 

アクションバイク12入 

パッケージサイズ約15×12.6cm、全長約
6cm。4種アソート  

gc-001koz 

チャレンジトップ12入 

パッケージサイズ約22.5×16.7cm、コマサ
イズ直径最大約7.5cm  

gc-354koz 

ぶっとびコプター極み（ヘリコプ

ター）12入 

円盤の直径約13cm×6枚。色アソート  

gc-484koz 

吸盤マグナム12入 

商品サイズ約22×14.5×3cm。吸盤矢3
個付き（大2、小1）  

gc-579hir 

プリンセスソフィア角ポーチ12入 

商品サイズ：13.5×10.5×5ｃｍ 

色柄アソート。  

単価６１～９９円のオモチャ 
※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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gc-019tow 

キラキラアクアバトン24入 

商品サイズ長さ約45.5×太さ約2cm、5色
アソート  

gc-338hir 

たのしい手芸セット12入 

箱サイズ約14.2×14.2×1.8cm。きらきら
ビーズでアクセサリーを作ろう  

gc-277koz 

ビーズギフトセット24入 

商品サイズ約24×14.5×2cm。ビーズの
種類はパッケージごとに異なります 

gg-004tow 

くまモンの4点メモ帳セット12入 

メモ帳・鉛筆・定規・消しゴムの4点セット。
袋サイズ約22×11.7cm（ヘッダー含） 

柄アソート  

gc-513ima 

アナと雪の女王 レッスンバック12入 

高さ 24.5cm(取っ手部分含まず)×横
32.5cm×マチ約9cm、2種アソート  

gg-003tow 

スヌーピー 4点メモ帳セット12入 

内容：鉛筆・消しゴム・15cm定規・メモ帳
が1袋に入ってます。メモ帳サイズ：縦13cm
×横9cm,３柄アソート。  

gc-433ima 

キティ貯金箱25入 

商品サイズ高さ約8.2×横幅5.6×奥行
5cm。輪投げや射的の景品にぴったり  

gc-011ima 

ドラえもん貯金箱20入 

商品サイズ高さ約8.2×横幅8×奥行
6.5cm  

gb-009koz 

レインボーカウンター縄跳び1個 

(持ち手部分)長さ17×太さ3.2cm。長さ約
270cm（調節可能）。色は黄緑・水色・オ
レンジ・赤の4種。 

色のご希望がある場合はお知らせ下さい  

gb-141ima 

【小】伸縮ボール12入 

商品サイズ直径約15cm、広がった時のサ
イズ直径約30cm。 

投げると空中で広がり大きくなります  

gb-004koz 

吸盤ライフルDX24入 

商 品 サ イ ズ 長 さ 約 50 × 高さ 10 ×厚 さ
2.5cm。吸盤矢3個付き  

gb-001bkoz 

ぷよたまマグナム 12入 

銃のサイズ長さ約20×高さ14×幅4.2cm。
吸盤矢3個、ぷよたま約400発付き。 

どちらでも遊べます  

gr-012bmik 

ライトプレーン(小） 12入 

袋サイズ約42×9cm、柄アソート  

gr-011bmik 

ライトプレーン(大） 12入 

袋サイズ約55×12cm、柄アソート。組み
立て式のゴム動力飛行機。 

2s-nk118ima 

お散歩犬（S） 6種入6入 

膨らまし時の平均サイズ長さ約35cm。空
気が入っていない状態でお届けします  

2s-nk131ima 

お散歩乗り物 6種入6入 

膨らまし時の平均サイズ長さ約35cm  

gb-143koz 

ペンちゃん タッチパネル 1個 

商品サイズ約11.5×6×1.6cm。色はおま
かせですが、ご希望がある場合はお知らせ
下さいピンク／水色 

gb-145koz 

【色アソート】ものまねキュウちゃん

1個 

商品サイズ約26.5×8×10.5cm。 

可愛い声でマネします♪ 

gb-148koz 

ケロケロポンポンテニス1セット 

(ラケット)約35×21.5×3.2cm、(スポンジ
ボール)直径約6.5cm。 

やわらか素材で安心  

gb-150koz 

スナップラクロス1セット 

(ラケット)長さ約37.5×幅約16×最大厚
約9cm、(プラ製ボール)直径約7.2cm  

単価６１～９９円玩具・その他 
※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。 




