
夏別冊カタログ

2 0 2 0  e n j o y  s u m m e r

おうちで楽しむ夏のあそびおうちで楽しむ夏のあそび



クリップの下にヒモを巻くと
はずれにくいよ !

くるくる

ヨーヨーガーランドで
かざりつけしよう
ヨーヨーガーランドで
かざりつけしよう

クイッ
クフック

100本入
クイッ

クフック
100本入 クイッ

クフック
100本入

セット済み
こより付属

輪っかにした
糸ゴム付属

・ヨーヨー風船　　  100個

 100個

・糸ゴム（輪っかが
できているゴムひも）100本
・らくらくポンプ　　　 1本
・釣り針＆
 釣り紙セット　　 100枚
・しばらず
 パッチンクリップ
・パッチンスタンド 　 １個

・ヨーヨー風船
 メタル クリスタル
 カラーアソート   　100個
・糸ゴム　　　　  100本
・パッチンスタンド      1個
・しばらず
 パッチンクリップ　100個
・クイックフック  　 100個

・ヨーヨー風船　    100個
・糸ゴム　　　　  100本
・パッチンスタンド　   1個
・しばらず
 パッチンクリップ　100個
・クイックフック  　 100個

・ヨーヨー風船    100個
・糸ゴム　　　   100本
・パッチンスタンド     1個
・しばらず
 パッチンクリップ 100個
・クイックフック    100個

SZKVY10051
【超】らくらくヨーヨーセット
ロット／1箱
PKサイズ／30×16.5×6cm

KISVY62516
パッチンYOYO100
クイックフックセット
ロット／1セット

KISVY62518
ファンタスティックヨーヨー
クイックフックセット
ロット／1セット

KISVY62517
パッチンYOYO100
メタルクリスタル
クイックフックセット
ロット／1セット

ラクラクにヨーヨーつりを楽しめるセット

おまつりでもディーラーさんでも
おうちでも夏らしいかざりつけ

ヨーヨー

ヨーヨー風船にヒモを２回くるくると巻きつけるだけでできあがり!!
ゆらゆらと揺れるカラフルなヨーヨーが、夏らしくってとてもかわいい♡
カンタンだから、お子様と一緒に作るのもオススメです♪

www.kishis.co.jpTEL : 052-563-4681
キッシーズ株式会社
〒451-0042  愛知県名古屋市西区那古野2-7-17 @kishis1946

詳しくは
動画でチェック

https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290625161&item=4538290625161&subitem=4538290625161
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290625178&item=4538290625178&subitem=4538290625178
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290625185&item=4538290625185&subitem=4538290625185
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4954965100519&item=4954965100519&subitem=4954965100519
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_category.cgi?id=summer-1
https://www.kishis.co.jp/mv/2020summer_yoyo


・ヨーヨー風船
 メタル クリスタル
 カラーアソート   　100個

　100個

・糸ゴム　　　　  100本
・パッチンスタンド  　 1個
・しばらず
 パッチンクリップ

・ヨーヨー風船　    100個
・糸ゴム　　　　  100本
・パッチンスタンド  　 1個
・しばらず
 パッチンクリップ　100個

・ヨーヨー風船　    100個
・糸ゴム　　　　  100本
・パッチンスタンド  　 1個
・しばらず
 パッチンクリップ　100個

・ヨーヨー風船　
・らくらくポンプ 　  1本
・糸ゴム　　　  100本
・つり紙　　　   
・つり針　　　 　 30個
・パッチンスタンド   1個
・しばらず
　パッチンクリップ　100個

100個

100枚

・ヨーヨー風船　
・らくらくポンプ 　  1本
・糸ゴム　　　  100本

100枚

100本

・つり紙　　　   
・つり針　　　 　 30個
・パッチンスタンド   1個
・しばらず
　パッチンクリップ　100個

・ヨーヨー風船
 アソート メタリック、
 クリスタル　　　
・糸ゴム　　　    
・パッチンスタンド     1個
・らくらくポンプ　　  1本
・作り方説明書　  　 1枚

1枚

・つり紙　　       100枚

100個

・つり針　　　　　
・サイズゲージ　　　
・しばらず
 パッチンクリップ  100個

100本

30個

KISVY62520
クイックフック(50入)
ロット／1袋
PKサイズ／12.5×10.5×1.5cm

SZKVY50100
パッチンYOYO100(100入)
ロット／1袋
PKサイズ／H35.5×W4.5×D5cm

SZKVY50101
パッチンYOYO100
メタルクリスタル(100入)
ロット／1袋
PKサイズ／H35.5×W4.5×D5cm

SZKVY10031
らくらくヨーヨーセット
ロット／1箱
PKサイズ／H29.5×W14×D4cm

SZKVY10023
ファンタスティックヨーヨー(100入)
ロット／1袋
PKサイズ／Ｈ29×W16×D5cm

SZKVY10032
メタルクリスタル
らくらくヨーヨーセット
ロット／1箱
PKサイズ／H34×W16×D4.5cm

SZKVY10041
ファンタスティック
らくらくヨーヨーセット
ロット／1箱
PKサイズ／H29.5×W14×D4cm

SZKVY50010
ヨーヨー№500ノビ付
ロット／1袋
PKサイズ／18×22×5cm

SZKVY10021
ヨーヨーNo.100青箱
ロット／1箱
PKサイズ／H22×W14.5×D5cm

SZKVY50013
ヨーヨー№.500ノビ無
ロット／1袋
PKサイズ／H18×W22×D5cmm

SZKVY20300
らくらくポンプ
ロット／1本
商品サイズ／29cm

SZKVY63111
透明ポンプ用パッキン
ロット／1個
商品サイズ／φ約4cm

SZKVY20308
透明ポンプ
ロット／1本
商品サイズ／38cm

・ヨーヨー風船　　　  100個

30個

・ゴムポンプ 　     　　  1個
・糸ゴム　　　　　　  100本 

100枚・つり紙  　　　　　  
・つり針　　　　　　
・パッチンスタンド　 　   1個
・しばらずパッチンクリップ  100個

・ヨーヨー風船
・糸ゴム　　　  500本

500個

・ヨーヨー風船　 500個

ポンプ・つり針

透明ポンプ専用の
パッキンです。

水ヨーヨー
対応タイプ

水ヨーヨー
対応タイプ

※糸ゴム・クリップなし

※クリップなし

www.kishis.co.jpTEL : 052-563-4681
キッシーズ株式会社
〒451-0042  愛知県名古屋市西区那古野2-7-17 @kishis1946

https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4954965501002&item=4954965501002&subitem=4954965501002
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4954965501019&item=4954965501019&subitem=4954965501019
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4954965100236&item=4954965100236&subitem=4954965100236
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4954965100311&item=4954965100311&subitem=4954965100311
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4954965100328&item=4954965100328&subitem=4954965100328
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4954965100410&item=4954965100410&subitem=4954965100410
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4954965100212&item=4954965100212&subitem=4954965100212
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4954965500104&item=4954965500104&subitem=4954965500104
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4954965500135&item=4954965500135&subitem=4954965500135
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4954965203005&item=4954965203005&subitem=4954965203005
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4954965203081
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290631117
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290625208


水てっぽうで撃ち落とせ !!
夏にピッタリの射的ゲーム

カンタン準備で盛り上がる !!
水てっぽうと落としたヨーヨーをプレゼント !
ヨーヨーのゴムにつり紙を通し、ロープにくるくると巻きつけるだ
けで準備完了!!水てっぽうでつり紙を狙って水で溶かして
ヨーヨーを落とそう！落としたヨーヨーと水てっぽうはプレゼントに!

ここを狙っ
て

水で溶か
そう!

KISVY63909
ヨーヨーコレクション
ドルチェ
ロット／10個
商品サイズ／約16×16㎝
PKサイズ／16.5×14.5㎝

KISVY63910
ヨーヨーコレクション
プリティプリンセス
ロット／10個
商品サイズ／約16×16㎝
PKサイズ／16.5×14.5㎝

ヨーヨーコレクション

www.kishis.co.jpTEL : 052-563-4681
キッシーズ株式会社
〒451-0042  愛知県名古屋市西区那古野2-7-17 @kishis1946

詳しくは
動画でチェック

https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290639090
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290639106
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_category.cgi?id=summer-2
https://www.kishis.co.jp/mv/2020summer_yoyoshot


水ヨーヨー
対応タイプ

KISVY63956
ヨーヨーコレクション
おまつり
ロット／10個
商品サイズ／約16×16㎝
PKサイズ／16.5×14.5㎝

KISVY63911
ヨーヨーコレクション
うさピヨ
ロット／10個
商品サイズ／約16×16㎝
PKサイズ／16.5×14.5㎝

KISVY63958
ヨーヨーコレクション
あにまるきゅーとフェイス
ロット／10個
商品サイズ／約16×16㎝
PKサイズ／16.5×14.5㎝

KISVY63955
ヨーヨーコレクション
昆虫図鑑
ロット／10個
商品サイズ／約20×10㎝
PKサイズ／16.5×14.5㎝

糸ゴム・つり針

SZKVY61107
糸ゴム(ノビ)(100本入)
ロット／1束
PKサイズ／H29×W2×D2cm

SZKVY00742
つり紙(こより)(1000枚入)
ロット／1袋
PKサイズ／H11×W8×D2cm

SZKVY00740
つり針･つり紙セット
ロット／1袋
PKサイズ／H1×W9×D2cm

SZKVY00743
つり針(100本入)
ロット／1袋
PKサイズ／H1×W9×D2cm

KISVY63238
ヨーヨーコレクション
アニマルパーク
ロット／10個
商品サイズ／約H16×16cm
PKサイズ／16.5×14.5cm

KISVY63957
ヨーヨーコレクション
ニンジャ
ロット／10個
商品サイズ／約16×16㎝
PKサイズ／16.5×14.5㎝

KISVY63239
ヨーヨーコレクション
すいぞくかん
ロット／10個
商品サイズ／約Ｈ17×Ｗ15×Ｄ7cm
PKサイズ／16.5×14.5cm 

KISVN62854
ヨーヨーコレクション
ミッフィー
ロット／10個
商品サイズ／約12×17cm

KISVY63241
ヨーヨーコレクション
フルーツ王国
ロット／10個
商品サイズ／約H12×8cm
PKサイズ／16.5×14.5cm

KISVY63240
ヨーヨーコレクション
はたらくくるま
ロット／10個
商品サイズ／約H11×16cm
PKサイズ／16.5×14.5cm

KISVN62911
ヨーヨーコレクション
ダイナソー
ロット／10個
商品サイズ／約22×16×16cm
PKサイズ／16.5×14.5cm

KISVN62913
ヨーヨーコレクション
フラワー
ロット／10個
商品サイズ／約6×13×7cm
PKサイズ／16.5×14.5cm

KISVY62520
クイックフック(50入)
ロット／1袋
PKサイズ／12.5×10.5×1.5cm

SZKVY20300
らくらくポンプ
ロット／1本
商品サイズ／29cm

www.kishis.co.jpTEL : 052-563-4681
キッシーズ株式会社
〒451-0042  愛知県名古屋市西区那古野2-7-17 @kishis1946

https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290639113
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290639564&item=4538290639564&subitem=4538290639564
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290639588&item=4538290639588&subitem=4538290639588
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290639557&item=4538290639557&subitem=4538290639557
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290639571&item=4538290639571&subitem=4538290639571
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290632381&item=4538290632381&subitem=4538290632381
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290632398&item=4538290632398&subitem=4538290632398
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290628544&item=4538290628544&subitem=4538290628544
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290632404&item=4538290632404&subitem=4538290632404
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290632411&item=4538290632411&subitem=4538290632411
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290629114&item=4538290629114&subitem=4538290629114
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290629138&item=4538290629138&subitem=4538290629138
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290625208&item=4538290625208&subitem=4538290625208
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4954965007405&item=4954965007405&subitem=4954965007405
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290611072&item=4538290611072&subitem=4538290611072
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4954965007429&item=4954965007429&subitem=4954965007429
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4954965007436&item=4954965007436&subitem=4954965007436
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4954965203005&item=4954965203005&subitem=4954965203005


ONDMP01306
水撃ショット ソニック
ロット／12個
サイズ／15.5×24×4cm

OISMP11738
イルカ水てっぽう（4色アソート）
ロット／25個
サイズ／12×8.5×2.3cm

MRKMP14919
すみっこぐらし
お水たっぷり水でっぽう
ロット／1個
PKサイズ／31×43×6cm

TNRMP05239
ウォーターガン パームシューター
ロット／25個
PKサイズ／14.5×16×3cm

OISMP11638
コスミックウォーターガン
ロット／25個
サイズ／18.5×12×3.5cm

ONDMP01660
ミニミニスプラッシュ
ロット／24個
サイズ／20.3×3×3cm

TNRMP10158
スプラッシュ
ウォーターガン(4色アソート)
ロット／12個
サイズ／21×14×4cm

MRKMP14712
アクアショット
シャイニーポップ
ロット／12個
PKサイズ／32×17.5×5cm

WMYMP13582
バックパックシューター
ロット／1個
PKサイズ／42×35×5.5cm

ONDMP01794
バトルタンク
ロット／1個
サイズ／33.5×46.5×8㎝

小型でくばりやすい水てっぽう

大きなタンクで長く遊べる水てっぽう

www.kishis.co.jpTEL : 052-563-4681
キッシーズ株式会社
〒451-0042  愛知県名古屋市西区那古野2-7-17 @kishis1946

©SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4901123016601&item=4901123016601&subitem=4901123016601
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4544042117389&item=4544042117389&subitem=4544042117389
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4542099052394&item=4542099052394&subitem=4542099052394
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4544042116382&item=4544042116382&subitem=4544042116382
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4901123013068&item=4901123013068&subitem=4901123013068
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4542099101580&item=4542099101580&subitem=4542099101580
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4902923147120&item=4902923147120&subitem=4902923147120
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4902923149193&item=4902923149193&subitem=4902923149193
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4903680135825&item=4903680135825&subitem=4903680135825
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4901123017943&item=4901123017943&subitem=4901123017943


ONDMP01966
メガロケット
ロット／1個
サイズ／30.5×70×8.5cm

MRKMP14339
アクアショットジャベリン
ロット／12個
サイズ／16×28×4cm

MRKMP14925
アクアショットヒューリー
ロット／1個
サイズ／18.5×34×4cm

MRKMP14932
電動ウォーターガン シデン
ロット／1個
サイズ／32×24.5×6.5cm

WMYMP13658
エアリアルアロー
ロット／1個
サイズ／32×17×7cm

WMYMP13472
ブレイブビースト（2色アソート）
ロット／1個
サイズ／38×21×7.5cm

ONEMP01655
ミニオンフリーズレイ
ウォーターシューター
ロット／1個
サイズ／21.5×35×8.6cm

MRKMP14917
ポンプアクション
ウォーターガンファントム
ロット／1個
サイズ／26×62×8cm

WMYMP13657
ウォーターガン
バトルシリーズ
マイティバトル
ロット／1セット
PKサイズ／61×31×10cm

MRKMP12469
アクアボンバー
サンダーボルト
ロット／1個
サイズ／75×31×12mm

SZKMP63053
スプラッシュライト青
ロット／1個
商品サイズ／17×13×6cm 
PKサイズ／22×20×7cm

SZKMP63054
スプラッシュライト赤
ロット／1個
商品サイズ／17×13×6cm 
PKサイズ／22×20×7cm

本格的 !! 高機能な水てっぽう

www.kishis.co.jpTEL : 052-563-4681
キッシーズ株式会社
〒451-0042  愛知県名古屋市西区那古野2-7-17 @kishis1946

https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4903680136570&item=4903680136570&subitem=4903680136570
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4902923141517&item=4902923141517&subitem=4902923141517
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290630530&item=4538290630530&subitem=4538290630530
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290630547&item=4538290630547&subitem=4538290630547
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4902923143399&item=4902923143399&subitem=4902923143399
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4902923149254&item=4902923149254&subitem=4902923149254
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4971413016550&item=4971413016550&subitem=4971413016550
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4902923149179&item=4902923149179&subitem=4902923149179
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4903680134729&item=4903680134729&subitem=4903680134729
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4902923149322&item=4902923149322&subitem=4902923149322
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4901123019664&item=4901123019664&subitem=4901123019664
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4903680136587&item=4903680136587&subitem=4903680136587


＊金魚袋のヒモの色はアソートです。
＊写真はイメージです。おもちゃは付属しません。

おうちですくえるセットを作って
来店プレゼントに !

KISNS62889
金魚袋（SS）星柄
ロット／100枚
商品サイズ／12×14cm

KISNS60629
金魚袋星柄
ロット／100枚
商品サイズ／18×14cm

KISNS62887
金魚袋星柄(大)
ロット／100枚
商品サイズ／21×16.5cm

金魚袋・バッグ・すくいあみ

www.kishis.co.jpTEL : 052-563-4681
キッシーズ株式会社
〒451-0042  愛知県名古屋市西区那古野2-7-17 @kishis1946

夏あそびの楽しい時間をプレゼントしませんか？
クリアな巾着袋やショルダーバッグに、すくい網と水に浮くカラフルなおもちゃを
詰めて、お客様に楽しい夏あそびの時間をプレゼントしませんか？
かわいい柄入りの袋や、ピカピカと光るタイプのおもちゃもございます♪

https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_category.cgi?id=summer-3
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290628896&item=4538290628896&subitem=4538290628896
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290606290&item=4538290606290&subitem=4538290606290
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290628872&item=4538290628872&subitem=4538290628872


おもちゃを入れて膨らませると
中のおもちゃが固定されるよ !
おもちゃを入れて膨らませると
中のおもちゃが固定されるよ !

KISNS62888
金魚袋（SS）
ロット／100枚
商品サイズ／12×14cm

KISNS63929
金魚袋（小）ジュエル柄
ロット／100枚
商品サイズ／18×14cm

KISNS63928
金魚袋（小）水ヨーヨー柄
ロット／100枚
商品サイズ／18×14cm

KISNS62890
金魚袋(小) 黒猫柄
ロット／100枚
商品サイズ／18×14cm

KISNS62625
金魚袋ハート柄入
ロット／100枚
商品サイズ／18×14cm

KISNS62898
金魚袋(小) 花火柄
ロット／100枚
商品サイズ／18×14cm

OISNS61819
すくいあみ
ロット／10本
商品サイズ／8.5×18×0.3cm

KISNS62626
金魚袋パーティ柄
ロット／100枚
商品サイズ／18×14cm

KISNS60628
金魚袋水草柄
ロット／100枚
商品サイズ／18×14cm

KISNS60051
金魚袋(小)
ロット／100枚
商品サイズ／18×14cm

KISNS64026
風船ショルダーバッグ
ロット／30枚
商品サイズ／18×18cm

KISNS60050
金魚袋(大)
ロット／100枚
商品サイズ／21×16.5cm

www.kishis.co.jpTEL : 052-563-4681
キッシーズ株式会社
〒451-0042  愛知県名古屋市西区那古野2-7-17 @kishis1946

https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290628889&item=4538290628889&subitem=4538290628889
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290600519&item=4538290600519&subitem=4538290600519
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290600502&item=4538290600502&subitem=4538290600502
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290639298&item=4538290639298&subitem=4538290639298
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290639281&item=4538290639281&subitem=4538290639281
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290626250&item=4538290626250&subitem=4538290626250
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290628902&item=4538290628902&subitem=4538290628902
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290628988&item=4538290628988&subitem=4538290628988
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290626267&item=4538290626267&subitem=4538290626267
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290606283&item=4538290606283&subitem=4538290606283
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4544042618190&item=4544042618190&subitem=4544042618190
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290640263&item=4538290640263&subitem=4538290640263
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ンを通して
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数量
限定

数量
限定

KISNS62648
すくって!キラピカKeyコレクション
ロット／100個
商品サイズ／約3×6.5cm

KISNS62771
すくって!キラピカアニマルコイン
ロット／100個
商品サイズ／約3×4.5cm

KISNS62166
すくって!キラピカハート
ロット／100個
商品サイズ／2.7cm

KISNS62169
すくって!キラピカマウス
ロット／100個
商品サイズ／2.2cm

KISNS62164
すくって!キラピカキャンディ
ロット／100個
商品サイズ／3～4.5cm

KISNS62168
すくって!キラピカメロディー
ロット／100個
商品サイズ／3cm

KISNS62160
すくって!やわらかベアコレクション
ロット／100個
商品サイズ／2.4～2.8×1.5～1.9cm

KISNS61795
すくって!リングコレクション
ロット／100個
商品サイズ／2.5×3cm・内径1.4cm

KISNS64018
すくって!キラピカバルーンドッグ
ロット／100個
商品サイズ／4×3.5×1.5ｃｍ

KISNS64019
すくって!キラピカアヒルちゃん
ロット／100個
商品サイズ／3×2×3ｃｍ

OISNS11904
ピカピカアヒル
ロット／48個
商品サイズ／3.7×3.5×1.5cm

OISNS11768
ピカピカジュエルマウス
ロット／48個
商品サイズ／3×4cm

OISNS11489
ピカピカアニマルズ
ロット／48個
商品サイズ／3×4cm

OISNS11342
NEWピカピカきんぎょ
ロット／48個
商品サイズ／3.5×3.5×1cm

OISNS82060
ピカピカジャンボアヒルさん
ロット／24個
商品サイズ／3.8×4×4.5cm

OISNS81642
ピカピカジャンボきんぎょ
ロット／24個
商品サイズ／2.5×4.5×5.5cm

＊チェーンは
　付属しません

＊チェーンは
　付属しません

＊チェーンは
　付属しません

www.kishis.co.jpTEL : 052-563-4681
キッシーズ株式会社
〒451-0042  愛知県名古屋市西区那古野2-7-17 @kishis1946

おんなの子にオススメの
すくいおもちゃ

https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290621606&item=4538290621606&subitem=4538290621606
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290617951&item=4538290617951&subitem=4538290617951
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290621644&item=4538290621644&subitem=4538290621644
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290621682&item=4538290621682&subitem=4538290621682
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290621668&item=4538290621668&subitem=4538290621668
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290640188&item=4538290640188&subitem=4538290640188
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290626489&item=4538290626489&subitem=4538290626489
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290627714&item=4538290627714&subitem=4538290627714
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290640195&item=4538290640195&subitem=4538290640195
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290621699&item=4538290621699&subitem=4538290621699
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4544042119048&item=4544042119048&subitem=4544042119048
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4544042117686&item=4544042117686&subitem=4544042117686
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4544042114890&item=4544042114890&subitem=4544042114890
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4544042113428&item=4544042113428&subitem=4544042113428
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4544042820609&item=4544042820609&subitem=4544042820609
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4544042816428&item=4544042816428&subitem=4544042816428
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KISNS64020
すくって!キラピカうんちくん
ロット／100個
商品サイズ／2.5×2.3ｃｍ

KISNS64021
すくって!キラピカ飛行機
ロット／100個
商品サイズ／スペースシャトル：2.8×1.8×4cm
　　　　　  ジャンボジェット：3.2×1.5×3.5cm

KISNS62435
すくって!キラピカ恐竜
ロット／100個
商品サイズ／3cm

KISNS62238
すくって!キラピカ小判
ロット／100個
商品サイズ／5×3cm

KISNS60940
すくって!キラピカコイン
ロット／100個
商品サイズ／3.5cm

KISNS62165
すくって!キラピカトレジャー
ロット／100個
商品サイズ／2.5～3.2cm

KISNS62158
すくって!キラピカこんちゅう
ロット／100個
商品サイズ／5×3～3.5cm

OISNS11481
ピカピカうんち
ロット／48個
商品サイズ／3×4cm

OISNS11639
ピカピカ恐竜
ロット／48個
商品サイズ／4×4×1.5cm

OISNS11341
ピカピカ水族館
ロット／48個
商品サイズ／3.5×3.5×1cm

OISNS11343
ピカピカ森の生物
ロット／48個
商品サイズ／4×3.5×1cm

OISNS82148
ピカピカジャンボクラゲさん
ロット／24個
商品サイズ／3.8×3.5×3.5cm

www.kishis.co.jpTEL : 052-563-4681
キッシーズ株式会社
〒451-0042  愛知県名古屋市西区那古野2-7-17 @kishis1946

おとこの子にオススメの
すくいおもちゃ

https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290640201&item=4538290640201&subitem=4538290640201
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290640218&item=4538290640218&subitem=4538290640218
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290640218&item=4538290640218&subitem=4538290640218
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290621583&item=4538290621583&subitem=4538290621583
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290609406&item=4538290609406&subitem=4538290609406
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290621651&item=4538290621651&subitem=4538290621651
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290622382&item=4538290622382&subitem=4538290622382
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4544042114814&item=4544042114814&subitem=4544042114814
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4544042116399&item=4544042116399&subitem=4544042116399
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4544042113435&item=4544042113435&subitem=4544042113435
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4544042113411&item=4544042113411&subitem=4544042113411
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4544042821484&item=4544042821484&subitem=4544042821484


使用イメージ使用イメージ

ビニールプールで
すくいあそびしよう
ビニールプールで
すくいあそびしよう

夏はおうちでカラフルに水あそび！

ビニールプール

家庭用のビニールプールに水をはったら、スーパーボールや
すくいを浮かべよう！すくいあみですくってもよし、
プールに入ってあそんだり、写真を撮ってもよく映えます！

ONDVN40106
ロイヤルキャッスルベビープール
ロット／1個
商品サイズ／122×122×122cm
PKサイズ／23×25×10cm

ONDVN40105
マッシュルームベビープール
ロット／1個
商品サイズ／102×89×102cm
PKサイズ／23×25×10cm

KISNS63975
イベント用角型プール100cm
ロット／1個
商品サイズ／（外径）100×65×30cm
　　　　　  （内径）960×52×30cm
＊人が入る用途での使用はご遠慮ください

KISNS63974
イベント用丸型プール80cm
ロット／1個
商品サイズ／φ80cm×高さ21cm 
＊人が入る用途での使用はご遠慮ください

www.kishis.co.jpTEL : 052-563-4681
キッシーズ株式会社
〒451-0042  愛知県名古屋市西区那古野2-7-17 @kishis1946

詳しくは
動画でチェック

https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_category.cgi?id=summer-4
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=6941057401058
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=6941057401065
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290639748&item=4538290639748&subitem=4538290639748
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290639755&item=4538290639755&subitem=4538290639755
https://www.kishis.co.jp/mv/2020summer_sukui


人形すくい・すくいあみ・カップ

スーパーボールアソート

KISNS62105
すくって!アヒルちゃん(小)
ロット／100個
商品サイズ／3×3.5cm

KISNS62104
すくって!アヒルちゃん
ロット／50個
商品サイズ／4.5×5cm

UCYSB63966
【新】1000入
スーパーバウンドボールアソートスモール
ロット／1袋
商品サイズ／18mm800個　ラグビー小60個
デコボコ小60個　27mm20個　うんち20個
キューブ15個　32mm5個　ラグビー大5個
ミラクル大5個　デコボコ大3個　38mm3個
45mm3個　60mm1個

UCYSB63965
【新】SB1000入
スーパーバウンドボールアソート
ロット／1袋
商品サイズ／22mm700個　ラグビー小100個
デコボコ小100個　うんち40個　27mm15個
キューブ15個　ミラクル大10個　32mm10個
38mm3個　45mm3個　49mm3個　70mm1個

KISSB61050
SB 300入
スーパーバウンドボールアソート
ロット／1袋
商品サイズ／22mm230個、27mm40個
32mm20個、38mm10個、38㎜10個

UCYSB63880
スーパーバウンドボール 袋
300個 スモール アソート
ロット／1袋
商品サイズ／18mm100個、22mm100個
デコボコ小45個、ラグビー小45個、うんち8個
38mm2個

OISNS61819
すくいあみ
ロット／10本
商品サイズ／8.5×18×0.3cm

おふろでも

すくい遊び
しよう♪

PG350441
フロスティッドプラスチックタンブラー
ジャストチリン
ロット／1セット　8個入り
サイズ／414ml

www.kishis.co.jpTEL : 052-563-4681
キッシーズ株式会社
〒451-0042  愛知県名古屋市西区那古野2-7-17 @kishis1946

https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290621057&item=4538290621057&subitem=4538290621057
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290621040&item=4538290621040&subitem=4538290621040
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4544042618190&item=4544042618190&subitem=4544042618190
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=0192937028780&item=0192937028780&subitem=0192937028780
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290639663&item=4538290639663&subitem=4538290639663
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290639656&item=4538290639656&subitem=4538290639656
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290638802&item=4538290638802&subitem=4538290638802
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290610501&item=4538290610501&subitem=4538290610501


UCYSB62496
SB 300入変形ボール入り
キラキラボールアソート
ロット／1袋
商品サイズ／22mm180個、デコボコ小35個
ラグビー小35個、カラフルうんちNP20個
キューブ20個、27mm3個、32mm3個
38mm2個、49mm2個

UCYSB62183
SB 300入キラキラボール
アソート
ロット／1袋
商品サイズ／22mm260個、27mm25個
32mm8個、38mm4個、49mm3個

UCYSB62481
SB 500入スーパー
バウンドボールアソート
ロット／1袋
商品サイズ／デコボコ小100個
ラグビー小100個

UCYSB62185
SB 200入変形ボールミックス(小)
ロット／1袋
商品サイズ／27mm100個

UCYSB62478
SB 100入スーパーバウンドボール
アソート
ロット／1袋
商品サイズ／22mm55個、ラグビー小15個
デコボコ小10個、カラフルうんちNP5個、27mm2個
32mm2個、38mm2個、キューブ3個、ミラクル大3個
ラグビー大3個

KISSB62004
SB 100入スーパーバウンドボール
27mmアソート
ロット／1袋
商品サイズ／27mm100個

KISSB62707
100入スーパーバウンドボール
27mmボーイズアソート
ロット／1袋
商品サイズ／27mm100個

KISSB62708
100入スーパーバウンドボール
27mmガールズアソート
ロット／1袋
商品サイズ／27mm100個

MRGSB02750
50入 スーパーバウンドボール
アソート
ロット／100本
商品サイズ／22mm×18個　27mm×30個
32mm×2個

UCYSB62480
SB 100入変形ボール4点ミックス
ロット／1袋
商品サイズ／キューブ25個、ミラクル大25個
デコボコ大25個、ラグビー大25個

KISSB62174
SB 25入スーパーバウンドボール
45mmアソート
ロット／100本
商品サイズ／45mm25個

KISNS60549
スーパーボール22㎜ 45個入
ロット／1袋
PKサイズ／11.1×13.5×0.4cm

KISNS60551
スーパーボール38㎜ 11個入
ロット／1袋
PKサイズ／11.1×13.5×0.4cm

KISNS60550
スーパーボール27㎜ 30個入
ロット／1袋
PKサイズ／11.1×13.5×0.4cm

www.kishis.co.jpTEL : 052-563-4681
キッシーズ株式会社
〒451-0042  愛知県名古屋市西区那古野2-7-17 @kishis1946

https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290621835&item=4538290621835&subitem=4538290621835
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290624966&item=4538290624966&subitem=4538290624966
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290624812&item=4538290624812&subitem=4538290624812
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290624782&item=4538290624782&subitem=4538290624782
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290621859&item=4538290621859&subitem=4538290621859
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290620043&item=4538290620043&subitem=4538290620043
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290627073&item=4538290627073&subitem=4538290627073
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290627080&item=4538290627080&subitem=4538290627080
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290624805&item=4538290624805&subitem=4538290624805
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4966010027504&item=4966010027504&subitem=4966010027504
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290621743&item=4538290621743&subitem=4538290621743
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290605491&item=4538290605491&subitem=4538290605491
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290605507&item=4538290605507&subitem=4538290605507
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290605514&item=4538290605514&subitem=4538290605514


22mm
27mm

38mm
32mm

45mm
60mm

KISSB61027
SB カラー22mm
ロット／250個

KISSB61028
SB カラー27mm
ロット／125個

KISSB61030
SB カラー38mm
ロット／50個

KISSB61029
SB カラー32mm
ロット／100個

KISSB61031
SB カラー45mm
ロット／25個

KISSB61032
SB カラー60mm
ロット／25個

KISSB62990
SB スプリング22mm
ロット／250個

KISSB62989
SB スプリング18mm
ロット／500個

KISSB62991
SB スプリング27mm
ロット／125個

KISSB62992
SB スプリング32mm
ロット／100個

KISSB62988
SB ツートン18mm
ロット／500個

KISSB62993
SB スプリング38mm
ロット／50個

KISSB61039
SB ツートン27mm
ロット／125個

KISSB61041
SB ツートン38mm
ロット／50個

KISSB61040
SB ツートン32mm
ロット／100個

KISSB61042
SB マーブル22mm
ロット／250個

KISSB61043
SB マーブル27mm
ロット／125個

KISSB61045
SB マーブル38mm
ロット／50個

KISSB61044
SB マーブル32mm
ロット／100個

KISSB61038
SB ツートン22mm
ロット／250個

種類別スーパーボール

www.kishis.co.jpTEL : 052-563-4681
キッシーズ株式会社
〒451-0042  愛知県名古屋市西区那古野2-7-17 @kishis1946

https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290610273&item=4538290610273&subitem=4538290610273
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290610280&item=4538290610280&subitem=4538290610280
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290610297&item=4538290610297&subitem=4538290610297
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290610303&item=4538290610303&subitem=4538290610303
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290610310&item=4538290610310&subitem=4538290610310
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290610327&item=4538290610327&subitem=4538290610327
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290629893&item=4538290629893&subitem=4538290629893
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290629909&item=4538290629909&subitem=4538290629909
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290629916&item=4538290629916&subitem=4538290629916
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290629923&item=4538290629923&subitem=4538290629923
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290629930&item=4538290629930&subitem=4538290629930
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290629886&item=4538290629886&subitem=4538290629886
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290610389&item=4538290610389&subitem=4538290610389
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290610396&item=4538290610396&subitem=4538290610396
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290610402&item=4538290610402&subitem=4538290610402
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290610419&item=4538290610419&subitem=4538290610419
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290610426&item=4538290610426&subitem=4538290610426
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290610433&item=4538290610433&subitem=4538290610433
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290610440&item=4538290610440&subitem=4538290610440
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290610457&item=4538290610457&subitem=4538290610457


OISSB81031
SB スターオレンジ(小)27mm
ロット／100個

OISSB81032
SB スターオレンジ(大)45mm
ロット／25個

KISSB61056
SB キラキラスター32mm
ロット／100個

KISSB61055
SB キラキラスター27mm
ロット／125個

KISSB61060
SB ダイヤモンド(小)32mm
ロット／50個

KISSB61061
SB ダイヤモンド(大)49mm
ロット／25個

OISSB81840
SBカラフルスイカ45mm
ロット／25個

OISSB81820
SBカラフルスイカ 30mm
ロット／50個

OISSB80975
SB くねくねボール
40mm
ロット／25個

KISSB62731
SB カブトムシVSクワガタ
27mm
ロット／100個

KISSB62173
SB カラフル
どうぶつ27mm
ロット／100個

KISSB62420
SB カラフル
のりもの 27mm
ロット／100個

UCYSB63961
スーパーボール 
メダマ特大80mm
ロット／6個

OISSB81767
SB マウス27mm
ロット／100個

KISSB61053
SB キュートアイ27mm
ロット／125個

OISSB81960
SB 光るニコニコ27mm
ロット／100個

KISSB61071
SB スポーツボール
ミックス27mm
ロット／125個

UCYSB62232
SB カラフルうんち
(顔なし)
ロット／100個

www.kishis.co.jpTEL : 052-563-4681
キッシーズ株式会社
〒451-0042  愛知県名古屋市西区那古野2-7-17 @kishis1946

https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4544042810310&item=4544042810310&subitem=4544042810310
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4544042810327&item=4544042810327&subitem=4544042810327
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290610556&item=4538290610556&subitem=4538290610556
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290610563&item=4538290610563&subitem=4538290610563
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290610600&item=4538290610600&subitem=4538290610600
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290610617&item=4538290610617&subitem=4538290610617
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4544042818200&item=4544042818200&subitem=4544042818200
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4544042818408&item=4544042818408&subitem=4544042818408
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4544042809758&item=4544042809758&subitem=4544042809758
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290627318&item=4538290627318&subitem=4538290627318
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290624201&item=4538290624201&subitem=4538290624201
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290621736&item=4538290621736&subitem=4538290621736
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290639618&item=4538290639618&subitem=4538290639618
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4544042817678&item=4544042817678&subitem=4544042817678
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290610532&item=4538290610532&subitem=4538290610532
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290610716&item=4538290610716&subitem=4538290610716
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4544042819603&item=4544042819603&subitem=4544042819603
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290622320&item=4538290622320&subitem=4538290622320


UCYSB63962
スーパーバウンドボール 
ハート&ハート
ロット／100個
商品サイズ／27mm

UCYSB63964
スーパーバウンドボール
ラウンドグリッター
ロット／100個
商品サイズ／27mm

UCYSB63963
スーパーバウンドボール
ファンタジーグリッター
ロット／100個
商品サイズ／27mm

MRGSB10102
スーパーボール ミラクル
ロット／100個
商品サイズ／30～40mm

KISSB61083
SB ホワイトスポット45mm
ロット／25個

MRGSB99100
スーパーボール キューブ
ロット／100個
商品サイズ／22mm

KISSB61085
SB 桜模様45mm
ロット／25個

KISSB61088
SB アース45mm
ロット／25個

KISSB61097
SB 3Dドルフィン45mm
ロット／25個

KISSB61094
SB 3Dワイルドアニマル45mm
ロット／25個

KISSB61099
SB 3Dダイナソー45mm
ロット／25個

KISSB61100
SB 3Dフィッシュ45mm
ロット／25個

KISSB61103
SB 3Dペンギン45mm
ロット／25個

KISSB61101
SB 3D極寒アニマル45mm
ロット／25個

www.kishis.co.jpTEL : 052-563-4681
キッシーズ株式会社
〒451-0042  愛知県名古屋市西区那古野2-7-17 @kishis1946

https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290639632&item=4538290639632&subitem=4538290639632
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290639649&item=4538290639649&subitem=4538290639649
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290639625&item=4538290639625&subitem=4538290639625
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=9022020101025&item=9022020101025&subitem=9022020101025
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4936601991002&item=4936601991002&subitem=4936601991002
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290610839&item=4538290610839&subitem=4538290610839
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290610976&item=4538290610976&subitem=4538290610976
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290610884&item=4538290610884&subitem=4538290610884
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290610945&item=4538290610945&subitem=4538290610945
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290610853&item=4538290610853&subitem=4538290610853
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290610990&item=4538290610990&subitem=4538290610990
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290611003&item=4538290611003&subitem=4538290611003
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290611010&item=4538290611010&subitem=4538290611010
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290611034&item=4538290611034&subitem=4538290611034


・すくって!キラピカアニマルコイン
・すくって！キラピカ小判
・すくって！キラピカキャンディ
・グッピーちゃん6号（標準）
・イベント用丸型プール
・フットポンプ
・すくい用カップ（ボウル（小））
・金魚袋星柄
・2畳用レジャーシート

100個
100個
100個
100本
1個
1個
10個
100枚
1枚

・すくい人形アヒル（大）
・すくい人形アヒル（小）
・使い捨て枠
・80cm丸型プール
・フットポンプ
・カップ
・2畳用レジャーシート
・金魚袋（星柄）

50個
100個
100本
1個
1個
10個
1枚

100枚

KISVY62224
Kishi's eセット ヨーヨーつり 風船
ロット／1セット
PKサイズ／11×31.5×31.5cm

KISEV63991
Kishi's eセット
縁日すくいキラピカ 2019
ロット／1セット

KISEV62495
Kishi's eセット
縁日すくい あひるちゃん
ロット／1セット
梱包サイズ／27.5×23.5×32cm

KISSB62218
Kishi's eセット
縁日すくい スーパーバウンドボール
ロット／1セット

ぜんぶセットになったお手軽セット

・スーパーバウンドボール アソート
・使い捨て枠
・80cm丸型プール
・フットポンプ
・カップ
・2畳用レジャーシート
・金魚袋

300個
100本
1個
1個
10個
1枚

100枚

・ヨーヨー風船  　　　　　　100個
・らくらくポンプ 1本
・糸ゴム       　     100本
・つり紙  　  　   0枚
・つり針　  　　  30個
・パッチンスタンド １個
・しばらずパッチンクリップ 100個
・80cm丸型プール 1個
・フットポンプ　　　  1個
・2畳用レジャーシート 1枚

www.kishis.co.jpTEL : 052-563-4681
キッシーズ株式会社
〒451-0042  愛知県名古屋市西区那古野2-7-17 @kishis1946

https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290639915&item=4538290639915&subitem=4538290639915
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290624959&item=4538290624959&subitem=4538290624959
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290622184&item=4538290622184&subitem=4538290622184
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290622245&item=4538290622245&subitem=4538290622245


おうちにかわいい
フォトスポットを作ろう

ビニール玩具とバルーンで、まるでおうちがフォトスタジオ
カラフルなテーブルカバーを背景にお部屋をバルーンで飾り付けて、おうちにフォト
スポットをつくろう♪仕上げに大きなビニールのおもちゃを持ったら、とってもフォト
ジェニック♡今年の夏の思い出を写真に残そう。

スリーブは
着脱可能！！

大きなサイズのビニール製POP!フォトアイテムとして使ってもインパクト抜群!

KISVN63947
メガPOPきんぎょ
ロット／1個　　サイズ／全長100cm

KISVN63946
メガPOPかき氷
ロット／1個　　サイズ／全長100cm

KISVN64016
メガPOPソフトクリーム
ロット／1個　　サイズ／全長100cm

KISVN63948
メガPOPフランクフルト
ロット／1個　　サイズ／全長100cm

メガPOP

www.kishis.co.jpTEL : 052-563-4681
キッシーズ株式会社
〒451-0042  愛知県名古屋市西区那古野2-7-17 @kishis1946

詳しくは
動画でチェック

https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_category.cgi?id=summer-5
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290640164&item=4538290640164&subitem=4538290640164
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290639465&item=4538290639465&subitem=4538290639465
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290639472&item=4538290639472&subitem=4538290639472
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290639489&item=4538290639489&subitem=4538290639489
https://www.kishis.co.jp/mv/2020summer_photospot


肉から骨
が

抜けるよ!

KISVN63263
メガPOPまぐろ
ロット／1個　　サイズ／全長100cm

KISVN63949
メガPOPチョコバナナ
ロット／1個　　サイズ／全長100cm

KISVN63264
メガPOPたこ大将
ロット／1個　　サイズ／全長100cm

KISVN63265
メガPOP骨付き肉
ロット／1個　　サイズ／全長100cm

ONDVN40745
ユニコーン ライドオン
ロット／1個
商品サイズ／201×97×140cm
PKサイズ／27×24×10cm

IGRVN95024
ミニジンベエザメフロート
ロット／1個
商品サイズ／130×92cm
PKサイズ／27×39.5cm

IGRVN95023
ジンベイザメフロート
ロット／1個
商品サイズ／164×104cm
PKサイズ／27×39.5cm

IGRVN63323
ジャンボウォーターメロン
スライスアイランド
ロット／1個
商品サイズ／約149×28ｃm
PKサイズ／37×27×8cm

IGRVN75045
ミニシャチフロート(ブルー)
商品サイズ／130×83cm 
PKサイズ／27×39.5cm

IGRVN85125
シャチフロート（ブラック）
ロット／1個
商品サイズ／180×115cm

IGRVN75051
へラクレスオオカブトフロート
ロット／1個
商品サイズ／105×68cm
PKサイズ／223×35cm

IGRVN45024
ミニジンベエザメフロート
ロット／1個
商品サイズ／130×92cm
PKサイズ／27×39.5cm

IGRVN75046
ミニシャチフロート（ブラック)
ロット／1個
商品サイズ／130×83cm
PKサイズ／27×39.5cm

プールやビーチで使う以外に、フォトアイテムやオブジェとしても優秀です♪
フロート

www.kishis.co.jpTEL : 052-563-4681
キッシーズ株式会社
〒451-0042  愛知県名古屋市西区那古野2-7-17 @kishis1946

https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290639496&item=4538290639496&subitem=4538290639496
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290632633&item=4538290632633&subitem=4538290632633
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290632640&item=4538290632640&subitem=4538290632640
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290632657&item=4538290632657&subitem=4538290632657
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=6941057407456&item=6941057407456&subitem=6941057407456
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=6920388633239&item=6920388633239&subitem=6920388633239
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4970134851259&item=4970134851259&subitem=4970134851259
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4970134750514&item=4970134750514&subitem=4970134750514
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4970134750453&item=4970134750453&subitem=4970134750453
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4970134750460&item=4970134750460&subitem=4970134750460
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4970134950235&item=4970134950235&subitem=4970134950235
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4970134650449&item=4970134650449&subitem=4970134650449
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4970134950242&item=4970134950242&subitem=4970134950242


小物でさらに遊んじゃおう!

KISVN63134
ドラゴンデュエルシールド
ロット／6個
商品サイズ／約φ18cm
PKサイズ／22×13cm

KISVN63133
ドラゴンデュエルクラウン
ロット／6個
商品サイズ／約29×23cm
PKサイズ／22×13cm

KISVN63131
昆虫王アームリング
(5種アソート)
ロット／10個
商品サイズ／約18.7×15.5cm
PKサイズ／24×12cm

KISVN63132
ドラゴンデュエルソード
ロット／6個
商品サイズ／約74×25cm
PKサイズ／22×13cm

KISVN63970
サムライセイバー
(3種アソート)
ロット／12個
商品サイズ／全長約57cm

KISVN63971
ジュエルソード
(3種アソート)
ロット／12個
商品サイズ／全長約50cm

KISVN62951
カラフル海賊刀
(3種アソート) ひも付
ロット／6個
商品サイズ／全長約70cm

KISVN62915
オーロラセイバー
(3種アソート)
ロット／6個
商品サイズ／全長約74cm

KISVN62918
あにまるアームリング
(5種アソート)
ロット／10個
商品サイズ／約11×13cm
PKサイズ／24×12cm

KISVN62797
じゃんけんあにまるバット
(3種アソート)
ロット／12個
商品サイズ／40×12㎝

KISVN64005
トゥインクル リボンアームリング
(5種アソート)
ロット／10個
商品サイズ／約18x12x14cm　5種アソート

KISVN61944
ちょうちょアームリング
(5種アソート)
ロット／10個
商品サイズ／Ｈ22×Ｗ13×Ｄ15cm

KISVN62410
りんりん あにまるハンドベル
パッケージ入
(5種アソート)
ロット／10個
商品サイズ／Ｈ25×Ｗ13×Ｄ8cm

ビニール玩具

www.kishis.co.jpTEL : 052-563-4681
キッシーズ株式会社
〒451-0042  愛知県名古屋市西区那古野2-7-17 @kishis1946

https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290629183&item=4538290629183&subitem=4538290629183
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290619443&item=4538290619443&subitem=4538290619443
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290640058&item=4538290640058&subitem=4538290640058
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290631315&item=4538290631315&subitem=4538290631315
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290631339&item=4538290631339&subitem=4538290631339
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290631322&item=4538290631322&subitem=4538290631322
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290631346&item=4538290631346&subitem=4538290631346
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290624102&item=4538290624102&subitem=4538290624102
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290627974&item=4538290627974&subitem=4538290627974
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290629510&item=4538290629510&subitem=4538290629510
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290629152&item=4538290629152&subitem=4538290629152
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_simple_search.cgi
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290639717&item=4538290639717&subitem=4538290639717


キラキラのグリッターをとじこめたバルーン。
光に反射して幻想的にかがやきます。 空気で膨らませて装飾のポイントに！

ジューシーフルーツ
KIS25088

アンダーザシー
KIS25087

キャンディシュガーポップ
KIS25086

スパークリングソーダ
KIS25085

コズミックスフィア
KIS25084

ミステリアスオーブ
KIS25502

グリーンアース
KIS25503

ジューシーフルーツ
KIS25425

アンダーザシー
KIS25424

キャンディシュガーポップ
KIS25423

スパークリングソーダ
KIS25427

コズミックスフィア
KIS25426

ミステリアスオーブ
KIS25506

グリーンアース
KIS25507

UNDER THE SEAJUICY FRUIT

SPARKLING SODA

COSMIC SPHERE

MYSTERIOUS ORBGREEN EARTH

バルーンをたくさんふくらませて散りばめるとカンタンで見栄えするよ!

FJB23104
FUNJOY Balloon
25cm丸型パールアソート30枚入
ロット／1パック　30枚入
サイズ／25ｃm(膨らまし後)
PKサイズ／14×23×６cm
＊パールオレンジ・パールピンク・パールブルー
パールイエロー・パールグリーン・パールバイオレット

SIB78555
スナップイットバルーン
L-SHP ラディアントレインボー
ロット／5個
サイズ／80×41cm
PKサイズ／10×14.7cm
ストロー、フックシール、リボン付

PG512759
ダイカットランチョン
ナプキン
ウォーターメロン
ロット／1セット　16枚入
サイズ／33ｃm

PG120360
グリッターレターバナー
フルーツ
ロット／1個
サイズ／360ｃm

PG552759
9"プレート
ビーチボール
ロット／1セット　8枚入り
サイズ／φ22.5cm
PKサイズ／23×23×1.6cm

PG77015.108
PGプラスチック
テーブルカバー
パステルブルー
ロット／1パック
サイズ／137×274cm

PG77015.109
PGプラスチック
テーブルカバー
ニューピンク
ロット／1パック
サイズ／137×274cm

G77015.13
PGプラスチック
テーブルカバー
ライトイエロー
ロット／1パック
サイズ／137×274cm

PG350441
フロスティッドプラスチックタンブラー
ジャストチリン
ロット／1セット　8個入り
サイズ／414ml

バルーン・パーティーグッズ

CANDY
SUGAR POP

ロット／1個
クリアーズ
グリッタースフィア プチ　各種
サイズ／25cm　13ℓ　PKサイズ／10×14.7cm

ロット／1個
クリアーズ
グリッタースフィア　各種
サイズ／45cm　38ℓ　PKサイズ／10×14.7cm

www.kishis.co.jpTEL : 052-563-4681
キッシーズ株式会社
〒451-0042  愛知県名古屋市西区那古野2-7-17 @kishis1946

https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=0013051813970&item=0013051813970&subitem=0013051813970
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290249404&item=4538290249404&subitem=4538290249404
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290249039&item=4538290249039&subitem=4538290249039
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=0192937028780&item=0192937028780&subitem=0192937028780
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=0048419530510&item=0048419530510&subitem=0048419530510
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=0048419530503
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=0048419948261
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=0192937030271&item=0192937030271&subitem=0192937030271
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=0192937030295&item=0192937030295&subitem=0192937030295
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_category.cgi?id=GRITTER-SPHERE
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夏の夜といえば花火!
家族みんなで
思い出つくろう!

今年の夏は家族みんなでお庭で花火 !
打ち上げ花火もいいけれど、今年の夏は家族みんなでお庭で
花火を楽しもう♪噴出タイプや打ち上げタイプ、手持ち花火に
線香花火もセットになったボリュームたっぷりのセットです!

・手持ち花火
・ローソク
・チャッカマン
・持ち帰り用ゴミ袋

236本
1本
1個

 1枚

・打ち上げ花火
・噴出花火
・手持ち花火
・ローソク
・チャッカマン

8個
9個

176本
1本
 1個

・手持ち花火
・噴出花火
・ローソク
・チャッカマン

300本
10本
1本
1個

KISHB64177
特価 手持ち＆噴出＆打ち上げ花火セット2020
ロット／1セット

KISHB63972
特価 手持ち花火セット
ロット／1セット

KISHB64176
特価 手持ち＆噴出花火セット2020
ロット／1セット

すっごい

ボリューム
!!

https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_category.cgi?id=summer-6
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290641772
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290639724
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290641765


夏の夜は
光るおもちゃを持って
お散歩しよう !

夏の夜は
光るおもちゃを持って
お散歩しよう !
おまつり気分でお散歩にでかけよう
おまつりやイベントにはもちろん、夜のお散歩だってピカピカ光る楽しい
おもちゃがあればもっと楽しい♪今年の夏の思い出を残そう！
光りのパターンが変わったり、サウンド搭載モデルもありますよ♪

電池付属
交換可能

電池付属
交換可能電池付属

交換不可
電池付属

交換不可OISFL21771
光るクリスタルスタースティック
ロット／6個
商品サイズ／36.5×14×4cm
＊3色アソート　＊スイッチ式

HRIFL40073
光る！ポップンキャンディ
ロット／12個
商品サイズ／30.2×11×3.8cm
＊3色アソート　＊スイッチ式

OISFL22267
光るマジカルボールスティック
ロット／6個
商品サイズ／36×8×8cm
＊3色アソート　＊スイッチ式

OISFL82248
ピカピカボトルストラップ
ロット／12個
商品サイズ／ヒモ全長約49cm
＊4色アソート　＊スイッチ式

持ち手も光
る

持ち手も光
る

スティック
が光る

スティック
が光る ペットボト

ル用の

光るネッ
クストラ

ップ
ペットボト

ル用の

光るネッ
クストラ

ップ
3パターン

の光
3パターン

の光

www.kishis.co.jpTEL : 052-563-4681
キッシーズ株式会社
〒451-0042  愛知県名古屋市西区那古野2-7-17 @kishis1946

https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_category.cgi?id=summer-7
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4560205400730&item=4560205400730&subitem=4560205400730
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4544042217713&item=4544042217713&subitem=4544042217713
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4544042222670&item=4544042222670&subitem=4544042222670
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4544042822481&item=4544042822481&subitem=4544042822481


光りもの玩具に関する注意点

光るおもちゃ
の種類

音がしたら本体を軽く振ってください。

折って光らせるタイプ

スイッチ式

絶縁テープ

ショック式

光りもの玩具は商品の性質上、不良品発生の防ぎようがなく、多い場合２割程度の不良品が発生することがあります。
光らないなどの不良品の返品・交換はお受けできませんので予めご了承ください。
不良品のリスクを考慮し、ご注文数量を必要数量より多めにしたり、高めの販売価格を設定することをおすすめします。

一部、スイッチがわかりづらい商品もございます。
絶縁テープがついているものは抜き取ってからご
使用ください。電池交換可能商品もございます。
＊付属電池はテスト用です。

ボタンや
本体を
押すと
光るよ !

衝撃を
加えると
光るよ !

カチッと
音がするまで

折ると
光るよ !

電池付属
交換不可

電池付属
交換不可

電池付属
交換不可

電池付属
交換不可

電池付属
交換不可

電池付属
交換不可

電池付属
交換不可

電池付属
交換不可

電池付属
交換不可

電池付属
交換不可

電池付属
交換不可

電池付属
交換不可OISFL22320

光るアニマルせんぷうき
ロット／12個
商品サイズ／8×15×3.5cm
＊4種アソート　＊スイッチ式

OISFL82306
光るクリアスターボール
ロット／12個
商品サイズ／Φ約6cm

OISFL22255
光る棒つき恐竜
ロット／12個
商品サイズ／42×44×8cm
＊4色アソート　＊スイッチ式

HRIFL39838
フラッシュレースカットリボン
ロット／12個
商品サイズ／19×16×2.4cm
＊4色アソート　＊スイッチ式

OISFL22211
光るうちわ（金魚）
ロット／12個
商品サイズ／26×15×1.5cm
＊スイッチ式

OISFL22224
光る棒つきユニコーン
ロット／12個
商品サイズ／45×7×3.5cm
＊4色アソート　＊スイッチ式

OISFL21596
光るうちわ(花火)
ロット／12個
商品サイズ／26×15×1.5cm
＊4色アソート　＊スイッチ式

OISFL21889
クリスタルライトソード
ロット／12個
商品サイズ／49×5.5×5.5cm
＊4色アソート　＊スイッチ式

OISFL21827
ライトニャンコカチューシャ
ロット／12個
商品サイズ／16.5×12×2.5cm
＊4色アソート　＊スイッチ式

IMIFL64523
光るぐにゃっとボール
ロット／12個
商品サイズ／φ約5cm
＊2色アソート　＊ショック式

TKWFL70238
ピカピカミラクルめがね
ロット／12個
商品サイズ／6×14cm
＊3色アソート　＊スイッチ式

OISFL22117
光るプリズムラブリースティック
ロット／12個
商品サイズ／24.5×9×3.5cm
＊4色アソート　＊スイッチ式
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交換不可OISFL21961

光る棒つきうんちくん
ロット／12個
商品サイズ／6.3×41×6.3cm
＊4色アソート　＊スイッチ式

OISFL21906
光るのびーる剣
ロット／12個
商品サイズ／全長約53cm
＊4色アソート　＊スイッチ式

OISFL21890
光るプリズムマウススティック
ロット／12個
商品サイズ／23.5×9×6.5cm
＊4色アソート　＊スイッチ式

KISFL62242
光るスピンコマ
ロット／24個
商品サイズ／7×6×4cm
＊3色アソート　＊ショック式

OISFL21783
フラッシュブレイブソード
ロット／12個
商品サイズ／33×8×2.5cm
＊4色アソート　＊スイッチ式

KISFL62243
フラッシュキュートブレスレット
ロット／24個
商品サイズ／φ5cm
＊3色×3型アソート　＊スイッチ式

OISFL21669
光るパチパチハンド
ロット／12個
商品サイズ／23.5×11×3cm
＊2色アソート　＊ショック式

OISFL21296
フラッシュへアーピン
ロット／12個
商品サイズ／φ6cm
＊3色×2型アソート　＊スイッチ式

KISFL63151
フラッシュポンポンヨーヨー
うにうに
ロット／12個
商品サイズ／φ約12cm
＊6色アソート　＊ショック式

OISFL22025
光るアクアリウムボール
ロット／12個
商品サイズ／φ6.5cm
＊4色アソート　＊ショック式

KISFL61246
フラッシュポンポンボール
ヨーヨー(中)
ロット／24個
商品サイズ／φ約8cm(毛含む)
＊6色アソート　＊ショック式

IMIFL64735
光るユニコーンペンダント色付
ロット／36個
商品サイズ／3.6×6.1×2.7ｃｍ
＊4色アソート　＊スイッチ式

OISFL12149
フラッシュダイヤエンジェル
ハートペンダント
ロット／36個
商品サイズ／4×7×2.5ｃｍ
＊4色アソート　＊スイッチ式

OISFL12120
秘密のトリックライトペン
ロット／25個
商品サイズ／13×2×1.5ｃｍ
＊4色アソート　＊スイッチ式

OISFL11483
フラッシュダイヤスターペンダント
ロット／36個
商品サイズ／6x6x2cm
＊4色アソート　＊スイッチ式

OISFL11486
フラッシュダイヤマウスペンダント
ロット／36個
商品サイズ／5x5.5x2.5cm
＊4色アソート　＊スイッチ式
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光るダイヤゆびわ
ロット／36個
商品サイズ／約4×3.5×3.5cm
＊4色×3型アソート　＊スイッチ式

OISFL11757
光るミニハリネズミヨーヨー
ロット／30個
商品サイズ／φ約4.5cm
＊6色アソート　＊ショック式

OISFL11028
フラッシュフラワーリング
ロット／36個
商品サイズ／4.5x3x3cm
＊4色アソート　＊スイッチ式

OISFL12267
バブルライトブレスレット
ロット／24個
商品サイズ／外寸約8.2cm　内寸約6.5cm
＊4色アソート　＊スイッチ式

KZYFL00371
ピカっとサウンドガン８
ロット／12個
商品サイズ／20×13×3cm
＊スイッチ式

TMYFL50060
フラッシュフェアリーセットⅢ
ロット／12
商品サイズ／52×41×2cm
＊3色アソート　＊スイッチ式

OISFL21616
フラッシュサウンドソード
ロット／12個
商品サイズ／46.5×8×4cm
＊3色アソート　＊スイッチ式

KISNS64026
風船ショルダーバッグ
ロット／30枚
商品サイズ／18×18cm

LUMFL31000
光るブレスレット3本入
ロット／25パック
商品サイズ／φ0.6×20cm
＊折って光らせるタイプ
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集客はインパクトで勝負 !!
恐竜まつりの開催だ!
こどもたちが大好きな恐竜モチーフの景品やPOPが
大量にラインナップ!!大きくてカッコいい恐竜たちに
みんなワクワク!!

デッカくふ
くらむ！

デッカくふ
くらむ！

2.5m!2.5m!

ガブガブ恐竜ヘッドでたまごをはさんじゃう？！

KIS25159
メガブロウ T-Rex
ロット／1個
サイズ／250×77×285cm

TKWOX70475
恐竜のたまご
ロット／12個
サイズ／10.5×7.7×5.5cm

OISOX22217
ガブガブ恐竜ヘッド
ロット／12個
サイズ／31×9×5cm

OISKJ32196
ジュラシックエッグ当て(100回分)
ロット／1箱
サイズ／37x26x4.8cm

恐竜だらけのイベントで
没入感を楽しもう!
恐竜だらけのイベントで
没入感を楽しもう!
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恐竜をピストルで狙い打て !

ちいさな恐竜のおもちゃをすくっちゃおう !

大きなバルーン

OISNS11639
ピカピカ恐竜
ロット／48個
サイズ／4×4×1.5cm

SYDNS27197
ぷかぷか人気の恐竜
ロット／50個
サイズ／4.5～6×3～7cm

KSYNS00195
すくい恐竜カラー
ロット／100個
サイズ／約5～7cm

OISNS61819
すくいあみ
ロット／10本
サイズ／8.5×18×0.3cm

OISOV11936
ジュラシック恐竜図鑑
ロット／25個
サイズ／14.5×3.5×6cm

IWKBG18006
恐竜消しゴム2
ロット／60個
サイズ／3～5cm

IWKBG15009
恐竜消しゴム
ロット／60個
サイズ／3～5cm

OISEV21712
射的ピストル(吸盤式)
ロット／1個
サイズ／全長48cm
＊吸盤弾10個入

ANG110242
AGエアウォーカー
ディカバリングダイナソーT-REX
ロット／1枚
サイズ／172×154cm　210ℓ

SAG98853
お散歩ステゴザウルス
ロット／10枚
サイズ／80×50×22cm
逆止弁内蔵、リボン・タグ・足装着済

KISSB61099
SB 3Dダイナソー45mm
ロット／25個
サイズ／4.5cm

www.kishis.co.jpTEL : 052-563-4681
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おさんぽがもっと楽しくなる !
おともだちをプレゼント

おさんぽがもっと楽しくなる !
おともだちをプレゼント

おさんぽがもっと楽しくなる !
おともだちをプレゼント

よく晴れた日にはコロコロと一緒におさんぽ !
いつもの道がもっと楽しい♪
ふくらんだボディにタイヤが付いて、どこへでも連れて歩けるコロ
コロおもちゃは、景品やノベルティとして不動の人気です。

KIS25467
KOROCORO コロコロ 
ロット／5パック
セット内容／紙製土台・タイヤ4個
車軸2本・持ち手用リング・紐

KOROCORO( コロコロ )

組み立て方の
動画はこちら

※バルーンは別売です

※特許出願中

フィルムバルーンをかわいいパートナーへと変える世界初のアイテム。
空気で膨らませたフィルムバルーンをKOROCOROに取り付ければ、こどもの良き遊び相手として活躍します。

KOROCOROは優秀な宣伝カー。
ロゴマークをプリントした
オリジナルバルーンを
KOROCOROに取り付ければ
お子さまが遊べる
PRアイテムになります！

組み立て
て

バルーン
を

付けるだ
け
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世界中のバルーンと出かけよう

おさんぽコロコロ
ビニール製の長く楽しめるおさんぽシリーズ！
くじやゲームなどの上位の景品としても人気です。キッシーズオリジナルデザイン!

オリジナルバルーン×KOROCOROで PRしよう

いろいろなバルーンをKOROCOROとくっつけて

ANG35029ANG35029BLT35680BLT35680 BLT19468BLT19468

TEL : 052-563-4681

KISVN63242
おさんぽコロコロ
ユニコーン（3種アソート）
ロット／5個
サイズ／約32×37×18ｃm

KISVN64144
おさんぽコロコロ
まきば
ロット／5個
サイズ／約30×28×18㎝(平均)

KISVN64154
おさんぽコロコロ　あにまるきっず わいるど
ロット／5個　サイズ／約31×33×19cm(平均)

KISVN63872
おさんぽコロコロ　わんわんズ
ロット／5個　サイズ／約25×30×17ｃm(平均)

KISVN64153
おさんぽコロコロ　あにまるきっず きゅーと
ロット／5個　サイズ／約35×35×19cm(平均)

KISVN63967
おさんぽコロコロ
はたらくのりもの
ロット／5個
サイズ／約27ｘ17ｘ15cm(平均)

KISVN62805
おさんぽコロコロ
すいぞくかん
ロット／5個
サイズ／ペンギン以外平均：約32×21×20ｃm
ペンギン：約20×33×25ｃm

安定の

かわいさ
♡ おもしろい

サイズ感
インパクト

バツグン!
!

ミニシェイプ ラージシェイプ18インチシェイプ

e-Wholesale
https://www.kishi-gum.jp

卸売価格で購入できる 会員制ショッピングサイト

他にもラインナップ盛りだくさん!!お気に入りのバルーンを探そう♪

オリジナルバルーンを取り付けて宣伝カーにも早変わり!!
キッシーズのプリントサービスnaire.comにご相談ください。

キャラクター・ライセンス商品は対象外です。
KOROCOROには使用いただけませんのでご了承ください。

www.kishis.co.jpTEL : 052-563-4681
キッシーズ株式会社
〒451-0042  愛知県名古屋市西区那古野2-7-17 @kishis1946

https://naire.com
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290641536&item=4538290641536&subitem=4538290641536
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290641543&item=4538290641543&subitem=4538290641543
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290638727&item=4538290638727&subitem=4538290638727
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290639670&item=4538290639670&subitem=4538290639670
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290632428&item=4538290632428&subitem=4538290632428
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290628056&item=4538290628056&subitem=4538290628056
https://www.kishi-gum.jp/e-commkg/cgi-bin/ex_disp_item_detail.cgi?id=4538290641444&item=4538290641444&subitem=4538290641444


since 1946
KISHI’S CO.,LTD.

www.kishis.co.jp

https://www.kishis.co.jp
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