
※商品によっては、予告なくデザイン・仕様・価格等が変更になる
場合があります。ご了承ください。

PAT.

飛距離
約2m

105mm

30mm

PAT.P

180mm

50mm

飛距離
約2m

内容量　　　　　　1袋5個入
品番　　　　　　　ST-5-220F
パッケージサイズ　160㎜×135㎜×30㎜
パッケージ重量　　約25g
ケース入数　　　　200入（10袋×20入）

270円(税込297円)

散らから～ず�個入�

内容量　　　　　　1袋8個入
品番　　　　　　　ST-8-350F
パッケージサイズ　205㎜×135㎜×30㎜
パッケージ重量　　約40g
ケース入数　　　　200入（10袋×20入）

420円(税込462円)

散らから～ず�個入�

内容量　　　　　　1袋30個入
品番　　　　　　　ST-30-1300F
パッケージサイズ　290㎜×210㎜×65㎜
パッケージ重量　　約155g
ケース入数　　　　60入

1,500円(税込1,650円)

散らから～ず��個入�

内容量　　　　　　1袋100個入
品番　　　　　　　ST-100SP
パッケージサイズ　370㎜×270㎜×85㎜
パッケージ重量　　約505g
ケース入数　　　　20入

3,800円(税込4,180円)

散らから～ず���個入�

内容量　　　　　　1袋2個入
品番　　　　　　　SGT-2-4350
パッケージサイズ　250㎜×135㎜×50㎜
パッケージ重量　　約45g
ケース入数　　　　100入（5袋×20入）

430円(税込473円)

ゴージャス
散らから～ず�個入�

散らから
ない
タイプ

散らからないから

お掃除簡単！

●散らからないタイプ………………………… 2.3.4

●散らかるタイプ………………………………… 5.6

●バースデー／音のみ・プレートタイプ ……… 7.8

●低価格タイプ……………………………………9.10

●ミニディスプレイBOX・台紙タイプ ……………11

●徳用クラッカー……………………………………12

●祝樽クラッカー……………………………………13

●変わり種クラッカー………………………………14

●スーパーゴージャスクラッカーW
　ウェポンクラッカー………………………… 15.16

●ステージスコール…………………………………17

●ぶっ飛びクラッカー／凄い奴クラッカー …18.19.20

●バズーカクラッカー………………………… 21.22

●投げテープ…………………………………… 23.24

●ビン型投げテープ…………………………… 25.26

●くす玉………………………………………… 27.28

●昼間用打上花火 …………………………………29

●ハイキャップ／メガホン…………………………30

●マジック……………………………………… 31.32

●グース・マラボウ …………………………………33

●カタログガイド……………………………………34

※商品によっては、予告なくデザイン・仕様・価格等が変更になる場合があります。ご了承ください。

ゴージャス
散らから～ず
ゴージャス
散らから～ず

散らから～ず散らから～ず

散らからないタイプの定番品
キラキラテープでパーティーを盛り
上げよう

散らからないタイプの定番品
キラキラテープでパーティーを盛り
上げよう

散らからないタイプの定番品
キラキラテープでパーティーを盛り
上げよう

散らからないタイプの定番品
キラキラテープでパーティーを盛り
上げよう

主役はコレで決まり！
幅広�色キラキラテープが��本
ゴージャス感バッチリ

主役はコレで決まり！
幅広�色キラキラテープが��本
ゴージャス感バッチリ
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●散らかるタイプ………………………………… 5.6
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PAT.P

105mm

30mm

飛距離
約1m

PAT.

飛距離
約2m

105mm

30mm

PAT.P

125mm

35mm

飛距離
約1m

PAT.P

飛距離
約2m

105mm

30mm

内容量　　　　　　1袋5個入
品番　　　　　　　SDT-5-4300
パッケージサイズ　200㎜×135㎜×35㎜
パッケージ重量　　約35g
ケース入数　　　　200入（10袋×20入）

350円(税込385円)

ドハデ散らから～ず
�個入�

内容量　　　　　　1袋30個入
品番　　　　　　　STG-30-1300F
パッケージサイズ　290㎜×210㎜×65㎜
パッケージ重量　　約160g
ケース入数　　　　60入

1,500円(税込1,650円)

超豪華散らから～ず
��個入�

内容量　　　　　　1袋5個入
品番　　　　　　　SFR-GM
パッケージサイズ　165㎜×150㎜×30㎜
パッケージ重量　　約40g
ケース入数　　　　200入（10袋×20入）

300円(税込330円)

ぶどう＆マスカット
クラッカー �個入��

内容量　　　　　　1袋5個入
品番　　　　　　　SFR-PA
パッケージサイズ　165㎜×150㎜×30㎜
パッケージ重量　　約40g
ケース入数　　　　200入（10袋×20入）

300円(税込330円)

パイナップル
クラッカー �個入��いちごクラッカー

�個入��

内容量　　　　　　1袋30個入
品番　　　　　　　SWF-30-21200
パッケージサイズ　290㎜×210㎜×50㎜
パッケージ重量　　約155g
ケース入数　　　　60入

1,500円(税込1,650円)

万国旗クラッカー
��個入�

内容量　　　　　　1袋5個入
品番　　　　　　　SWF-250200
パッケージサイズ　150㎜×135㎜×30㎜
パッケージ重量　　約30g
ケース入数　　　　200入（10袋×20入）

300円(税込330円)

万国旗クラッカー
�個入�

内容量　　　　　　1袋5個入
品番　　　　　　　SFR-ST
パッケージサイズ　165㎜×150㎜×30㎜
パッケージ重量　　約40g
ケース入数　　　　200入（10袋×20入）

300円(税込330円)

超豪華
散らから～ず
超豪華
散らから～ず

ドハデ
散らから～ず
ドハデ
散らから～ず

万国旗クラッカー万国旗クラッカー

フルーツクラッカーフルーツクラッカー

※商品によっては、予告なくデザイン・仕様・価格等が変更になる
場合があります。ご了承ください。

散らから
ない
タイプ

散らからないから

お掃除簡単！

��mm幅の極太キラキラテープで
パーティーをドハデに演出
��mm幅の極太キラキラテープで
パーティーをドハデに演出

クラッカーのサイズ比較
クラッカーのサイズは４種類+円柱パイプ型（ステージスコールや凄い奴クラッカー等）+バズーカ型など
用途に合わせて選んで下さい！！
※サイズは概寸です

30φ

105
mm

●ごく一般的なクラッカー

35φ

125
mm

●やや大きめ
9  ドハデ散らから～ず

21  ハッピーバースディクラッカー

50φ

180
mm

●大きめハデ系
1  ゴージャス散らから～ず

20  ビッグバースディクラッカー

150φ

350
mm

●超大きめ
54  スーパーゴージャス

クラッカーW

●超大きめ
54  スーパーゴージャス

クラッカーW

飛び出す国旗バナーは��ヵ国
国名も記載しているので、
大人も子供も一緒に遊んで学べるよ！

飛び出す国旗バナーは��ヵ国
国名も記載しているので、
大人も子供も一緒に遊んで学べるよ！

豪華なキラキラ
金銀幅広テープでワンランク上の演出
を

豪華なキラキラ
金銀幅広テープでワンランク上の演出
を

シンプルでかわいいフルーツのデザイン
テーブルに飾れば華やかに
シンプルでかわいいフルーツのデザイン
テーブルに飾れば華やかに
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PAT.P

105mm

30mm

飛距離
約1m

PAT.

飛距離
約2m

105mm

30mm

PAT.P

125mm

35mm

飛距離
約1m

PAT.P

飛距離
約2m

105mm

30mm

内容量　　　　　　1袋5個入
品番　　　　　　　SDT-5-4300
パッケージサイズ　200㎜×135㎜×35㎜
パッケージ重量　　約35g
ケース入数　　　　200入（10袋×20入）

350円(税込385円)

ドハデ散らから～ず
�個入�

内容量　　　　　　1袋30個入
品番　　　　　　　STG-30-1300F
パッケージサイズ　290㎜×210㎜×65㎜
パッケージ重量　　約160g
ケース入数　　　　60入

1,500円(税込1,650円)

超豪華散らから～ず
��個入�

内容量　　　　　　1袋5個入
品番　　　　　　　SFR-GM
パッケージサイズ　165㎜×150㎜×30㎜
パッケージ重量　　約40g
ケース入数　　　　200入（10袋×20入）

300円(税込330円)

ぶどう＆マスカット
クラッカー �個入��

内容量　　　　　　1袋5個入
品番　　　　　　　SFR-PA
パッケージサイズ　165㎜×150㎜×30㎜
パッケージ重量　　約40g
ケース入数　　　　200入（10袋×20入）

300円(税込330円)

パイナップル
クラッカー �個入��いちごクラッカー

�個入��

内容量　　　　　　1袋30個入
品番　　　　　　　SWF-30-21200
パッケージサイズ　290㎜×210㎜×50㎜
パッケージ重量　　約155g
ケース入数　　　　60入

1,500円(税込1,650円)

万国旗クラッカー
��個入�

内容量　　　　　　1袋5個入
品番　　　　　　　SWF-250200
パッケージサイズ　150㎜×135㎜×30㎜
パッケージ重量　　約30g
ケース入数　　　　200入（10袋×20入）

300円(税込330円)

万国旗クラッカー
�個入�

内容量　　　　　　1袋5個入
品番　　　　　　　SFR-ST
パッケージサイズ　165㎜×150㎜×30㎜
パッケージ重量　　約40g
ケース入数　　　　200入（10袋×20入）

300円(税込330円)

超豪華
散らから～ず
超豪華
散らから～ず

ドハデ
散らから～ず
ドハデ
散らから～ず

万国旗クラッカー万国旗クラッカー

フルーツクラッカーフルーツクラッカー

※商品によっては、予告なくデザイン・仕様・価格等が変更になる
場合があります。ご了承ください。

散らから
ない
タイプ

散らからないから

お掃除簡単！

��mm幅の極太キラキラテープで
パーティーをドハデに演出
��mm幅の極太キラキラテープで
パーティーをドハデに演出

クラッカーのサイズ比較
クラッカーのサイズは４種類+円柱パイプ型（ステージスコールや凄い奴クラッカー等）+バズーカ型など
用途に合わせて選んで下さい！！
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●超大きめ
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●超大きめ
54  スーパーゴージャス

クラッカーW

飛び出す国旗バナーは��ヵ国
国名も記載しているので、
大人も子供も一緒に遊んで学べるよ！

飛び出す国旗バナーは��ヵ国
国名も記載しているので、
大人も子供も一緒に遊んで学べるよ！

豪華なキラキラ
金銀幅広テープでワンランク上の演出
を

豪華なキラキラ
金銀幅広テープでワンランク上の演出
を

シンプルでかわいいフルーツのデザイン
テーブルに飾れば華やかに
シンプルでかわいいフルーツのデザイン
テーブルに飾れば華やかに
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散らかるタイプの定番品
�色の紙テープで、どんなイベントに
もピッタリ

※商品によっては、予告なくデザイン・仕様・価格等が変更になる場合があります。ご了承ください。

250円(税込275円)

1,100円(税込1,210円)

350円(税込385円) 1,500円(税込1,650円)

1,700円(税込1,870円) 350円(税込385円)

400円(税込440円)

内容量　　　　　　1袋6個入
品番　　　　　　　S-6-200
パッケージサイズ　165㎜×135㎜×30㎜
パッケージ重量　　約30g
ケース入数　　　　200入（10袋×20入）

内容量　　　　　　1袋10個入
品番　　　　　　　S-10-330
パッケージサイズ　210㎜×135㎜×30㎜
パッケージ重量　　約45g
ケース入数　　　　200入（10袋×20入）

内容量　　　　　　1袋30個入
品番　　　　　　　S-30-0970F
パッケージサイズ　290㎜×210㎜×65㎜
パッケージ重量　　約140g
ケース入数　　　　60入

内容量　　　　　　1袋50個入
品番　　　　　　　S-1-035
パッケージサイズ　350㎜×290㎜×60㎜
パッケージ重量　　約235g
ケース入数　　　　40入

内容量　　　　　　1袋30個入
品番　　　　　　　SDH-30-1500F
パッケージサイズ　290㎜×210㎜×50㎜
パッケージ重量　　約175g
ケース入数　　　　60入

内容量　　　　　　1袋8個入
品番　　　　　　　SHT-８
パッケージサイズ　205㎜×135㎜×30㎜
パッケージ重量　　約35g
ケース入数　　　　200入（10袋×20入）

内容量　　　　　　1袋5個入
品番　　　　　　　SDH-5-3250
パッケージサイズ　165㎜×135㎜×30㎜
パッケージ重量　　約35g
ケース入数　　　　200入（10袋×20入）

散らかる
タイプ

散らかるタイプの

ドハデ演出クラッカー

PAT.P

飛距離
約3m

105mm

30mm

PAT.P

飛距離
約2m

105mm

30mm

子供や女性の人気者
かわいいハート型紙吹雪がひらり♥♡

PAT.P

飛距離
約3m

105mm

30mm

ホイルスパーククラッカー �個入��

ホイルスパーククラッカー ��個入�� ホイルスパーククラッカー ��個入��

ドハデクラッカー �個入�� ドハデクラッカー ��個入��

ハートフルクラッカー �個入��

ホイルスパーククラッカー ��個入��ホイルスパーククラッカーホイルスパーククラッカー

ドハデクラッカードハデクラッカー

ハートフルクラッカーハートフルクラッカー

派手好きな人にはコレで決まり!!
幅広�色キラキラテープ��本がド
ハデに飛び出すインパクト壮大な
クラッカー

派手好きな人にはコレで決まり!!
幅広�色キラキラテープ��本が
ドハデに飛び出すインパクト壮大
なクラッカー
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散らかるタイプの定番品
�色の紙テープで、どんなイベントに
もピッタリ

※商品によっては、予告なくデザイン・仕様・価格等が変更になる場合があります。ご了承ください。

250円(税込275円)

1,100円(税込1,210円)

350円(税込385円) 1,500円(税込1,650円)

1,700円(税込1,870円) 350円(税込385円)

400円(税込440円)

内容量　　　　　　1袋6個入
品番　　　　　　　S-6-200
パッケージサイズ　165㎜×135㎜×30㎜
パッケージ重量　　約30g
ケース入数　　　　200入（10袋×20入）

内容量　　　　　　1袋10個入
品番　　　　　　　S-10-330
パッケージサイズ　210㎜×135㎜×30㎜
パッケージ重量　　約45g
ケース入数　　　　200入（10袋×20入）

内容量　　　　　　1袋30個入
品番　　　　　　　S-30-0970F
パッケージサイズ　290㎜×210㎜×65㎜
パッケージ重量　　約140g
ケース入数　　　　60入

内容量　　　　　　1袋50個入
品番　　　　　　　S-1-035
パッケージサイズ　350㎜×290㎜×60㎜
パッケージ重量　　約235g
ケース入数　　　　40入

内容量　　　　　　1袋30個入
品番　　　　　　　SDH-30-1500F
パッケージサイズ　290㎜×210㎜×50㎜
パッケージ重量　　約175g
ケース入数　　　　60入

内容量　　　　　　1袋8個入
品番　　　　　　　SHT-８
パッケージサイズ　205㎜×135㎜×30㎜
パッケージ重量　　約35g
ケース入数　　　　200入（10袋×20入）

内容量　　　　　　1袋5個入
品番　　　　　　　SDH-5-3250
パッケージサイズ　165㎜×135㎜×30㎜
パッケージ重量　　約35g
ケース入数　　　　200入（10袋×20入）

散らかる
タイプ

散らかるタイプの

ドハデ演出クラッカー

PAT.P

飛距離
約3m

105mm

30mm

PAT.P

飛距離
約2m

105mm

30mm

子供や女性の人気者
かわいいハート型紙吹雪がひらり♥♡

PAT.P

飛距離
約3m

105mm

30mm

ホイルスパーククラッカー �個入��

ホイルスパーククラッカー ��個入�� ホイルスパーククラッカー ��個入��

ドハデクラッカー �個入�� ドハデクラッカー ��個入��

ハートフルクラッカー �個入��

ホイルスパーククラッカー ��個入��ホイルスパーククラッカーホイルスパーククラッカー

ドハデクラッカードハデクラッカー

ハートフルクラッカーハートフルクラッカー

派手好きな人にはコレで決まり!!
幅広�色キラキラテープ��本がド
ハデに飛び出すインパクト壮大な
クラッカー

派手好きな人にはコレで決まり!!
幅広�色キラキラテープ��本が
ドハデに飛び出すインパクト壮大
なクラッカー
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内容量　　　　　　1袋7個入
品番　　　　　　　SO-6-200
パッケージサイズ　165㎜×135㎜×30㎜
パッケージ重量　　約27g
ケース入数　　　　200入（10袋×20入）

内容量　　　　　　1袋30個入
品番　　　　　　　SO-30-0880F
パッケージサイズ　290㎜×210㎜×50㎜
パッケージ重量　　約115g
ケース入数　　　　60入

内容量　　　　　　1袋7個入
品番　　　　　　　SG-7-200
パッケージサイズ　180㎜×135㎜×30㎜
パッケージ重量　　約27g
ケース入数　　　　200入（10袋×20入）

内容量　　　　　　1袋30個入
品番　　　　　　　SG-30-0880F
パッケージサイズ　290㎜×210㎜×65㎜
パッケージ重量　　約105g
ケース入数　　　　60入

260円(税込286円) 900円(税込990円)

260円(税込286円) 1,000円(税込1,100円)

内容量　　　　　　1袋50個入
品番　　　　　　　SO-1-030
パッケージサイズ　350㎜×290㎜×60㎜
パッケージ重量　　約204g
ケース入数　　　　40入

1,400円(税込1,540円)

飛距離
約2m

125mm

35mm

PAT.PPAT.P

飛距離
約2m

180mm

50mm

内容量　　　　　　1袋2個入
品番　　　　　　　SHB-B2
パッケージサイズ　250㎜×135㎜×50㎜
パッケージ重量　　約40g
ケース入数　　　　100入（5袋×20入）

内容量　　　　　　1袋4個入
品番　　　　　　　SHB-4-3250
パッケージサイズ　150㎜×155㎜×35㎜
パッケージ重量　　約25g
ケース入数　　　　200入（10袋×20入）

※商品によっては、予告なくデザイン・仕様・価格等が変更になる場合があります。ご了承ください。

キラキラテープ＆HAPPYBIRTHDAYの文字入りバナーで
誕生日を盛り上げるバースデー限定クラッカー
ビッグサイズのクラッカーで素敵な誕生日に

パーティーではテーブルデコレーションや
パーティースペースの飾り付けをするようにクラッカーも

選んで欲しいって思います

楽しい誕生日会を盛り上げるバースデー専用クラッカー
キラキラテープ＆メッセージバナーでみんなで鳴らして
お祝いしちゃおっ♪

※商品によっては、予告なくデザイン・仕様・価格等が変更になる場合があります。ご了承ください。

パンッと快音

音のみ
プレート
タイプ

ビッグバースディクラッカー �個入�� ハッピーバースディクラッカー �個入��

サウンドラッカー
�個入�� サウンドラッカー

��個入�� サウンドラッカー
��個入��

グッドラッカー
��個入��グッドラッカー

�個入��

サウンドラッカーサウンドラッカー

グッドラッカーグッドラッカー

300円(税込330円)430円(税込473円)

バースデーパーティーなら
おまかせ♪

バースデーパーティーなら
おまかせ♪

バースデーパーティーなら
おまかせ♪

Birthday Pop Party

PAT.

30mm

105mm

♥HAPPY！プレートが飛び出し気持ち
までHAPPYに♥
♥HAPPY！プレートが飛び出し気持ち
までHAPPYに♥

PAT.

105mm

30mm

『パン』と音のみ快音クラッカー♪
ＰＯＰなデザインでPARTY気分上々↑↑
『パン』と音のみ快音クラッカー♪
ＰＯＰなデザインでPARTY気分上々↑↑

関連ページP��～��

P��～��

投げテープ火薬を使っていないので女性も子供も安心!!ホームパーティーにぴったり
くす玉
誕生日垂れ幕のくす玉

ワンポイン
ト

主役には
ビッグバー

スディクラ
ッ

カー・周り
の人はハッ

ピーバース

ディクラッ
カーと使い

分けをする

と写真撮影
で印象的な

シーンが撮

れます。
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内容量　　　　　　1袋7個入
品番　　　　　　　SO-6-200
パッケージサイズ　165㎜×135㎜×30㎜
パッケージ重量　　約27g
ケース入数　　　　200入（10袋×20入）

内容量　　　　　　1袋30個入
品番　　　　　　　SO-30-0880F
パッケージサイズ　290㎜×210㎜×50㎜
パッケージ重量　　約115g
ケース入数　　　　60入

内容量　　　　　　1袋7個入
品番　　　　　　　SG-7-200
パッケージサイズ　180㎜×135㎜×30㎜
パッケージ重量　　約27g
ケース入数　　　　200入（10袋×20入）

内容量　　　　　　1袋30個入
品番　　　　　　　SG-30-0880F
パッケージサイズ　290㎜×210㎜×65㎜
パッケージ重量　　約105g
ケース入数　　　　60入

260円(税込286円) 900円(税込990円)

260円(税込286円) 1,000円(税込1,100円)

内容量　　　　　　1袋50個入
品番　　　　　　　SO-1-030
パッケージサイズ　350㎜×290㎜×60㎜
パッケージ重量　　約204g
ケース入数　　　　40入

1,400円(税込1,540円)

飛距離
約2m

125mm

35mm

PAT.PPAT.P

飛距離
約2m

180mm

50mm

内容量　　　　　　1袋2個入
品番　　　　　　　SHB-B2
パッケージサイズ　250㎜×135㎜×50㎜
パッケージ重量　　約40g
ケース入数　　　　100入（5袋×20入）

内容量　　　　　　1袋4個入
品番　　　　　　　SHB-4-3250
パッケージサイズ　150㎜×155㎜×35㎜
パッケージ重量　　約25g
ケース入数　　　　200入（10袋×20入）

※商品によっては、予告なくデザイン・仕様・価格等が変更になる場合があります。ご了承ください。

キラキラテープ＆HAPPYBIRTHDAYの文字入りバナーで
誕生日を盛り上げるバースデー限定クラッカー
ビッグサイズのクラッカーで素敵な誕生日に

パーティーではテーブルデコレーションや
パーティースペースの飾り付けをするようにクラッカーも

選んで欲しいって思います

楽しい誕生日会を盛り上げるバースデー専用クラッカー
キラキラテープ＆メッセージバナーでみんなで鳴らして
お祝いしちゃおっ♪

※商品によっては、予告なくデザイン・仕様・価格等が変更になる場合があります。ご了承ください。

パンッと快音

音のみ
プレート
タイプ

ビッグバースディクラッカー �個入�� ハッピーバースディクラッカー �個入��

サウンドラッカー
�個入�� サウンドラッカー

��個入�� サウンドラッカー
��個入��

グッドラッカー
��個入��グッドラッカー

�個入��

サウンドラッカーサウンドラッカー

グッドラッカーグッドラッカー

300円(税込330円)430円(税込473円)

バースデーパーティーなら
おまかせ♪

バースデーパーティーなら
おまかせ♪

バースデーパーティーなら
おまかせ♪

Birthday Pop Party

PAT.

30mm

105mm

♥HAPPY！プレートが飛び出し気持ち
までHAPPYに♥
♥HAPPY！プレートが飛び出し気持ち
までHAPPYに♥

PAT.

105mm

30mm

『パン』と音のみ快音クラッカー♪
ＰＯＰなデザインでPARTY気分上々↑↑
『パン』と音のみ快音クラッカー♪
ＰＯＰなデザインでPARTY気分上々↑↑

関連ページP��～��

P��～��

投げテープ火薬を使っていないので女性も子供も安心!!ホームパーティーにぴったり
くす玉
誕生日垂れ幕のくす玉

ワンポイン
ト

主役には
ビッグバー

スディクラ
ッ

カー・周り
の人はハッ

ピーバース

ディクラッ
カーと使い

分けをする

と写真撮影
で印象的な

シーンが撮

れます。
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内容量　　　　　　1袋4個入
品番　　　　　　　STK-4
パッケージサイズ　135㎜×135㎜×30㎜
パッケージ重量　　約20g
ケース入数　　　　400入（10袋×40入）

110円(税込121円)

内容量　　　　　　1袋20個入
品番　　　　　　　STK-20
パッケージサイズ　260㎜×190㎜×50㎜
パッケージ重量　　約90g
ケース入数　　　　80入

540円(税込594円)
内容量　　　　　　1シート12付
品番　　　　　　　DSTK-4-12S
パッケージサイズ　770㎜×150㎜
パッケージ重量　　約268g
ケース入数　　　　12付台紙×27枚

1,320円(税込1,452円)
内容量　　　　　　1シート12付
品番　　　　　　　DSKR-3-12S
パッケージサイズ　770㎜×150㎜
パッケージ重量　　約220g
ケース入数　　　　12付台紙×21枚

1,320円(税込1,450円)

105mm

30mm

飛距離
約2m

内容量　　　　　　1シート12付
品番　　　　　　　DSYP-4-12S
パッケージサイズ　770㎜×150㎜
パッケージ重量　　約268g
ケース入数　　　　12付台紙×27枚

1,320円(税込1,452円)

105mm

30mm

飛距離
約3m

105mm

30mm

105mm

30mm

飛距離
約3m

内容量　　　　　　1袋3個入
品番　　　　　　　SKR-3
パッケージサイズ　170㎜×110㎜×30㎜
パッケージ重量　　約16g
ケース入数　　　　400入（10袋×40入）

110円(税込121円)
内容量　　　　　　1袋20個入
品番　　　　　　　SYP-20
パッケージサイズ　260㎜×190㎜×50㎜
パッケージ重量　　約95g
ケース入数　　　　80入

540円(税込594円)

内容量　　　　　　1袋4個入
品番　　　　　　　SYP-4
パッケージサイズ　135㎜×135㎜×30㎜
パッケージ重量　　約20g
ケース入数　　　　400入（10袋×40入）

110円(税込121円)
内容量　　　　　　1袋4個入
品番　　　　　　　SOD-4
パッケージサイズ　135㎜×135㎜×30㎜
パッケージ重量　　約15g
ケース入数　　　　400入（10袋×40入）

110円(税込121円)

内容量　　　　　　1袋20個入
品番　　　　　　　SOD-20
パッケージサイズ　260㎜×190㎜×50㎜
パッケージ重量　　約75g
ケース入数　　　　80入

540円(税込594円)
内容量　　　　　　1シート12付
品番　　　　　　　DSOD-4-12S
パッケージサイズ　770㎜×150㎜
パッケージ重量　　約208g
ケース入数　　　　12付台紙×27枚

1,320円(税込1,452円)

※商品によっては、予告なくデザイン・仕様・価格等が変更になる場合があります。ご了承ください。

お手頃価格で迫力満点

低価格
タイプ �色のカラフルテープが飛び出す

スタンダードタイプ
販促に便利な台紙付verもあるよ！

国産

お手頃価格で�色キラキラテープ入り
販促に便利な台紙付verもあるよ！

国産

ちらからない�色カラフルテープ
クラッカー
お手頃価格なのにちらからないって
ステキ
販促に便利な台紙付verもあるよ！

国産

パンと音だけ快音クラッカー
お手頃価格だからたくさん鳴らして
サウンドを楽しもう♬
販促に便利な台紙付verもあるよ！

PAN！

キラキラポップ
クラッカー �個入�� ちらからな～い

クラッカー ��個入��

ちらからな～い
クラッカー �個入�� ワイワイポップ

クラッカー �個入�� サウンドポップ
クラッカー �個入��

サウンドポップ
クラッカー �個入
��付台紙

��
ワイワイポップ
クラッカー �個入
��付台紙

��
ちらからな～い
クラッカー �個入
��付台紙

��
キラキラポップ
クラッカー �個入
��付台紙

�� サウンドポップ
クラッカー ��個入��ワイワイポップ

クラッカー ��個入��

770mm

150mm

770mm

150mm

770mm

150mm

770mm

150mm

キラキラポップ
クラッカー

ちらからな～い
クラッカー

ワイワイ
ポップクラッカー

サウンド
ポップクラッカー

国産
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内容量　　　　　　1袋4個入
品番　　　　　　　STK-4
パッケージサイズ　135㎜×135㎜×30㎜
パッケージ重量　　約20g
ケース入数　　　　400入（10袋×40入）

110円(税込121円)

内容量　　　　　　1袋20個入
品番　　　　　　　STK-20
パッケージサイズ　260㎜×190㎜×50㎜
パッケージ重量　　約90g
ケース入数　　　　80入

540円(税込594円)
内容量　　　　　　1シート12付
品番　　　　　　　DSTK-4-12S
パッケージサイズ　770㎜×150㎜
パッケージ重量　　約268g
ケース入数　　　　12付台紙×27枚

1,320円(税込1,452円)
内容量　　　　　　1シート12付
品番　　　　　　　DSKR-3-12S
パッケージサイズ　770㎜×150㎜
パッケージ重量　　約220g
ケース入数　　　　12付台紙×21枚

1,320円(税込1,450円)

105mm

30mm

飛距離
約2m

内容量　　　　　　1シート12付
品番　　　　　　　DSYP-4-12S
パッケージサイズ　770㎜×150㎜
パッケージ重量　　約268g
ケース入数　　　　12付台紙×27枚

1,320円(税込1,452円)

105mm

30mm

飛距離
約3m

105mm

30mm

105mm

30mm

飛距離
約3m

内容量　　　　　　1袋3個入
品番　　　　　　　SKR-3
パッケージサイズ　170㎜×110㎜×30㎜
パッケージ重量　　約16g
ケース入数　　　　400入（10袋×40入）

110円(税込121円)
内容量　　　　　　1袋20個入
品番　　　　　　　SYP-20
パッケージサイズ　260㎜×190㎜×50㎜
パッケージ重量　　約95g
ケース入数　　　　80入

540円(税込594円)

内容量　　　　　　1袋4個入
品番　　　　　　　SYP-4
パッケージサイズ　135㎜×135㎜×30㎜
パッケージ重量　　約20g
ケース入数　　　　400入（10袋×40入）

110円(税込121円)
内容量　　　　　　1袋4個入
品番　　　　　　　SOD-4
パッケージサイズ　135㎜×135㎜×30㎜
パッケージ重量　　約15g
ケース入数　　　　400入（10袋×40入）

110円(税込121円)

内容量　　　　　　1袋20個入
品番　　　　　　　SOD-20
パッケージサイズ　260㎜×190㎜×50㎜
パッケージ重量　　約75g
ケース入数　　　　80入

540円(税込594円)
内容量　　　　　　1シート12付
品番　　　　　　　DSOD-4-12S
パッケージサイズ　770㎜×150㎜
パッケージ重量　　約208g
ケース入数　　　　12付台紙×27枚

1,320円(税込1,452円)

※商品によっては、予告なくデザイン・仕様・価格等が変更になる場合があります。ご了承ください。

お手頃価格で迫力満点

低価格
タイプ �色のカラフルテープが飛び出す

スタンダードタイプ
販促に便利な台紙付verもあるよ！

国産

お手頃価格で�色キラキラテープ入り
販促に便利な台紙付verもあるよ！

国産

ちらからない�色カラフルテープ
クラッカー
お手頃価格なのにちらからないって
ステキ
販促に便利な台紙付verもあるよ！

国産

パンと音だけ快音クラッカー
お手頃価格だからたくさん鳴らして
サウンドを楽しもう♬
販促に便利な台紙付verもあるよ！

PAN！

キラキラポップ
クラッカー �個入�� ちらからな～い

クラッカー ��個入��

ちらからな～い
クラッカー �個入�� ワイワイポップ

クラッカー �個入�� サウンドポップ
クラッカー �個入��

サウンドポップ
クラッカー �個入
��付台紙

��
ワイワイポップ
クラッカー �個入
��付台紙

��
ちらからな～い
クラッカー �個入
��付台紙

��
キラキラポップ
クラッカー �個入
��付台紙

�� サウンドポップ
クラッカー ��個入��ワイワイポップ

クラッカー ��個入��

770mm

150mm

770mm

150mm

770mm

150mm

770mm

150mm

キラキラポップ
クラッカー

ちらからな～い
クラッカー

ワイワイ
ポップクラッカー

サウンド
ポップクラッカー

国産
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ミニディスプレイBOX・台紙タイプ
※商品によっては、予告なくデザイン・仕様・価格等が変更になる場合があります。ご了承ください。

内容量　　　　　　1袋100個入
品番　　　　　　　PST-TP100
パッケージサイズ　430㎜×295㎜×70㎜
パッケージ重量　　約460g
ケース入数　　　　20入

内容量　　　　　　1袋100個入
品番　　　　　　　PST-100
パッケージサイズ　430㎜×295㎜×70㎜
パッケージ重量　　約450g
ケース入数　　　　20入

内容量　　　　　　1袋60個入
品番　　　　　　　PST-60
パッケージサイズ　350㎜×290㎜×60㎜
パッケージ重量　　約270g
ケース入数　　　　30入

内容量　　　　　　1袋100個入
品番　　　　　　　PS-100
パッケージサイズ　430㎜×295㎜×70㎜
パッケージ重量　　約370g
ケース入数　　　　20入

イベント・業務用に最適

メガ盛りパック

散らからないタイプのクラッカーが��個入ったボリュームパック
音のみ・旗・プレートやキラキラテープ・紙テープの散らからないタイプなど
誕生日会やホームパーティーに最適！

散らからないタイプのクラッカーが���個入った超お得なパック
音のみ・旗・プレートやキラキラテープ・紙テープの散らからないタイプなど
誕生日会やホームパーティーはもちろんイベントにも最適!!

テープ入タイプが���個入ったボリュームパック
キラキラテープ・紙テープ・散らかるタイプ・散らからないタイプ
さまざまなクラッカーは誕生日会やホームパーティーに最適

音だけのクラッカーが���個入ったお徳用パック
音のみ・プレートタイプのクラッカーなので片付け簡単
たくさん音を楽しもう♪

徳用散らから～ず ��個入�� 徳用MIX散らから～ず ���個入��

音だけクラッカー ���個入�� テープ入クラッカー ���個入��

※商品によっては、予告なくデザイン・仕様・価格等が変更になる場合があります。ご了承ください。

陳列販売に最適

ミニディスプレイBOXが商品を鮮やかに ミニディスプレイBOXが商品を鮮やかに

スペースを有効活用
陳列効果抜群のカレンダータイプ

スペースを有効活用
陳列効果抜群のカレンダータイプ

内容量　　　　　　１シート12セット付
品番　　　　　　　DST-5-12S
パッケージサイズ　775㎜×150㎜×60㎜
パッケージ重量　　約355g
ケース入数　　　　12付台紙×24枚

1シート3,240円(税込3,564円)
内容量　　　　　　１シート12セット付
品番　　　　　　　DS-6-12S
パッケージサイズ　775㎜×150㎜×60㎜
パッケージ重量　　約415g
ケース入数　　　　12付台紙×21枚

1シート3,000円(税込3,300円)

パーティー版
150mm

775mm 775mm

150mm

パーティー版

ホイルス
パーク

６個入

12セット付
散らから

～ず

５個入

12セット付

内容量　　　　　　1箱8個入
パッケージサイズ　120㎜×135㎜×245㎜
パッケージ重量　　約280g
ケース入数　　　　32BOX（8BOX×4箱）

2,160円(税込2,376円)

245mm

135mm

内容量　　　　　　1箱8個入
パッケージサイズ　120㎜×135㎜×245㎜
パッケージ重量　　約315g
ケース入数　　　　32BOX（8BOX×4箱）

2,000円(税込2,200円)

245mm

135mm

ホイルス
パーク

６個入

８セット入

散らから
～ず

５個入

８セット入

ミニディスプレイBOX
（ホイルスパーク�個入ver）��

ホイルスパーク �個入
��付台紙�� 散らから～ず �個入

��付台紙��

ミニディスプレイBOX
（散らから～ず�個入ver）��

2,000円(税込2,200円) 3,100円(税込3,410円)

3,000円(税込3,300円) 3,000円(税込3,300円)

ミニディスプレイBOX・台紙タイプミニディスプレイBOX・台紙タイプ 徳用クラッカー徳用クラッカー徳用クラッカー
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ミニディスプレイBOX・台紙タイプ
※商品によっては、予告なくデザイン・仕様・価格等が変更になる場合があります。ご了承ください。

内容量　　　　　　1袋100個入
品番　　　　　　　PST-TP100
パッケージサイズ　430㎜×295㎜×70㎜
パッケージ重量　　約460g
ケース入数　　　　20入

内容量　　　　　　1袋100個入
品番　　　　　　　PST-100
パッケージサイズ　430㎜×295㎜×70㎜
パッケージ重量　　約450g
ケース入数　　　　20入

内容量　　　　　　1袋60個入
品番　　　　　　　PST-60
パッケージサイズ　350㎜×290㎜×60㎜
パッケージ重量　　約270g
ケース入数　　　　30入

内容量　　　　　　1袋100個入
品番　　　　　　　PS-100
パッケージサイズ　430㎜×295㎜×70㎜
パッケージ重量　　約370g
ケース入数　　　　20入

イベント・業務用に最適

メガ盛りパック

散らからないタイプのクラッカーが��個入ったボリュームパック
音のみ・旗・プレートやキラキラテープ・紙テープの散らからないタイプなど
誕生日会やホームパーティーに最適！

散らからないタイプのクラッカーが���個入った超お得なパック
音のみ・旗・プレートやキラキラテープ・紙テープの散らからないタイプなど
誕生日会やホームパーティーはもちろんイベントにも最適!!

テープ入タイプが���個入ったボリュームパック
キラキラテープ・紙テープ・散らかるタイプ・散らからないタイプ
さまざまなクラッカーは誕生日会やホームパーティーに最適

音だけのクラッカーが���個入ったお徳用パック
音のみ・プレートタイプのクラッカーなので片付け簡単
たくさん音を楽しもう♪

徳用散らから～ず ��個入�� 徳用MIX散らから～ず ���個入��

音だけクラッカー ���個入�� テープ入クラッカー ���個入��

※商品によっては、予告なくデザイン・仕様・価格等が変更になる場合があります。ご了承ください。

陳列販売に最適

ミニディスプレイBOXが商品を鮮やかに ミニディスプレイBOXが商品を鮮やかに

スペースを有効活用
陳列効果抜群のカレンダータイプ

スペースを有効活用
陳列効果抜群のカレンダータイプ

内容量　　　　　　１シート12セット付
品番　　　　　　　DST-5-12S
パッケージサイズ　775㎜×150㎜×60㎜
パッケージ重量　　約355g
ケース入数　　　　12付台紙×24枚

1シート3,240円(税込3,564円)
内容量　　　　　　１シート12セット付
品番　　　　　　　DS-6-12S
パッケージサイズ　775㎜×150㎜×60㎜
パッケージ重量　　約415g
ケース入数　　　　12付台紙×21枚

1シート3,000円(税込3,300円)

パーティー版
150mm

775mm 775mm

150mm

パーティー版

ホイルス
パーク

６個入

12セット付
散らから

～ず

５個入

12セット付

内容量　　　　　　1箱8個入
パッケージサイズ　120㎜×135㎜×245㎜
パッケージ重量　　約280g
ケース入数　　　　32BOX（8BOX×4箱）

2,160円(税込2,376円)

245mm

135mm

内容量　　　　　　1箱8個入
パッケージサイズ　120㎜×135㎜×245㎜
パッケージ重量　　約315g
ケース入数　　　　32BOX（8BOX×4箱）

2,000円(税込2,200円)

245mm

135mm

ホイルス
パーク

６個入

８セット入

散らから
～ず

５個入

８セット入

ミニディスプレイBOX
（ホイルスパーク�個入ver）��

ホイルスパーク �個入
��付台紙�� 散らから～ず �個入

��付台紙��

ミニディスプレイBOX
（散らから～ず�個入ver）��

2,000円(税込2,200円) 3,100円(税込3,410円)

3,000円(税込3,300円) 3,000円(税込3,300円)

ミニディスプレイBOX・台紙タイプミニディスプレイBOX・台紙タイプ 徳用クラッカー徳用クラッカー徳用クラッカー
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※商品によっては、予告なくデザイン・仕様・価格等が変更になる場合があります。ご了承ください。

1,600円(税込1,760円)
内容量　　　　　　1袋1個入
品番　　　　　　　SID-2138
パッケージサイズ　220㎜×180㎜×145㎜
パッケージ重量　　約143g
ケース入数　　　　24入（8入×3箱） PAT

130mm

約3～2ｍ145mm

200mm

90mm

飛距離
上方向へ

4,000円(税込4,400円)
内容量　　　　　　1箱1個入
品番　　　　　　　SIB-4380
パッケージサイズ　315㎜×258㎜×258㎜
パッケージ重量　　約915g
ケース入数　　　　6入 PAT.P

260mm
250mm

約4～3ｍ250mm
125mm

飛距離
上方向へ

二人で叩く樽型クラッカー！
ハンマーでポンッと叩くと、赤銀キラキラ
テープが飛び出し披露宴・二次会・お誕
生日会などお祝いの席が華やかに

ハンマーで叩くタイプのクラッカー
�色のキラキラテープが飛び出し、いろいろ
なお祝いシーンで大活躍！

叩いて祝おう！

PAT.

60mm

24mm

220円(税込242円)
内容量　　　　　　1袋3個入
品番　　　　　　　SF-3-3220
パッケージサイズ　125㎜×100㎜×25㎜
パッケージ重量　　約15g
ケース入数　　　　300入（10袋×30入）

400円(税込440円)
内容量　　　　　　1袋1個入
品番　　　　　　　SS-1-350
パッケージサイズ　300㎜×115㎜×64㎜
パッケージ重量　　約60g
ケース入数　　　　120入（20袋×6入）

400円(税込440円)
内容量　　　　　　1袋1個入
品番　　　　　　　SKB-1-4330
パッケージサイズ　270㎜×115㎜×60㎜
パッケージ重量　　約45g
ケース入数　　　　120入（10袋×12入）

400円(税込440円)
内容量　　　　　　1袋1個入
品番　　　　　　　SS-2-380
パッケージサイズ　300㎜×115㎜×64㎜
パッケージ重量　　約60g
ケース入数　　　　120入（20袋×6入）

祝樽ビッグ�� 祝樽クラッカー��

片手で乾杯クラッカー��

スーパークラッカー（一番凄い）��

ジェットメタリック ��個入�� プチローズ �個入��

スーパークラッカー（銀）��

10個入1,000円(税込1,100円)
内容量　　　　　　1袋10個入
品番　　　　　　　SJ-10
パッケージサイズ　245㎜×140㎜×40㎜
パッケージ重量　　約55g
ケース入数　　　　300入（10袋×30入）

ライブなどに最適
長さ��ｍのキラキラテープが飛び出す
屋外専用クラッカー
金・銀�色のキラキラテープで演出感バッチリ

ユニークなボトルタイプの散らかるフジカオリ
ジナルクラッカー
白色紙テープに青メタルテープがアクセントに！

ユニークなボトルタイプのフジカオリジナル
クラッカー
紙テープは�色�ｍ、散らからないタイプで
後片付けもカンタン

その名の通り片手で使えるクラッカー
動画を撮りながらでも大丈夫！
カンパーイと同時に金銀キラキラテープが
飛び出しパーティーのスタートに！

小さなスケルトンのキャップからキュートな花
が咲くクラッカー
使用後はアレンジして飾ってね

PAT.P

200mm

19mm

飛距離
約10m

PAT.P

飛距離
約4～5m

200mm

56mm

PAT.

飛距離
約5m

235mm

62mm PAT.

飛距離
約5～3m

235mm

62mm

祝樽シリーズのサイズ比較

14.5cm直
径25cm直

径

大きさは
�種類

祝樽祝樽祝樽

2人で同時に
できる
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※商品によっては、予告なくデザイン・仕様・価格等が変更になる場合があります。ご了承ください。

1,600円(税込1,760円)
内容量　　　　　　1袋1個入
品番　　　　　　　SID-2138
パッケージサイズ　220㎜×180㎜×145㎜
パッケージ重量　　約143g
ケース入数　　　　24入（8入×3箱） PAT

130mm

約3～2ｍ145mm

200mm

90mm

飛距離
上方向へ

4,000円(税込4,400円)
内容量　　　　　　1箱1個入
品番　　　　　　　SIB-4380
パッケージサイズ　315㎜×258㎜×258㎜
パッケージ重量　　約915g
ケース入数　　　　6入 PAT.P

260mm
250mm

約4～3ｍ250mm
125mm

飛距離
上方向へ

二人で叩く樽型クラッカー！
ハンマーでポンッと叩くと、赤銀キラキラ
テープが飛び出し披露宴・二次会・お誕
生日会などお祝いの席が華やかに

ハンマーで叩くタイプのクラッカー
�色のキラキラテープが飛び出し、いろいろ
なお祝いシーンで大活躍！

叩いて祝おう！

PAT.

60mm

24mm

220円(税込242円)
内容量　　　　　　1袋3個入
品番　　　　　　　SF-3-3220
パッケージサイズ　125㎜×100㎜×25㎜
パッケージ重量　　約15g
ケース入数　　　　300入（10袋×30入）

400円(税込440円)
内容量　　　　　　1袋1個入
品番　　　　　　　SS-1-350
パッケージサイズ　300㎜×115㎜×64㎜
パッケージ重量　　約60g
ケース入数　　　　120入（20袋×6入）

400円(税込440円)
内容量　　　　　　1袋1個入
品番　　　　　　　SKB-1-4330
パッケージサイズ　270㎜×115㎜×60㎜
パッケージ重量　　約45g
ケース入数　　　　120入（10袋×12入）

400円(税込440円)
内容量　　　　　　1袋1個入
品番　　　　　　　SS-2-380
パッケージサイズ　300㎜×115㎜×64㎜
パッケージ重量　　約60g
ケース入数　　　　120入（20袋×6入）

祝樽ビッグ�� 祝樽クラッカー��

片手で乾杯クラッカー��

スーパークラッカー（一番凄い）��

ジェットメタリック ��個入�� プチローズ �個入��

スーパークラッカー（銀）��

10個入1,000円(税込1,100円)
内容量　　　　　　1袋10個入
品番　　　　　　　SJ-10
パッケージサイズ　245㎜×140㎜×40㎜
パッケージ重量　　約55g
ケース入数　　　　300入（10袋×30入）

ライブなどに最適
長さ��ｍのキラキラテープが飛び出す
屋外専用クラッカー
金・銀�色のキラキラテープで演出感バッチリ

ユニークなボトルタイプの散らかるフジカオリ
ジナルクラッカー
白色紙テープに青メタルテープがアクセントに！

ユニークなボトルタイプのフジカオリジナル
クラッカー
紙テープは�色�ｍ、散らからないタイプで
後片付けもカンタン

その名の通り片手で使えるクラッカー
動画を撮りながらでも大丈夫！
カンパーイと同時に金銀キラキラテープが
飛び出しパーティーのスタートに！

小さなスケルトンのキャップからキュートな花
が咲くクラッカー
使用後はアレンジして飾ってね

PAT.P

200mm

19mm

飛距離
約10m

PAT.P

飛距離
約4～5m

200mm

56mm

PAT.

飛距離
約5m

235mm

62mm PAT.

飛距離
約5～3m

235mm

62mm

祝樽シリーズのサイズ比較

14.5cm直
径25cm直

径

大きさは
�種類

祝樽祝樽祝樽

2人で同時に
できる

1413



内容量　　　　　　1袋1個入
品番　　　　　　　SHP-1
パッケージサイズ　650㎜×200㎜×88㎜
パッケージ重量　　約235g
ケース入数　　　　24入（8入×3箱）

1,900円(税込2,090円)

PAT.P

87mm

535mm
飛距離
約4～3m

※替え玉式ではありません。

内容量　　　　　　1袋2個入
品番　　　　　　　S-SG2
パッケージサイズ　420㎜×290㎜×150㎜
パッケージ重量　　約386g
ケース入数　　　　12入（4袋×3箱）

2,800円(税込3,080円)

内容量　　　　　　1袋1個入
品番　　　　　　　SAW-1
パッケージサイズ　650㎜×200㎜×88㎜
パッケージ重量　　約228g
ケース入数　　　　24入（8入×3箱）

1,900円(税込2,090円)

350mm

150mm

PAT.P

87mm

535mm
飛距離
約4～3m

※替え玉式ではありません。

※商品によっては、予告なくデザイン・仕様・価格等が変更になる場合があります。ご了承ください。

アーミーウェポン��

ハッピーウェポン��

スーパーゴージャス
クラッカーW��

インパクト絶大の外装から極太金銀キラ
キラテープが飛び出し、華やかさ抜群！
見た目も中身もゴージャスなクラッカー

バズーカタイプの使い切り大型クラッカー
�色キラキラテープがドバッと飛び出し
見た目も中身も強烈なインパクトあり

バズーカタイプの使い切り大型クラッカー
金銀メタルテープが���本！
お祝い、おめでたいとき、ハッピーなとき
はハッピーウェポン！

スーパーゴージャス
クラッカーW
スーパーゴージャス
クラッカーW

アーミーウェポンアーミーウェポン

ハッピーウェポンハッピーウェポン
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内容量　　　　　　1袋1個入
品番　　　　　　　SHP-1
パッケージサイズ　650㎜×200㎜×88㎜
パッケージ重量　　約235g
ケース入数　　　　24入（8入×3箱）

1,900円(税込2,090円)

PAT.P

87mm

535mm
飛距離
約4～3m

※替え玉式ではありません。

内容量　　　　　　1袋2個入
品番　　　　　　　S-SG2
パッケージサイズ　420㎜×290㎜×150㎜
パッケージ重量　　約386g
ケース入数　　　　12入（4袋×3箱）

2,800円(税込3,080円)

内容量　　　　　　1袋1個入
品番　　　　　　　SAW-1
パッケージサイズ　650㎜×200㎜×88㎜
パッケージ重量　　約228g
ケース入数　　　　24入（8入×3箱）

1,900円(税込2,090円)

350mm

150mm

PAT.P

87mm

535mm
飛距離
約4～3m

※替え玉式ではありません。

※商品によっては、予告なくデザイン・仕様・価格等が変更になる場合があります。ご了承ください。

アーミーウェポン��

ハッピーウェポン��

スーパーゴージャス
クラッカーW��

インパクト絶大の外装から極太金銀キラ
キラテープが飛び出し、華やかさ抜群！
見た目も中身もゴージャスなクラッカー

バズーカタイプの使い切り大型クラッカー
�色キラキラテープがドバッと飛び出し
見た目も中身も強烈なインパクトあり

バズーカタイプの使い切り大型クラッカー
金銀メタルテープが���本！
お祝い、おめでたいとき、ハッピーなとき
はハッピーウェポン！

スーパーゴージャス
クラッカーW
スーパーゴージャス
クラッカーW

アーミーウェポンアーミーウェポン

ハッピーウェポンハッピーウェポン
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※商品によっては、予告なくデザイン・仕様・価格等が変更になる場合があります。ご了承ください。 ※商品によっては、予告なくデザイン・仕様・価格等が変更になる場合があります。ご了承ください。

480円(税込528円)

500円(税込550円)

テープの派手さは超・ド級華やかさを演出するには最適

�ｍの�色キラキラテープ��本が華麗に宙を舞う
ステージ演出に最適なクラッカー

�ｍの金銀キラキラテープ��本が
華やかな演出にピッタリ
散らからないタイプだから後片付けも簡単

ステージスコールクラッカー��

散らからないステージスコールクラッカー��

ぶっ飛びクラッカー��

凄い奴を凌ぐ、究極のクラッカー演出を見せてくれるぶっ飛びクラッカー
�色のキラキラテープで豪華な演出期待大！

ぶっ飛びぷレミアムクラッカーSG��

内容量　　　　　　1袋1個入
品番　　　　　　　SQ-1-4350
パッケージサイズ　320㎜×135㎜×35㎜
パッケージ重量　　約45g
ケース入数　　　　200入（10袋×20入）

内容量　　　　　　1袋1個入
品番　　　　　　　STSQ-4380
パッケージサイズ　320㎜×135㎜×35㎜
パッケージ重量　　約45g
ケース入数　　　　200入（10袋×20入）

PAT.P

飛距離
約5m

290mm

80mm

1,200円(税込1,320円)
内容量　　　　　　1袋1本入
品番　　　　　　　SBT-2100
パッケージサイズ　380㎜×140㎜×80㎜
パッケージ重量　　約225g
ケース入数　　　　48入（8袋×6入）

この商品は、下記4種類の替弾としてもご使用いただけます。
バズーカ砲3種・ドハデッカー（P21-22）

この商品は、下記4種類の替弾としてもご使用いただけます。
バズーカ砲3種・ドハデッカー（P21-22）

極太金銀キラキラテープがド派手に飛び出し演出効果抜群！

PAT.P

飛距離
約5m

290mm

80mm

1,200円(税込1,320円)
内容量　　　　　　1袋1本入
品番　　　　　　　SBT-PSG
パッケージサイズ　380㎜×140㎜×80㎜
パッケージ重量　　約225g
ケース入数　　　　48入（8袋×6入）

PAT.P

飛距離
約5～3m

220mm

32mm

PAT.P

飛距離
約3m

220mm

32mm

ステージスコールステージスコールステージスコール ぶっ飛びクラッカーぶっ飛びクラッカーぶっ飛びクラッカー
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※商品によっては、予告なくデザイン・仕様・価格等が変更になる場合があります。ご了承ください。 ※商品によっては、予告なくデザイン・仕様・価格等が変更になる場合があります。ご了承ください。

480円(税込528円)

500円(税込550円)

テープの派手さは超・ド級華やかさを演出するには最適

�ｍの�色キラキラテープ��本が華麗に宙を舞う
ステージ演出に最適なクラッカー

�ｍの金銀キラキラテープ��本が
華やかな演出にピッタリ
散らからないタイプだから後片付けも簡単

ステージスコールクラッカー��

散らからないステージスコールクラッカー��

ぶっ飛びクラッカー��

凄い奴を凌ぐ、究極のクラッカー演出を見せてくれるぶっ飛びクラッカー
�色のキラキラテープで豪華な演出期待大！

ぶっ飛びぷレミアムクラッカーSG��

内容量　　　　　　1袋1個入
品番　　　　　　　SQ-1-4350
パッケージサイズ　320㎜×135㎜×35㎜
パッケージ重量　　約45g
ケース入数　　　　200入（10袋×20入）

内容量　　　　　　1袋1個入
品番　　　　　　　STSQ-4380
パッケージサイズ　320㎜×135㎜×35㎜
パッケージ重量　　約45g
ケース入数　　　　200入（10袋×20入）

PAT.P

飛距離
約5m

290mm

80mm

1,200円(税込1,320円)
内容量　　　　　　1袋1本入
品番　　　　　　　SBT-2100
パッケージサイズ　380㎜×140㎜×80㎜
パッケージ重量　　約225g
ケース入数　　　　48入（8袋×6入）

この商品は、下記4種類の替弾としてもご使用いただけます。
バズーカ砲3種・ドハデッカー（P21-22）

この商品は、下記4種類の替弾としてもご使用いただけます。
バズーカ砲3種・ドハデッカー（P21-22）

極太金銀キラキラテープがド派手に飛び出し演出効果抜群！

PAT.P

飛距離
約5m

290mm

80mm

1,200円(税込1,320円)
内容量　　　　　　1袋1本入
品番　　　　　　　SBT-PSG
パッケージサイズ　380㎜×140㎜×80㎜
パッケージ重量　　約225g
ケース入数　　　　48入（8袋×6入）

PAT.P

飛距離
約5～3m

220mm

32mm

PAT.P

飛距離
約3m

220mm

32mm

ステージスコールステージスコールステージスコール ぶっ飛びクラッカーぶっ飛びクラッカーぶっ飛びクラッカー
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下記より色をご指定下さい

赤テープ入

白テープ入

PAT.P

飛距離
約5m

290mm

80mm

下記より色をご指定下さい

金テープ入

銀テープ入

金 銀 ミックステープ

PAT.P

飛距離
約5m

290mm

80mm

700円(税込770円)
内容量　　　　　　1袋1本入
品番　　　　　　　SGM-7600
パッケージサイズ　380㎜×140㎜×80㎜
パッケージ重量　　約190g
ケース入数　　　　48入（8袋×6入）

600円(税込660円)
内容量　　　　　　1袋1本入
品番　　　　　　　SGT-5470
パッケージサイズ　380㎜×140㎜×80㎜
パッケージ重量　　約200g
ケース入数　　　　48入（8袋×6入）

PAT.P

飛距離
約5m

290mm

80mm

この商品は、下記4種類の替弾としてもご使用いただけます。
バズーカ砲3種・ドハデッカー（P21-22）

900円(税込990円)
内容量　　　　　　1袋1本入
品番　　　　　　　SGMT-1
パッケージサイズ　380㎜×140㎜×80㎜
パッケージ重量　　約220g
ケース入数　　　　48入（8袋×6入）

PAT.P

290mm

80mm

飛距離
約3m

800円(税込880円)
内容量　　　　　　1袋1本入
品番　　　　　　　SGBL-7
パッケージサイズ　380㎜×140㎜×80㎜
パッケージ重量　　約205g
ケース入数　　　　48入（8袋×6入）

PAT.P

飛距離
約5m

290mm

80mm

800円(税込880円)
内容量　　　　　　1袋1本入
品番　　　　　　　SGPK-7
パッケージサイズ　380㎜×140㎜×80㎜
パッケージ重量　　約205g
ケース入数　　　　48入（8袋×6入）

テープの派手さは超・ド級
散らからない凄い奴メタルクラッカー��

凄い奴 ザ・メタルクラッカー�� 凄い奴クラッカー�� 凄い奴スペシャル・ブルー�� 凄い奴スペシャル・ピンク��

金銀キラキラテープで大迫力！
盛り上げたいけど掃除を楽にしたい…そんな時は散らからないタイプのコレ！

キラキラテープ���本が豪快に宙を舞う
イベントやお祭りなどで大活躍間違いなし！！
テープの色は�種類あるよ

紙テープ���本が豪快に宙を舞う
イベントやお祭りなどで大活躍間違いなし！！
テープの色は�種類あるよ

青銀キラキラテープが���本
迫力も見た目もバッチリ！
写真映えすること間違いなし

桃銀キラキラテープが���本
迫力もかわいさもバッチリ！
写真映えすること間違いなし

凄い奴クラッカー凄い奴クラッカー凄い奴クラッカー
※商品によっては、予告なくデザイン・仕様・価格等が変更になる場合があります。ご了承ください。

この商品は、下記4種類の替弾としてもご使用いただけます。
バズーカ砲3種・ドハデッカー（P21-22）

この商品は、下記4種類の替弾としてもご使用いただけます。
バズーカ砲3種・ドハデッカー（P21-22）

この商品は、下記4種類の替弾としてもご使用いただけます。
バズーカ砲3種・ドハデッカー（P21-22）

この商品は、下記4種類の替弾としてもご使用いただけます。
バズーカ砲3種・ドハデッカー（P21-22）
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下記より色をご指定下さい

赤テープ入

白テープ入

PAT.P

飛距離
約5m

290mm

80mm

下記より色をご指定下さい

金テープ入

銀テープ入

金 銀 ミックステープ

PAT.P

飛距離
約5m

290mm

80mm

700円(税込770円)
内容量　　　　　　1袋1本入
品番　　　　　　　SGM-7600
パッケージサイズ　380㎜×140㎜×80㎜
パッケージ重量　　約190g
ケース入数　　　　48入（8袋×6入）

600円(税込660円)
内容量　　　　　　1袋1本入
品番　　　　　　　SGT-5470
パッケージサイズ　380㎜×140㎜×80㎜
パッケージ重量　　約200g
ケース入数　　　　48入（8袋×6入）

PAT.P

飛距離
約5m

290mm

80mm

この商品は、下記4種類の替弾としてもご使用いただけます。
バズーカ砲3種・ドハデッカー（P21-22）

900円(税込990円)
内容量　　　　　　1袋1本入
品番　　　　　　　SGMT-1
パッケージサイズ　380㎜×140㎜×80㎜
パッケージ重量　　約220g
ケース入数　　　　48入（8袋×6入）

PAT.P

290mm

80mm

飛距離
約3m

800円(税込880円)
内容量　　　　　　1袋1本入
品番　　　　　　　SGBL-7
パッケージサイズ　380㎜×140㎜×80㎜
パッケージ重量　　約205g
ケース入数　　　　48入（8袋×6入）

PAT.P

飛距離
約5m

290mm

80mm

800円(税込880円)
内容量　　　　　　1袋1本入
品番　　　　　　　SGPK-7
パッケージサイズ　380㎜×140㎜×80㎜
パッケージ重量　　約205g
ケース入数　　　　48入（8袋×6入）

テープの派手さは超・ド級
散らからない凄い奴メタルクラッカー��

凄い奴 ザ・メタルクラッカー�� 凄い奴クラッカー�� 凄い奴スペシャル・ブルー�� 凄い奴スペシャル・ピンク��

金銀キラキラテープで大迫力！
盛り上げたいけど掃除を楽にしたい…そんな時は散らからないタイプのコレ！

キラキラテープ���本が豪快に宙を舞う
イベントやお祭りなどで大活躍間違いなし！！
テープの色は�種類あるよ

紙テープ���本が豪快に宙を舞う
イベントやお祭りなどで大活躍間違いなし！！
テープの色は�種類あるよ

青銀キラキラテープが���本
迫力も見た目もバッチリ！
写真映えすること間違いなし

桃銀キラキラテープが���本
迫力もかわいさもバッチリ！
写真映えすること間違いなし

凄い奴クラッカー凄い奴クラッカー凄い奴クラッカー
※商品によっては、予告なくデザイン・仕様・価格等が変更になる場合があります。ご了承ください。

この商品は、下記4種類の替弾としてもご使用いただけます。
バズーカ砲3種・ドハデッカー（P21-22）

この商品は、下記4種類の替弾としてもご使用いただけます。
バズーカ砲3種・ドハデッカー（P21-22）

この商品は、下記4種類の替弾としてもご使用いただけます。
バズーカ砲3種・ドハデッカー（P21-22）

この商品は、下記4種類の替弾としてもご使用いただけます。
バズーカ砲3種・ドハデッカー（P21-22）
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PAT.
＊飛距離は替玉によって異なります。
付属クラッカー仕様

＊上記は付属クラッカーの仕様となり、別途お買い求め頂いた替玉を使用頂く際は替玉の
種類によって散らかるタイプ・散らからないタイプ／キラキラテープ・紙テープ等の仕様は
異なります

85mm

780mm

飛距離
約5m

替玉は、ぶっ飛び・凄い奴シリーズ
等をお求めください。 →P18-20へ

内容量　　　　　　1袋 本体1本・クラッカー2個
品番　　　　　　　SOG-1
パッケージサイズ　680㎜×220㎜×210㎜
パッケージ重量　　約730g
ケース入数　　　　5入

4,000円(税込4,400円)

替玉は、ぶっ飛び・凄い奴シリーズ
等をお求めください。 →P18-20へ

PAT.

飛距離
約5m

550mm

210mm

＊飛距離は替玉に
よって異なります。

付属クラッカー仕様

＊上記は付属クラッカーの仕様となり、別途お買い求め頂いた替玉を使用頂く際は替玉の
種類によって散らかるタイプ・散らからないタイプ／キラキラテープ・紙テープ等の仕様は
異なります

85mm

780mm

飛距離
約5m

PAT.
＊飛距離は替玉によって異なります。
付属クラッカー仕様

＊上記は付属クラッカーの仕様となり、別途お買い求め頂いた替玉を使用頂く際は替玉の
種類によって散らかるタイプ・散らからないタイプ／キラキラテープ・紙テープ等の仕様は
異なります

PAT.
＊飛距離は替玉によって異なります。
付属クラッカー仕様

＊上記は付属クラッカーの仕様となり、別途お買い求め頂いた替玉を使用頂く際は替玉の
種類によって散らかるタイプ・散らからないタイプ／キラキラテープ・紙テープ等の仕様は
異なります

85mm

780mm

飛距離
約5m

内容量　　　　　　1袋 本体・クラッカー各1本
品番　　　　　　　SDB-1
パッケージサイズ　900㎜×220㎜×82㎜
パッケージ重量　　約560g
ケース入数　　　　12入

2,600円(税込2,860円)

内容量　　　　　　1袋 本体・クラッカー各1本
品番　　　　　　　SHB-1
パッケージサイズ　900㎜×220㎜×82㎜
パッケージ重量　　約560g
ケース入数　　　　12入

3,200円(税込3,520円)

替玉は、ぶっ飛び・凄い奴シリーズ
等をお求めください。 →P18-20へ

替玉は、ぶっ飛び・凄い奴シリーズ
等をお求めください。 →P18-20へ

内容量　　　　　　1袋 本体・クラッカー各1本
品番　　　　　　　SGB-1
パッケージサイズ　900㎜×220㎜×82㎜
パッケージ重量　　約580g
ケース入数　　　　12入

3,400円(税込3,740円)

どこでもバズーカ砲��

ハッピーバズーカ砲�� ドハデッカー��

ゴージャスバズーカ砲��

バズーカ仕様で目立つこと間違いなし
金銀キラキラテープでイベント・お祭りでの演出効果抜群

※付属のクラッカー�本
 『凄い奴ザ・メタルクラッカーMIX』をセットして使ってね
※詰め替えタイプ

※商品によっては、予告なくデザイン・仕様・価格等が変更になる場合があります。ご了承ください。

かわいい見た目から想像もつかない程のド迫力
桃銀キラキラテープでイベントでの演出効果も抜群

※付属のクラッカー�本
『凄い奴スペシャル・ピンク』をセットして使ってね
※詰め替えタイプ

※商品によっては、予告なくデザイン・仕様・価格等が変更になる場合があります。ご了承ください。

本体もゴールド・テープも金銀キラキラ
ゴージャスバズーカでお祝いの席を盛り上げよう

※付属のクラッカー�本
 『ぶっ飛びぷレミアムクラッカー』をセットして使ってね
※詰め替えタイプ

※商品によっては、予告なくデザイン・仕様・価格等が変更になる場合があります。ご了承ください。

デカッと思わず口にしてしまうほどビッグサイズな詰め替え式クラッカー！！
結婚式・イベントでの演出効果抜群！

※『凄い奴ザ・メタルクラッカー金　�本』
   『凄い奴ザ・メタルクラッカー銀　�本』の�本付

※商品によっては、予告なくデザイン・仕様・価格等が変更になる場合があります。ご了承ください。

どこでもバズーカ砲どこでもバズーカ砲 ゴージャスバズーカ砲ゴージャスバズーカ砲

ドハデッカードハデッカーハッピーバズーカ砲ハッピーバズーカ砲
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PAT.
＊飛距離は替玉によって異なります。
付属クラッカー仕様

＊上記は付属クラッカーの仕様となり、別途お買い求め頂いた替玉を使用頂く際は替玉の
種類によって散らかるタイプ・散らからないタイプ／キラキラテープ・紙テープ等の仕様は
異なります

85mm

780mm

飛距離
約5m

替玉は、ぶっ飛び・凄い奴シリーズ
等をお求めください。 →P18-20へ

内容量　　　　　　1袋 本体1本・クラッカー2個
品番　　　　　　　SOG-1
パッケージサイズ　680㎜×220㎜×210㎜
パッケージ重量　　約730g
ケース入数　　　　5入

4,000円(税込4,400円)

替玉は、ぶっ飛び・凄い奴シリーズ
等をお求めください。 →P18-20へ

PAT.

飛距離
約5m

550mm

210mm

＊飛距離は替玉に
よって異なります。

付属クラッカー仕様

＊上記は付属クラッカーの仕様となり、別途お買い求め頂いた替玉を使用頂く際は替玉の
種類によって散らかるタイプ・散らからないタイプ／キラキラテープ・紙テープ等の仕様は
異なります

85mm

780mm

飛距離
約5m

PAT.
＊飛距離は替玉によって異なります。
付属クラッカー仕様

＊上記は付属クラッカーの仕様となり、別途お買い求め頂いた替玉を使用頂く際は替玉の
種類によって散らかるタイプ・散らからないタイプ／キラキラテープ・紙テープ等の仕様は
異なります

PAT.
＊飛距離は替玉によって異なります。
付属クラッカー仕様

＊上記は付属クラッカーの仕様となり、別途お買い求め頂いた替玉を使用頂く際は替玉の
種類によって散らかるタイプ・散らからないタイプ／キラキラテープ・紙テープ等の仕様は
異なります

85mm

780mm

飛距離
約5m

内容量　　　　　　1袋 本体・クラッカー各1本
品番　　　　　　　SDB-1
パッケージサイズ　900㎜×220㎜×82㎜
パッケージ重量　　約560g
ケース入数　　　　12入

2,600円(税込2,860円)

内容量　　　　　　1袋 本体・クラッカー各1本
品番　　　　　　　SHB-1
パッケージサイズ　900㎜×220㎜×82㎜
パッケージ重量　　約560g
ケース入数　　　　12入

3,200円(税込3,520円)

替玉は、ぶっ飛び・凄い奴シリーズ
等をお求めください。 →P18-20へ

替玉は、ぶっ飛び・凄い奴シリーズ
等をお求めください。 →P18-20へ

内容量　　　　　　1袋 本体・クラッカー各1本
品番　　　　　　　SGB-1
パッケージサイズ　900㎜×220㎜×82㎜
パッケージ重量　　約580g
ケース入数　　　　12入

3,400円(税込3,740円)

どこでもバズーカ砲��

ハッピーバズーカ砲�� ドハデッカー��

ゴージャスバズーカ砲��

バズーカ仕様で目立つこと間違いなし
金銀キラキラテープでイベント・お祭りでの演出効果抜群

※付属のクラッカー�本
 『凄い奴ザ・メタルクラッカーMIX』をセットして使ってね
※詰め替えタイプ

※商品によっては、予告なくデザイン・仕様・価格等が変更になる場合があります。ご了承ください。

かわいい見た目から想像もつかない程のド迫力
桃銀キラキラテープでイベントでの演出効果も抜群

※付属のクラッカー�本
『凄い奴スペシャル・ピンク』をセットして使ってね
※詰め替えタイプ

※商品によっては、予告なくデザイン・仕様・価格等が変更になる場合があります。ご了承ください。

本体もゴールド・テープも金銀キラキラ
ゴージャスバズーカでお祝いの席を盛り上げよう

※付属のクラッカー�本
 『ぶっ飛びぷレミアムクラッカー』をセットして使ってね
※詰め替えタイプ

※商品によっては、予告なくデザイン・仕様・価格等が変更になる場合があります。ご了承ください。

デカッと思わず口にしてしまうほどビッグサイズな詰め替え式クラッカー！！
結婚式・イベントでの演出効果抜群！

※『凄い奴ザ・メタルクラッカー金　�本』
   『凄い奴ザ・メタルクラッカー銀　�本』の�本付

※商品によっては、予告なくデザイン・仕様・価格等が変更になる場合があります。ご了承ください。

どこでもバズーカ砲どこでもバズーカ砲 ゴージャスバズーカ砲ゴージャスバズーカ砲

ドハデッカードハデッカーハッピーバズーカ砲ハッピーバズーカ砲
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29

ワンポイント

引っかけリングを
指に通して本体を
持ちます

引っかけリングをしっかり指
に挟んだまま、前方上方向へ
投げて下さい
※本体は投げないようにして下さい

テープの外装を破ります

※商品によっては、予告なくデザイン・仕様・価格等
　が変更になる場合があります。ご了承ください。

ミックス
テープ

キラキラ

6色キラキラテープ
40本入

内容量　　　　　　1箱1個入
品番　　　　　　　NF-M-MX
パッケージサイズ　123㎜×56㎜×52㎜
パッケージ重量　　約40g
ケース入数　　　　96入（12袋×8入）

320円(税込352円)

内容量　　　　　　1箱1個入
品番　　　　　　　NF-P-WH
パッケージサイズ　123㎜×56㎜×52㎜
パッケージ重量　　約40g
ケース入数　　　　96入（12袋×8入）

270円(税込297円)
内容量　　　　　　1箱1個入
品番　　　　　　　NF-P-RD
パッケージサイズ　123㎜×56㎜×52㎜
パッケージ重量　　約40g
ケース入数　　　　96入（12袋×8入）

270円(税込297円)

内容量　　　　　　1箱1個入
品番　　　　　　　NF-M-SI
パッケージサイズ　123㎜×56㎜×52㎜
パッケージ重量　　約40g
ケース入数　　　　96入（12袋×8入）

320円(税込352円)
内容量　　　　　　1箱1個入
品番　　　　　　　NF-M-GL
パッケージサイズ　123㎜×56㎜×52㎜
パッケージ重量　　約40g
ケース入数　　　　96入（12袋×8入）

320円(税込352円)

テープ
キラキラ金金 金キラキラテープ

40本入 銀銀
テープ

キラキラ

銀キラキラテープ
40本入

赤赤 紙テープ

赤紙テープ
40本入 白白 紙テープ

白紙テープ
40本入

パーティーフラッシュ・メタルミックス��

パーティーフラッシュ・銀テープ��パーティーフラッシュ・金テープ��

パーティーフラッシュ・赤紙テープ�� パーティーフラッシュ・白紙テープ��

赤 青白 桃黄 紫

260円(税込286円)
内容量　　　　　　1個
　　　　　　　　　※ご注文は1袋20個からとなっております
品番　　　　　　　NS-1
単品重量　　　　　約16.5g
ケース入数　　　　500入（20個×25袋）

スイートフラッシュ バラ��

赤 青白 桃黄 紫

220円(税込242円)
内容量　　　　　　1個
　　　　　　　　　※ご注文は1袋20個からとなっております
品番　　　　　　　NN-1
単品重量　　　　　約14g
ケース入数　　　　500入（20個×25袋）

忍者弾 バラ��

赤 青白 桃黄 紫

ナゲテーポ �個入��
220円(税込242円)

内容量　　　　　　1袋4個入
品番　　　　　　　N-4-200
パッケージサイズ　165㎜×120㎜×10㎜
パッケージ重量　　約35g
ケース入数　　　　240入（24袋×10入）

簡単演出！

テープを崩して投げるだけ！

パーティーフラッシュパーティーフラッシュ

投げテープ投げテープ投げテープ

握って投げる投げテープ
女性や子どもたちにも簡単に
使用できる火薬不使用の投げテープ
音も出ず、テープは手元について
いるから片付けカンタン

握って投げる投げテープ
女性や子どもたちにも簡単に
使用できる火薬不使用の投げテープ
音も出ず、テープは手元について
いるから片付けカンタン

紙テープの長さ約�m

紙テープの長さ約�m

紙テープの長さ約�m

※使い方例
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29

ワンポイント

引っかけリングを
指に通して本体を
持ちます

引っかけリングをしっかり指
に挟んだまま、前方上方向へ
投げて下さい
※本体は投げないようにして下さい

テープの外装を破ります

※商品によっては、予告なくデザイン・仕様・価格等
　が変更になる場合があります。ご了承ください。

ミックス
テープ

キラキラ

6色キラキラテープ
40本入

内容量　　　　　　1箱1個入
品番　　　　　　　NF-M-MX
パッケージサイズ　123㎜×56㎜×52㎜
パッケージ重量　　約40g
ケース入数　　　　96入（12袋×8入）

320円(税込352円)

内容量　　　　　　1箱1個入
品番　　　　　　　NF-P-WH
パッケージサイズ　123㎜×56㎜×52㎜
パッケージ重量　　約40g
ケース入数　　　　96入（12袋×8入）

270円(税込297円)
内容量　　　　　　1箱1個入
品番　　　　　　　NF-P-RD
パッケージサイズ　123㎜×56㎜×52㎜
パッケージ重量　　約40g
ケース入数　　　　96入（12袋×8入）

270円(税込297円)

内容量　　　　　　1箱1個入
品番　　　　　　　NF-M-SI
パッケージサイズ　123㎜×56㎜×52㎜
パッケージ重量　　約40g
ケース入数　　　　96入（12袋×8入）

320円(税込352円)
内容量　　　　　　1箱1個入
品番　　　　　　　NF-M-GL
パッケージサイズ　123㎜×56㎜×52㎜
パッケージ重量　　約40g
ケース入数　　　　96入（12袋×8入）

320円(税込352円)

テープ
キラキラ金金 金キラキラテープ

40本入 銀銀
テープ

キラキラ

銀キラキラテープ
40本入

赤赤 紙テープ

赤紙テープ
40本入 白白 紙テープ

白紙テープ
40本入

パーティーフラッシュ・メタルミックス��

パーティーフラッシュ・銀テープ��パーティーフラッシュ・金テープ��

パーティーフラッシュ・赤紙テープ�� パーティーフラッシュ・白紙テープ��

赤 青白 桃黄 紫

260円(税込286円)
内容量　　　　　　1個
　　　　　　　　　※ご注文は1袋20個からとなっております
品番　　　　　　　NS-1
単品重量　　　　　約16.5g
ケース入数　　　　500入（20個×25袋）

スイートフラッシュ バラ��

赤 青白 桃黄 紫

220円(税込242円)
内容量　　　　　　1個
　　　　　　　　　※ご注文は1袋20個からとなっております
品番　　　　　　　NN-1
単品重量　　　　　約14g
ケース入数　　　　500入（20個×25袋）

忍者弾 バラ��

赤 青白 桃黄 紫

ナゲテーポ �個入��
220円(税込242円)

内容量　　　　　　1袋4個入
品番　　　　　　　N-4-200
パッケージサイズ　165㎜×120㎜×10㎜
パッケージ重量　　約35g
ケース入数　　　　240入（24袋×10入）

簡単演出！

テープを崩して投げるだけ！

パーティーフラッシュパーティーフラッシュ

投げテープ投げテープ投げテープ

握って投げる投げテープ
女性や子どもたちにも簡単に
使用できる火薬不使用の投げテープ
音も出ず、テープは手元について
いるから片付けカンタン

握って投げる投げテープ
女性や子どもたちにも簡単に
使用できる火薬不使用の投げテープ
音も出ず、テープは手元について
いるから片付けカンタン

紙テープの長さ約�m

紙テープの長さ約�m

紙テープの長さ約�m

※使い方例
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PAT.P

217mm

64mm

10㎜巾
長さ5mの
キラキラ

テープ60本
使用！

PAT.P

230mm

64mm

6色5m

紙テープ100本が

飛び出す

幅広い5色紙テープ2m50本

上から大きく
振りおろすと

テープが飛び出します。

PAT.

飛距離
約2m

235mm

62mm

500円(税込550円)
内容量　　　　　　1袋1本入
品番　　　　　　　NCF-1
パッケージサイズ　280㎜×115㎜×60㎜
パッケージ重量　　約45g
ケース入数　　　　120入（6袋×20入）

内容量　　　　　　1袋1個入
品番　　　　　　　NK-1-047G
パッケージサイズ　270㎜×110㎜×65㎜
パッケージ重量　　約95g
ケース入数　　　　120入（6袋×20入）

800円(税込880円)
内容量　　　　　　1袋1個入
品番　　　　　　　NK-2-047S
パッケージサイズ　270㎜×110㎜×65㎜
パッケージ重量　　約95g
ケース入数　　　　120入（6袋×20入）

800円(税込880円)

内容量　　　　　　1袋1個入
品番　　　　　　　NG-1-450
パッケージサイズ　280㎜×110㎜×65㎜
パッケージ重量　　約100g
ケース入数　　　　120入（6袋×20入）

600円(税込660円)

※商品によっては、予告なくデザイン・仕様・価格等
　が変更になる場合があります。ご了承ください。

カラフルファイブストリーマー�� ぐれいとかぶきストリーマー��

キラキラストリーマー

キラキラストリーマー（金）�� キラキラストリーマー（銀）��

迫力満点！簡単演出！

投げテープ

クラッカーを超える迫力を火薬不使用で実現
テープが離れないから片付け簡単！

火薬不使用なのにこの迫力！
ビン型投げテープの決定版
テープが離れないから片付け簡単！

ビン型投げテープビン型投げテープビン型投げテープ

女子会・お遊戯会はこれで決まり
�色の紙テープでかわいさもあり、
女子も子供も投げやすいようにミニサイズ
散らからないから片付け簡単
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PAT.P

217mm

64mm

10㎜巾
長さ5mの
キラキラ

テープ60本
使用！

PAT.P

230mm

64mm

6色5m

紙テープ100本が

飛び出す

幅広い5色紙テープ2m50本

上から大きく
振りおろすと

テープが飛び出します。

PAT.

飛距離
約2m

235mm

62mm

500円(税込550円)
内容量　　　　　　1袋1本入
品番　　　　　　　NCF-1
パッケージサイズ　280㎜×115㎜×60㎜
パッケージ重量　　約45g
ケース入数　　　　120入（6袋×20入）

内容量　　　　　　1袋1個入
品番　　　　　　　NK-1-047G
パッケージサイズ　270㎜×110㎜×65㎜
パッケージ重量　　約95g
ケース入数　　　　120入（6袋×20入）

800円(税込880円)
内容量　　　　　　1袋1個入
品番　　　　　　　NK-2-047S
パッケージサイズ　270㎜×110㎜×65㎜
パッケージ重量　　約95g
ケース入数　　　　120入（6袋×20入）

800円(税込880円)

内容量　　　　　　1袋1個入
品番　　　　　　　NG-1-450
パッケージサイズ　280㎜×110㎜×65㎜
パッケージ重量　　約100g
ケース入数　　　　120入（6袋×20入）

600円(税込660円)

※商品によっては、予告なくデザイン・仕様・価格等
　が変更になる場合があります。ご了承ください。

カラフルファイブストリーマー�� ぐれいとかぶきストリーマー��

キラキラストリーマー

キラキラストリーマー（金）�� キラキラストリーマー（銀）��

迫力満点！簡単演出！

投げテープ

クラッカーを超える迫力を火薬不使用で実現
テープが離れないから片付け簡単！

火薬不使用なのにこの迫力！
ビン型投げテープの決定版
テープが離れないから片付け簡単！

ビン型投げテープビン型投げテープビン型投げテープ

女子会・お遊戯会はこれで決まり
�色の紙テープでかわいさもあり、
女子も子供も投げやすいようにミニサイズ
散らからないから片付け簡単
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��cmくす玉�� 元祖くす玉��

祝まる君 どこでもくす玉��

お祝い・イベントで大活躍間違いなし
�色キラキラテープ＋垂れ幕でお祝いしよう！

無地垂れ幕が�枚付属
オリジナル垂れ幕を作製し、簡単に付け替え可能
火薬不使用

ご家庭でも気軽に楽しめるサイズの元祖くす玉
�色キラキラテープとかわいいプレートタイプの
垂れ幕でお祝いしよう

繰り返し使用でき、書き込み自由の垂れ幕付き
火薬不使用

�色キラキラテープでミニサイズのかわいい
祝まる君
�種類から選べるメッセージ
ヒモを引くと「ポン」と鳴って両開きの
クラッカーくす玉
無地垂れ幕がついていて、オリジナル垂れ
幕もつくれるよ（�回目以降音なし）

�色キラキラテープ＋垂れ幕のどこでも気軽
に使える卓上くす玉
繰り返し使え、オリジナルメッセージが
書き込めるカード・無地垂れ幕付
火薬不使用

PAT.P

垂れ幕
735mm

テープ
約1000mm

くす玉直径200mmφ

PAT.P

直径120mmφ

メッセージ
470mm

テープ
約800mm

くす玉

どこでもくす玉
祝まる君

手作り元祖くす玉

20㎝くす玉 200φ
（㎜）

120φ
（㎜）

85φ
（㎜）62φ

（㎜）

PAT.

垂れ幕
410mm

テープ
約1000mm

くす玉直径85mmφ

テープと

垂れ幕が絡まない

構造！

垂れ幕付

書き込み

自由！

１
回
目
は

そ
の
ま
ま
使
用
出
来
ま
す
。

ヒモを引くと

祝音と共に

両開き！

どこでもすぐ使える

テーブルくす玉！

オリジナル
メッセージが
書けるカード付！
無地垂れ幕付！

315mm

100mm100mm

くす玉
直径62mmφ

内容量　　　　　　1箱1個入
品番　　　　　　　HD-20G
パッケージサイズ　205㎜×205㎜×205㎜
パッケージ重量　　約680g
ケース入数　　　　12入

4,400円(税込4,840円)
内容量　　　　　　1個入
品番　　　　　　　HGK-21300
パッケージサイズ　190㎜×130㎜×120㎜
パッケージ重量　　約170g
ケース入数　　　　48入（8個×6入）

1,700円(税込1,870円)

祝まる君
（祝おめでとう）��

内容量  1袋1個入
品番  HSM-1-7600
パッケージサイズ 118㎜×88㎜×88㎜
パッケージ重量 約100g
ケース入数  96入（12個×8入）

900円(税込990円)

内容量 1箱1個入
品番 HDK-2120
パッケージサイズ 210㎜×100㎜×100㎜
パッケージ重量 約150g
ケース入数 48入（8個×6入）

1,500円(税込1,650円)

※商品によっては、予告なくデザイン・仕様・価格等が変更になる場合があります。ご了承ください。

祝まる君
（誕生日おめでとう）��

内容量  1箱1個入
品番  HSM-3-7600
パッケージサイズ 118㎜×88㎜×88㎜
パッケージ重量 約100g
ケース入数  96入（12個×8入）

900円(税込990円)

サイズもいろいろ

大きさは４種類
用途に合わせて
お選びください。

くす玉くす玉くす玉
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��cmくす玉�� 元祖くす玉��

祝まる君 どこでもくす玉��

お祝い・イベントで大活躍間違いなし
�色キラキラテープ＋垂れ幕でお祝いしよう！

無地垂れ幕が�枚付属
オリジナル垂れ幕を作製し、簡単に付け替え可能
火薬不使用

ご家庭でも気軽に楽しめるサイズの元祖くす玉
�色キラキラテープとかわいいプレートタイプの
垂れ幕でお祝いしよう

繰り返し使用でき、書き込み自由の垂れ幕付き
火薬不使用

�色キラキラテープでミニサイズのかわいい
祝まる君
�種類から選べるメッセージ
ヒモを引くと「ポン」と鳴って両開きの
クラッカーくす玉
無地垂れ幕がついていて、オリジナル垂れ
幕もつくれるよ（�回目以降音なし）

�色キラキラテープ＋垂れ幕のどこでも気軽
に使える卓上くす玉
繰り返し使え、オリジナルメッセージが
書き込めるカード・無地垂れ幕付
火薬不使用

PAT.P

垂れ幕
735mm

テープ
約1000mm

くす玉直径200mmφ

PAT.P

直径120mmφ

メッセージ
470mm

テープ
約800mm

くす玉

どこでもくす玉
祝まる君

手作り元祖くす玉

20㎝くす玉 200φ
（㎜）

120φ
（㎜）

85φ
（㎜）62φ

（㎜）

PAT.

垂れ幕
410mm

テープ
約1000mm

くす玉直径85mmφ

テープと

垂れ幕が絡まない

構造！

垂れ幕付

書き込み

自由！

１
回
目
は

そ
の
ま
ま
使
用
出
来
ま
す
。

ヒモを引くと

祝音と共に

両開き！

どこでもすぐ使える

テーブルくす玉！

オリジナル
メッセージが
書けるカード付！
無地垂れ幕付！

315mm

100mm100mm

くす玉
直径62mmφ

内容量　　　　　　1箱1個入
品番　　　　　　　HD-20G
パッケージサイズ　205㎜×205㎜×205㎜
パッケージ重量　　約680g
ケース入数　　　　12入

4,400円(税込4,840円)
内容量　　　　　　1個入
品番　　　　　　　HGK-21300
パッケージサイズ　190㎜×130㎜×120㎜
パッケージ重量　　約170g
ケース入数　　　　48入（8個×6入）

1,700円(税込1,870円)

祝まる君
（祝おめでとう）��

内容量  1袋1個入
品番  HSM-1-7600
パッケージサイズ 118㎜×88㎜×88㎜
パッケージ重量 約100g
ケース入数  96入（12個×8入）

900円(税込990円)

内容量 1箱1個入
品番 HDK-2120
パッケージサイズ 210㎜×100㎜×100㎜
パッケージ重量 約150g
ケース入数 48入（8個×6入）

1,500円(税込1,650円)

※商品によっては、予告なくデザイン・仕様・価格等が変更になる場合があります。ご了承ください。

祝まる君
（誕生日おめでとう）��

内容量  1箱1個入
品番  HSM-3-7600
パッケージサイズ 118㎜×88㎜×88㎜
パッケージ重量 約100g
ケース入数  96入（12個×8入）

900円(税込990円)

サイズもいろいろ

大きさは４種類
用途に合わせて
お選びください。

くす玉くす玉くす玉

2827



PAT.P

278mm

64mm

飛距離
約10～5m

混色

220mm

116mmφ
★商品の色は印刷の都合により
　多少異なって見える場合が
　ありますのでご了承ください。

品番 MH-300WH　カラー  ホワイト 品番 MH-300BL　カラー  ブルー

品番 MH-300RN　カラー  オレンジ 品番 MH-300GR　カラー  グリーン

品番 MH-300RD　カラー  レッド

品番 MH-300PK　カラー  ピンク 品番 MH-300YL　カラー  イエロー

品番 MH-300PR　カラー  パープル品番 MH-300BK　カラー  ブラック

PAT.P

278mm

64mm

飛距離
約10m

品番　　　　　　　FBA-1
パッケージサイズ　278㎜×100㎜×100㎜
パッケージ重量　　約170g
ケース入数　　　　40入（５本×８箱）

1,500円(税込1,650円)
品番　　　　　　　FTK-1
パッケージサイズ　278㎜×100㎜×100㎜
パッケージ重量　　約170g
ケース入数　　　　40入（５本×８箱）

1,500円(税込1,650円)

PAT.P

278mm

64mm

飛距離
約10m

品番　　　　　　　FHC-1
パッケージサイズ　278㎜×100㎜×100㎜
パッケージ重量　　約170g
ケース入数　　　　40入（５本×８箱）

1,500円(税込1,650円)

PAT.P

278mm

64mm

飛距離
約10～5m

品番　　　　　　　FUM-1
パッケージサイズ　278㎜×100㎜×100㎜
パッケージ重量　　約185g
ケース入数　　　　40入（５本×８箱）

1,500円(税込1,650円)

本体サイズ　　　　116φ×220㎜
本体重量　　　　　約75g
ケース入数　　　　100入

400円(税込440円)

※商品によっては、予告なくデザイン・仕様・価格等が変更になる場合があります。ご了承ください。 ※商品によっては、予告なくデザイン・仕様・価格等が変更になる場合があります。ご了承ください。

※商品によっては、予告なくデザイン・仕様・価格等が変更になる場合があります。ご了承ください。

内容量 ヘッダー付（8連発×12リング）
品番 BL-001H
パッケージサイズ 170㎜×110㎜×9㎜
パッケージ重量 約17g
ケース入数 576入（24袋×24入）

100円(税込110円)
内容量 小箱（8連発×12リング）
品番 BL-001
パッケージサイズ 120㎜×90㎜×9㎜
パッケージ重量 約15g
ケース入数 576入（24箱×24BOX）

100円(税込110円)

品番 8BL-P
パッケージサイズ 230㎜×140㎜×40㎜
パッケージ重量 約80g
ケース入数 144入（12個×12箱）

400円(税込440円)

品番 MH-300TO　カラー  クリア

？
PAT.P

278mm

64mm

飛距離
約10m

品番　　　　　　　FTU-1
パッケージサイズ　278㎜×100㎜×100㎜
パッケージ重量　　約170g
ケース入数　　　　40入（５本×８箱）

1,500円(税込1,650円)

ハイキャップ

飛び出すビーチアニマル��

ハートをキャッチ��

飛んだくまこさん��

打上げマリモ��

メガホン�����

ハイキャップブレッダー�� ハイキャップブレッダー�� �連発＆ピストルセット��

ピンクとブルーの
イルカ・サメ・ペン
ギン・アザラシのか
わいい海の仲間た
ちが飛び出すよ。
何が出るかは打ち
上げてからのお楽
しみ

�色のかわいいくまさん
何色のくまさんが飛び
出すかは打ち上げてか
らのお楽しみ

かわいいうんちのぬいぐるみがポンと
飛び出す昼間用打上花火
何色が出るかは打ち上げてからの
お楽しみ！
シークレットカラーあり

カラフルコットンボールが��個
その中に一つだけハート柄が♥
見つけた人はいいことあるかも

カラフルコットンボールが��個
イベント・ライブ・ショーなどの演出に！

応援シーンには欠かせないメガホン
色は��色
デコってオリジナルメガホンで応援しよう

最高級プラスチック火薬弾
玩具ピストルなどに使う�連発火薬玉

飛び出すまでのワクワクがたまらない

いろんなカラーで応援

デコもできる

昼間用打上花火昼間用打上花火昼間用打上花火 ハイキャップハイキャップハイキャップ

メガホンメガホンメガホン

デコレーション例デコレーション例

飛び出すうんち��
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PAT.P

278mm

64mm

飛距離
約10～5m

混色

220mm

116mmφ
★商品の色は印刷の都合により
　多少異なって見える場合が
　ありますのでご了承ください。

品番 MH-300WH　カラー  ホワイト 品番 MH-300BL　カラー  ブルー

品番 MH-300RN　カラー  オレンジ 品番 MH-300GR　カラー  グリーン

品番 MH-300RD　カラー  レッド

品番 MH-300PK　カラー  ピンク 品番 MH-300YL　カラー  イエロー

品番 MH-300PR　カラー  パープル品番 MH-300BK　カラー  ブラック

PAT.P

278mm

64mm

飛距離
約10m

品番　　　　　　　FBA-1
パッケージサイズ　278㎜×100㎜×100㎜
パッケージ重量　　約170g
ケース入数　　　　40入（５本×８箱）

1,500円(税込1,650円)
品番　　　　　　　FTK-1
パッケージサイズ　278㎜×100㎜×100㎜
パッケージ重量　　約170g
ケース入数　　　　40入（５本×８箱）

1,500円(税込1,650円)

PAT.P

278mm

64mm

飛距離
約10m

品番　　　　　　　FHC-1
パッケージサイズ　278㎜×100㎜×100㎜
パッケージ重量　　約170g
ケース入数　　　　40入（５本×８箱）

1,500円(税込1,650円)

PAT.P

278mm

64mm

飛距離
約10～5m

品番　　　　　　　FUM-1
パッケージサイズ　278㎜×100㎜×100㎜
パッケージ重量　　約185g
ケース入数　　　　40入（５本×８箱）

1,500円(税込1,650円)

本体サイズ　　　　116φ×220㎜
本体重量　　　　　約75g
ケース入数　　　　100入

400円(税込440円)

※商品によっては、予告なくデザイン・仕様・価格等が変更になる場合があります。ご了承ください。 ※商品によっては、予告なくデザイン・仕様・価格等が変更になる場合があります。ご了承ください。

※商品によっては、予告なくデザイン・仕様・価格等が変更になる場合があります。ご了承ください。

内容量 ヘッダー付（8連発×12リング）
品番 BL-001H
パッケージサイズ 170㎜×110㎜×9㎜
パッケージ重量 約17g
ケース入数 576入（24袋×24入）

100円(税込110円)
内容量 小箱（8連発×12リング）
品番 BL-001
パッケージサイズ 120㎜×90㎜×9㎜
パッケージ重量 約15g
ケース入数 576入（24箱×24BOX）

100円(税込110円)

品番 8BL-P
パッケージサイズ 230㎜×140㎜×40㎜
パッケージ重量 約80g
ケース入数 144入（12個×12箱）

400円(税込440円)

品番 MH-300TO　カラー  クリア

？
PAT.P

278mm

64mm

飛距離
約10m

品番　　　　　　　FTU-1
パッケージサイズ　278㎜×100㎜×100㎜
パッケージ重量　　約170g
ケース入数　　　　40入（５本×８箱）

1,500円(税込1,650円)

ハイキャップ

飛び出すビーチアニマル��

ハートをキャッチ��

飛んだくまこさん��

打上げマリモ��

メガホン�����

ハイキャップブレッダー�� ハイキャップブレッダー�� �連発＆ピストルセット��

ピンクとブルーの
イルカ・サメ・ペン
ギン・アザラシのか
わいい海の仲間た
ちが飛び出すよ。
何が出るかは打ち
上げてからのお楽
しみ

�色のかわいいくまさん
何色のくまさんが飛び
出すかは打ち上げてか
らのお楽しみ

かわいいうんちのぬいぐるみがポンと
飛び出す昼間用打上花火
何色が出るかは打ち上げてからの
お楽しみ！
シークレットカラーあり

カラフルコットンボールが��個
その中に一つだけハート柄が♥
見つけた人はいいことあるかも

カラフルコットンボールが��個
イベント・ライブ・ショーなどの演出に！

応援シーンには欠かせないメガホン
色は��色
デコってオリジナルメガホンで応援しよう

最高級プラスチック火薬弾
玩具ピストルなどに使う�連発火薬玉

飛び出すまでのワクワクがたまらない

いろんなカラーで応援

デコもできる

昼間用打上花火昼間用打上花火昼間用打上花火 ハイキャップハイキャップハイキャップ

メガホンメガホンメガホン

デコレーション例デコレーション例

飛び出すうんち��
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※商品によっては、予告なくデザイン・仕様・価格等
　が変更になる場合があります。ご了承ください。

内容量　　　　　　1箱
品番　　　　　　　FMG-02
パッケージサイズ　150㎜×80㎜×28㎜
パッケージ重量　　約20g
ケース入数　　　　432入（12個×36入）

150円(税込165円)

上級
クラス

内容量　　　　　　1箱
品番　　　　　　　FMG-04
パッケージサイズ　150㎜×80㎜×28㎜
パッケージ重量　　約20g
ケース入数　　　　432入（12個×36入）

150円(税込165円)

上級
クラス

内容量　　　　　　1箱
品番　　　　　　　FMG-08
パッケージサイズ　150㎜×80㎜×28㎜
パッケージ重量　　約20g
ケース入数　　　　432入（12個×36入）

150円(税込165円)

中級
クラス

内容量　　　　　　1箱
品番　　　　　　　FMG-06
パッケージサイズ　150㎜×80㎜×28㎜
パッケージ重量　　約25g
ケース入数　　　　432入（12個×36入）

150円(税込165円)

初級
クラス

内容量　　　　　　1箱
品番　　　　　　　FMG-09
パッケージサイズ　150㎜×80㎜×28㎜
パッケージ重量　　約30g
ケース入数　　　　432入（12個×36入）

150円(税込165円)

初級
クラス

内容量　　　　　　1箱
品番　　　　　　　OMG-01
パッケージサイズ　175㎜×100㎜×30㎜
パッケージ重量　　約50g
ケース入数　　　　64入（8個×8入）

800円(税込880円)

内容量　　　　　　1箱
品番　　　　　　　FMG-03
パッケージサイズ　150㎜×80㎜×28㎜
パッケージ重量　　約25g
ケース入数　　　　432入（12個×36入）

150円(税込165円)

中級
クラス

内容量　　　　　　1箱
品番　　　　　　　FMG-05
パッケージサイズ　150㎜×80㎜×28㎜
パッケージ重量　　約25g
ケース入数　　　　432入（12個×36入）

150円(税込165円)

中級
クラス

内容量　　　　　　1箱
品番　　　　　　　FMG-11
パッケージサイズ　150㎜×80㎜×28㎜
パッケージ重量　　約30g
ケース入数　　　　432入（12個×36入）

150円(税込165円)

上級
クラス

内容量　　　　　　1箱
品番　　　　　　　FMG-10
パッケージサイズ　150㎜×80㎜×28㎜
パッケージ重量　　約30g
ケース入数　　　　432入（12個×36入）

150円(税込165円)

初級
クラス

内容量　　　　　　1箱
品番　　　　　　　OMG-02
パッケージサイズ　175㎜×100㎜×30㎜
パッケージ重量　　約130g
ケース入数　　　　64入（8個×8入）

800円(税込880円)
内容量　　　　　　1箱
品番　　　　　　　OMG-03
パッケージサイズ　175㎜×100㎜×30㎜
パッケージ重量　　約60g
ケース入数　　　　64入（8個×8入）

800円(税込880円)

これさえあれば

あなたもマジシャン！？

ワンダフルマジック
クリスタルボールの脱出��

ワンダフルマジック
ESPカードスペシャル��� ワンダフルマジック

増えるお金��� ワンダフルマジック
透視ダイス��� ワンダフルマジック

コインの瞬間移動���

おもしろマジック
コイン＆お札��� おもしろマジック

トランプ��� おもしろマジック
バラエティ���

ワンダフルマジック
ビックリスプーン�� ワンダフルマジック

復活のお札�� ワンダフルマジック
�本の不思議なロープ��

リーズナブルにマジックを楽しめるワンダフル
マジックシリーズ
これさえあればあなたもマジシャン！？

すぐに遊べる定番のおもしろマジック
がぎゅーっと詰まったセット
マジックショーのはじまり～

浮遊するお札・増えるお金・通り抜けるコイン 定番�種類のトランプマジック スプーン曲げ・缶の空中浮遊・シルクハットの出現

ワンダフルマジック
数字当てカード��ワンダフルマジックワンダフルマジック

おもしろマジックおもしろマジック

マジックマジックマジック

3231



※商品によっては、予告なくデザイン・仕様・価格等
　が変更になる場合があります。ご了承ください。

内容量　　　　　　1箱
品番　　　　　　　FMG-02
パッケージサイズ　150㎜×80㎜×28㎜
パッケージ重量　　約20g
ケース入数　　　　432入（12個×36入）

150円(税込165円)

上級
クラス

内容量　　　　　　1箱
品番　　　　　　　FMG-04
パッケージサイズ　150㎜×80㎜×28㎜
パッケージ重量　　約20g
ケース入数　　　　432入（12個×36入）

150円(税込165円)

上級
クラス

内容量　　　　　　1箱
品番　　　　　　　FMG-08
パッケージサイズ　150㎜×80㎜×28㎜
パッケージ重量　　約20g
ケース入数　　　　432入（12個×36入）

150円(税込165円)

中級
クラス

内容量　　　　　　1箱
品番　　　　　　　FMG-06
パッケージサイズ　150㎜×80㎜×28㎜
パッケージ重量　　約25g
ケース入数　　　　432入（12個×36入）

150円(税込165円)

初級
クラス

内容量　　　　　　1箱
品番　　　　　　　FMG-09
パッケージサイズ　150㎜×80㎜×28㎜
パッケージ重量　　約30g
ケース入数　　　　432入（12個×36入）

150円(税込165円)

初級
クラス

内容量　　　　　　1箱
品番　　　　　　　OMG-01
パッケージサイズ　175㎜×100㎜×30㎜
パッケージ重量　　約50g
ケース入数　　　　64入（8個×8入）

800円(税込880円)

内容量　　　　　　1箱
品番　　　　　　　FMG-03
パッケージサイズ　150㎜×80㎜×28㎜
パッケージ重量　　約25g
ケース入数　　　　432入（12個×36入）

150円(税込165円)

中級
クラス

内容量　　　　　　1箱
品番　　　　　　　FMG-05
パッケージサイズ　150㎜×80㎜×28㎜
パッケージ重量　　約25g
ケース入数　　　　432入（12個×36入）

150円(税込165円)

中級
クラス

内容量　　　　　　1箱
品番　　　　　　　FMG-11
パッケージサイズ　150㎜×80㎜×28㎜
パッケージ重量　　約30g
ケース入数　　　　432入（12個×36入）

150円(税込165円)

上級
クラス

内容量　　　　　　1箱
品番　　　　　　　FMG-10
パッケージサイズ　150㎜×80㎜×28㎜
パッケージ重量　　約30g
ケース入数　　　　432入（12個×36入）

150円(税込165円)

初級
クラス

内容量　　　　　　1箱
品番　　　　　　　OMG-02
パッケージサイズ　175㎜×100㎜×30㎜
パッケージ重量　　約130g
ケース入数　　　　64入（8個×8入）

800円(税込880円)
内容量　　　　　　1箱
品番　　　　　　　OMG-03
パッケージサイズ　175㎜×100㎜×30㎜
パッケージ重量　　約60g
ケース入数　　　　64入（8個×8入）

800円(税込880円)

これさえあれば

あなたもマジシャン！？

ワンダフルマジック
クリスタルボールの脱出��

ワンダフルマジック
ESPカードスペシャル��� ワンダフルマジック

増えるお金��� ワンダフルマジック
透視ダイス��� ワンダフルマジック

コインの瞬間移動���

おもしろマジック
コイン＆お札��� おもしろマジック

トランプ��� おもしろマジック
バラエティ���

ワンダフルマジック
ビックリスプーン�� ワンダフルマジック

復活のお札�� ワンダフルマジック
�本の不思議なロープ��

リーズナブルにマジックを楽しめるワンダフル
マジックシリーズ
これさえあればあなたもマジシャン！？

すぐに遊べる定番のおもしろマジック
がぎゅーっと詰まったセット
マジックショーのはじまり～

浮遊するお札・増えるお金・通り抜けるコイン 定番�種類のトランプマジック スプーン曲げ・缶の空中浮遊・シルクハットの出現

ワンダフルマジック
数字当てカード��ワンダフルマジックワンダフルマジック

おもしろマジックおもしろマジック

マジックマジックマジック

3231



内容量　　　　　　1袋5g/約60本
品番　　　　　　　FMB-4
パッケージサイズ　265㎜×157㎜×10㎜
パッケージ重量　　約10g

600円(税込660円)

特選羽使用
煮沸殺菌済

アルコール消毒済

羽の大きさには個体差が
ありますので、袋により入
数は多少異なります。

内容量 1袋5g/約120本
品番 FG-1
パッケージサイズ 265㎜×157㎜×10㎜
パッケージ重量 約10g

630円(税込693円)
内容量　　　　　　1袋5g/約120本
品番　　　　　　　FG-2
パッケージサイズ　265㎜×157㎜×10㎜
パッケージ重量　　約10g

630円(税込693円)

内容量　　　　　　1袋5g/約120本
品番　　　　　　　FG-7
パッケージサイズ　265㎜×157㎜×10㎜
パッケージ重量　　約10g

630円(税込693円)
内容量　　　　　　1袋5g/約120本
品番　　　　　　　FG-9
パッケージサイズ　265㎜×157㎜×10㎜
パッケージ重量　　約10g

630円(税込693円)

内容量　　　　　　1袋5g/約60本
品番　　　　　　　FMB-1
パッケージサイズ　265㎜×157㎜×10㎜
パッケージ重量　　約10g

630円(税込693円)

内容量　　　　　　1袋5g/約120本
品番　　　　　　　FG-3
パッケージサイズ　265㎜×157㎜×10㎜
パッケージ重量　　約10g

630円(税込693円)

内容量　　　　　　1袋5g/約60本
品番　　　　　　　FMB-3
パッケージサイズ　265㎜×157㎜×10㎜
パッケージ重量　　約10g

630円(税込693円)

※商品によっては、予告なくデザイン・仕様・価格等
　が変更になる場合があります。ご了承ください。

ご注文方法ご注文方法
公式オンラインショップ
購入方法は、オンラインショップにてご確認お願い致します。
URL：http://www.f-fujika.co.jp

FAX
・ご注文内容（商品名・品番・数量）
・お届け先情報（郵便番号・住所・氏名・電話番号）
・支払い方法（代金引換 or 事前振込）をご明記の上FAX（0895-45-1411）にて承ります。
　※送料・代引き手数料が別途必要な場合もございます。

返品について返品について
●商品到着後は、速やかに商品をご確認いただき、不良品・商品違い・破損品等ありましたら
　弊社までご連絡くださいませ。

カタログについての注意点カタログについての注意点
●カタログの表示価格については、すべて本体価格（税込価格）となっております。
　 ※2022年4月現在 税率10％での価格表記となります。

●商品の色は、印刷の為、実際の商品とは多少異なる場合もございます。
●商品によっては、デザイン・仕様・価格等を予告無く変更する場合がありますので、
　予めご了承くださいませ。
●カタログからのイメージカット・掲載商品等の無断転載は堅くお断りします。

商品表示の見方商品表示の見方

内容量　　　　　　1袋2個入
品番　　　　　　　SGT-2-4350
パッケージサイズ　250㎜×135㎜×50㎜
パッケージ重量　　約45g
ケース入数　　　　100入（5袋×20入）

400円(税込440円)

商品画像

商品名

ケース入数
箱入り数

JANコード
出入庫・商品発注の際に
ご活用ください

品　番

使い方いろいろ

�色のカラーバリエー
ションでアイディア次
第で使い方いろいろ
サイズは約�㎝～�㎝
約���本入

フワフワマラボウ
�色ありアイディア次
第で使い方いろいろ
サイズは約�㎝～��㎝
約��本入

グーズ5gグース5g

マラボウ5gマラボウ5g

グース・マラボウグース・マラボウグース・マラボウ カタログガイドカタログガイドカタログガイド

ゴージャス
散らから～ず�個入�

グース 約�g��� グース 約�g���

グース 約�g��� グース 約�g
ライトピンク���

マラボウ 約�g���

マラボウ 約�g
 ライトピンク���

マラボウ 約�g���

グース 約�g
スカイブルー���

※アレンジ例※アレンジ例

白

赤

白 赤

桃

※別途通信料が発生します。
※QRコードの場所は、商品によって
　異なります。

QRコード
携帯端末にて読み込んで
いただくと商品を閲覧い
ただけます

商品サイズ（㎜）

横

縦

奥行き

パッケージ

33 34



内容量　　　　　　1袋5g/約60本
品番　　　　　　　FMB-4
パッケージサイズ　265㎜×157㎜×10㎜
パッケージ重量　　約10g

600円(税込660円)

特選羽使用
煮沸殺菌済

アルコール消毒済

羽の大きさには個体差が
ありますので、袋により入
数は多少異なります。

内容量 1袋5g/約120本
品番 FG-1
パッケージサイズ 265㎜×157㎜×10㎜
パッケージ重量 約10g

630円(税込693円)
内容量　　　　　　1袋5g/約120本
品番　　　　　　　FG-2
パッケージサイズ　265㎜×157㎜×10㎜
パッケージ重量　　約10g

630円(税込693円)

内容量　　　　　　1袋5g/約120本
品番　　　　　　　FG-7
パッケージサイズ　265㎜×157㎜×10㎜
パッケージ重量　　約10g

630円(税込693円)
内容量　　　　　　1袋5g/約120本
品番　　　　　　　FG-9
パッケージサイズ　265㎜×157㎜×10㎜
パッケージ重量　　約10g

630円(税込693円)

内容量　　　　　　1袋5g/約60本
品番　　　　　　　FMB-1
パッケージサイズ　265㎜×157㎜×10㎜
パッケージ重量　　約10g

630円(税込693円)

内容量　　　　　　1袋5g/約120本
品番　　　　　　　FG-3
パッケージサイズ　265㎜×157㎜×10㎜
パッケージ重量　　約10g

630円(税込693円)

内容量　　　　　　1袋5g/約60本
品番　　　　　　　FMB-3
パッケージサイズ　265㎜×157㎜×10㎜
パッケージ重量　　約10g

630円(税込693円)

※商品によっては、予告なくデザイン・仕様・価格等
　が変更になる場合があります。ご了承ください。

ご注文方法ご注文方法
公式オンラインショップ
購入方法は、オンラインショップにてご確認お願い致します。
URL：http://www.f-fujika.co.jp

FAX
・ご注文内容（商品名・品番・数量）
・お届け先情報（郵便番号・住所・氏名・電話番号）
・支払い方法（代金引換 or 事前振込）をご明記の上FAX（0895-45-1411）にて承ります。
　※送料・代引き手数料が別途必要な場合もございます。

返品について返品について
●商品到着後は、速やかに商品をご確認いただき、不良品・商品違い・破損品等ありましたら
　弊社までご連絡くださいませ。

カタログについての注意点カタログについての注意点
●カタログの表示価格については、すべて本体価格（税込価格）となっております。
　 ※2022年4月現在 税率10％での価格表記となります。

●商品の色は、印刷の為、実際の商品とは多少異なる場合もございます。
●商品によっては、デザイン・仕様・価格等を予告無く変更する場合がありますので、
　予めご了承くださいませ。
●カタログからのイメージカット・掲載商品等の無断転載は堅くお断りします。

商品表示の見方商品表示の見方

内容量　　　　　　1袋2個入
品番　　　　　　　SGT-2-4350
パッケージサイズ　250㎜×135㎜×50㎜
パッケージ重量　　約45g
ケース入数　　　　100入（5袋×20入）

400円(税込440円)

商品画像

商品名

ケース入数
箱入り数

JANコード
出入庫・商品発注の際に
ご活用ください

品　番

使い方いろいろ

�色のカラーバリエー
ションでアイディア次
第で使い方いろいろ
サイズは約�㎝～�㎝
約���本入

フワフワマラボウ
�色ありアイディア次
第で使い方いろいろ
サイズは約�㎝～��㎝
約��本入

グーズ5gグース5g

マラボウ5gマラボウ5g

グース・マラボウグース・マラボウグース・マラボウ カタログガイドカタログガイドカタログガイド

ゴージャス
散らから～ず�個入�

グース 約�g��� グース 約�g���

グース 約�g��� グース 約�g
ライトピンク���

マラボウ 約�g���

マラボウ 約�g
 ライトピンク���

マラボウ 約�g���

グース 約�g
スカイブルー���

※アレンジ例※アレンジ例

白

赤

白 赤

桃

※別途通信料が発生します。
※QRコードの場所は、商品によって
　異なります。

QRコード
携帯端末にて読み込んで
いただくと商品を閲覧い
ただけます

商品サイズ（㎜）

横

縦

奥行き

パッケージ

33 34






