イベント・パーティー・販促に！

オリジナル
カタログ VOL. 2

キュンガールズ
参考出品

＜セット内容＞ジャンパースカート
ジャケット・ブラウス・ベルト
＜サイズ＞ジャンパースカート：着丈 93cm
バスト 94cm ウエスト 74cm 肩幅 37cm
上着 : 着丈 37cm バスト 96cm 肩幅 39cm
ブラウス : 着丈 53cm バスト 98cm
＜材質＞ポリエステル
＜PKG＞330 270 30

制服アイドル

品番 : 6161
JAN : 4560272336161

夏のフリーガールズ

¥3,000＋税

＜セット内容＞セーラー服・スカート
＜サイズ＞上着：着丈 45cm・バスト 93cm
スカート：ウエスト 63cm 〜 102cm
＜セット内容＞本体のみ ( ワンピースタイプ )
＜材質＞ポリエステル
＜サイズ＞着丈 88cm・バスト 93cm
＜PKG＞330 270 30
ウエスト 76cm ・肩幅 37cm
＜材質＞ポリエステル
＜PKG＞330 270 30

参考出品

ひらがなガールズ

品番 : 6239
JAN : 4560272336239

¥3,000＋税 ( 予価 )

＜セット内容＞制服 ( ワンピースタイプ )
ベルト
＜サイズ＞着丈 87cm・バスト 96cm
ウエスト 78cm ・肩幅 37cm
＜材質＞ポリエステル
＜PKG＞330 270 30

アイドルスーツ
ゴールド

品番 : 6253
JAN : 4560272336253

¥3,800＋税 ( 予価 )

＜セット内容＞
上着・ベスト・簡易シャツ
ネクタイ・チーフ・ズボン
＜サイズ＞上着：着丈 93cm
バスト 110cm
ベスト : 着丈 56cm
バスト 105cm
簡易シャツ : 着丈 53cm
ズボン：総丈 104cm
ウエスト 68cm 〜 90cm
＜材質＞ポリエステル
＜PKG＞370 270 50

アイドルスーツ
シルバー

品番 : 6260
JAN : 4560272336260

¥3,800＋税 ( 予価 )

制服ガールズ

サイレントガールズ

¥3,000＋税

¥3,000＋税
< セット内容 > 制服 ( ワンピースタイプ）

品番 : 5959
JAN : 4560272335959
＜セット内容＞制服 ( ワンピースタイプ )
＜サイズ＞着丈 87cm・バスト 92cm
ウエスト 76cm ・肩幅 36cm
＜材質＞ポリエステル
＜PKG＞330 270 30

品番 : 6116
JAN : 4560272336116

＜サイズ＞着丈 87cm・バスト 95cm
ウエスト 76cm
＜材質＞ポリエステル
＜PKG＞330 270 30

＜セット内容＞
上着・ベスト・簡易シャツ
蝶ネクタイ・チーフ・ズボン
＜サイズ＞上着：着丈 62cm
バスト 108cm
ベスト : 着丈 56cm
バスト 105cm
簡易シャツ : 着丈 53cm
ズボン：総丈 104cm
ウエスト 68cm 〜 90cm
＜材質＞ポリエステル
＜PKG＞370 270 50

女子学ラン

品番 : 6338
JAN : 4560272336338

¥3,500＋税（予価）

＜セット内容＞学ラン・ズボン
＜サイズ＞上着：着丈 57cm・バスト 102cm・肩幅 42cm
ズボン：総丈 100cm・ウエスト 66cm 〜 90cm
＜材質＞ポリエステル
＜PKG＞330 270 50

品川スクールガールズ

品番 : 6352
JAN : 4560272336352

女子長ラン

品番 : 6345
JAN : 4560272336345

女子学ランスカート

¥3,000＋税（予価）

品番 : 6321
JAN : 4560272336321

＜セット内容＞長ラン ( ワンピースタイプ )
＜サイズ＞着丈 87cm・バスト 104cm・肩幅 41cm
＜材質＞ポリエステル
＜PKG＞330 270 30

¥2,800＋税（予価）

＜セット内容＞学ラン・スカート
＜サイズ＞上着：着丈 35cm・バスト 99cm・肩幅 41cm
スカート：総丈 43cm・ウエスト 66cm 〜 76cm
＜材質＞ポリエステル
＜PKG＞330 270 30

¥3,600＋税（予価）

＜セット内容＞上着・簡易シャツ・リボン
スカート
＜サイズ＞上着：着丈 60cm・バスト 100cm
肩幅 41cm スカート：総丈 43cm
ウエスト 65cm 〜 100cm
＜材質＞ポリエステル
＜PKG＞330 270 30

ブルマ ピンク
参考出品

ブルマ 赤

参考出品

ブルマ 紺
参考出品

清楚ロングセーラー服

品番 : 6277
JAN : 4560272336277

¥3,000＋税 ( 予価 )

＜セット内容＞セーラー服・スカート
＜サイズ＞上着：着丈 43cm・バスト 94cm・肩幅 38cm
スカート：総丈 82cm・ウエスト 64cm 〜 88cm
＜材質＞ポリエステル
＜PKG＞350 340 50

スケ番！ロングセーラー( 夏服)

品番 : 6284
JAN : 4560272336284

¥3,200＋税 ( 予価 )

＜セット内容＞セーラー服・スカート
＜サイズ＞上着：着丈 44cm・バスト 96cm・肩幅 41cm
スカート：総丈 82cm・ウエスト 66cm 〜 90cm
＜材質＞ポリエステル
＜PKG＞350 340 50

＜ブルマ共通＞

¥1,200＋税 ( 予価 )

＜サイズ＞
M サイズ : ウエスト 58〜80cm ヒップ 93cm
L サイズ : ウエスト 60〜85cm ヒップ 98cm
3L サイズ : ウエスト 67〜90cm ヒップ 108cm
＜材質＞ポリエステル
＜PKG＞200 270 30

※Sサイズ・LLサイズも追加予定！

オリジナルカタログ VOL. 2
ドラキュラケープ

品番 : 5805
JAN : 4560272335805
¥1,800＋税

＜サイズ＞着丈75cm
＜材質＞ポリエステル
＜PKG＞330 270 20

キッズドラキュラケープ
レッド ブラック

品番 : 6376
JAN : 4560272336376

サーバルちゃん

ドラキュラマント

¥3,000＋税

¥2,000＋税

品番 : 5911
JAN : 4560272335911

＜セット内容＞
カチューシャ・チョーカー
・しっぽ付きスカート
※ウィッグ、上着、ニーハイは
付属致しません
＜サイズ＞
チョーカー：38cm 〜 42cm
スカート：総丈 48cm
ウエスト 63cm 〜 95cm
しっぽ：42cm
＜材質＞ポリエステル
＜PKG＞230 270 85

品番 : 5799
JAN : 4560272335799

アシンメトリーツートンカラー

品番 : 5928
JAN : 4560272335928

¥2,000＋税

＜サイズ＞頭囲 53cm まで
＜材質＞ポリエステル
＜PKG＞250 270 30

キッズドラキュラケープ
オレンジ パープル

参考出品

品番 : 6604
JAN : 4560272336604

＜サイズ＞着丈76cm
ウエスト 75cm〜95cm
＜材質＞ポリエステル
＜PKG＞300 270 40

¥1,800＋税

＜サイズ＞着丈64cm・襟周り 35cm 〜 40cm
＜材質＞ポリエステル
＜PKG＞300 270 20

サンタレディース
ワンピース

品番 : 6413
JAN : 4560272336413

¥2,200＋税

＜セット内容＞上着・スカート
＜サイズ＞上着：着丈30cm・バスト 96cm
スカート：総丈44cm・ウエスト 64〜80cm
＜材質＞ポリエステル
＜PKG＞330 270 40

＜サイズ＞着丈64cm
襟周り 35cm 〜 40cm
＜材質＞ポリエステル
＜PKG＞300 270 20

＜サイズ＞着丈 124cm
＜材質＞ポリエステル
＜PKG＞330 270 20

サンタエプロン

サンタレディース ツーピース

¥1,800＋税

品番 : 6390
JAN : 4560272336390

¥2,200＋税

＜セット内容＞ワンピース・ベルト
＜サイズ＞ワンピース : 着丈82cm
バスト 118cm・肩幅 45cm ・ベルト :104cm
＜材質＞ポリエステル
＜PKG＞330 270 30

メンズ サンタ

品番 : 6406
JAN : 4560272336406

¥2,300＋税

＜セット内容＞サンタコスチューム・ベルト
＜サイズ＞サンタコスチューム : 着丈 96cm
バスト 140cm・肩幅 51cm・ベルト :125cm
＜材質＞ポリエステル
＜PKG＞350 340 70

キッズケープ ゴールドスター

品番 : 6420
JAN : 4560272336420

¥1,500＋税

＜サイズ＞着丈64cm・襟周り 35cm 〜 40cm
＜材質＞ポリエステル
＜PKG＞300 270 20

ゾンビドクターマスク

品番 : 5829
JAN : 4560272335829
¥2,000＋税

＜サイズ＞頭囲 60cm まで
＜材質＞PVC
＜PKG＞250 270 40

ハンターエージェント

ゆずらない衣装

¥3,800＋税

¥3,500＋税

品番 : 6437
JAN : 4560272336437

＜セット内容＞上着•ネクタイ•簡易シャツ•ズボン
＜サイズ＞上着 : 着丈 71cm・バスト 108cm
肩幅 44cm ズボン：総丈104cm
ウエスト 68cm 〜 95cm
＜材質＞ポリエステル
＜PKG＞370 270 30

U.S.A. ジャケット

品番 : 6048
JAN : 4560272336048

品番 : 6123
JAN : 4560272336123

＜セット内容＞上着・ズボン
＜サイズ＞上着 : 着丈 72cm・バスト110cm・ウエスト96cm
ズボン：総丈 101cm・ウエスト 65cm 〜 93cm
＜材質＞ポリエステル
＜PKG＞300 270 35

＜セット内容＞ジャケットのみ
＜サイズ＞着丈68cm バスト 110cm
肩幅 43cm 袖丈 60cm
＜材質＞ポリエステル
＜PKG＞360 270 30

¥2,980＋税

みんな
集まれ〜
漫談ジャケット

※サングラスは付属致しません

品番 : 6031
JAN : 4560272336031

¥2,200＋税

＜サイズ＞着丈 113cm バスト 112cm
＜材質＞ポリエステル
＜PKG＞380 270 50

※扇子・マイクは付属致しません

ちゃっかりうたのおねえさん

品番 : 6000
JAN : 4560272336000
¥3,000＋税

＜セット内容＞ワンピース・ブラウス
＜サイズ＞ワンピース : 着丈86cm
バスト 96cm・ウエスト 87cm
ブラウス : 着丈 55cm ・バスト 102cm
＜材質＞ポリエステル
＜PKG＞330 270 35

ひょっこりさん

（ウィッグ・メガネ付き フルセット仕様）
品番 : 5997
JAN : 4560272335997
¥4,500＋税

＜セット内容＞タンクトップ・
レギンス・ウィッグ・メガネ
＜サイズ＞
タンクトップ 着丈：58cm
バスト：94cm
レギンス ウエスト：66cm 〜
93cm（ゴム使用）
＜材質＞ポリエステル
メガネ：ポリカーボネート
＜PKG＞300 270 70

罰ゲームタイツ

品番 : 6017
JAN : 4560272336017
¥3,000＋税

＜サイズ＞身長：対応身長 180cm まで
着丈 143cm・バスト 94cm・ウエスト 84cm
※後ろファスナー仕様
＜材質＞ポリエステル
＜PKG＞300 270 30

コンシェルジュ レディース
品番 : 5867
JAN : 4560272335867

ひょっこりさん

¥3,200＋税

(タンクトップ・ズボン 2点セット)
品番 : 5942
JAN : 4560272335942

＜セット内容＞ベスト・蝶ネクタイ付きシャツ・スカート
＜サイズ＞上着：着丈 52cm・バスト 93cm・肩幅 36cm
スカート：総丈 45cm・ウエスト 67cm 〜 82cm
＜材質＞ポリエステル
＜PKG＞300 270 15

¥2,500＋税

＜セット内容＞
タンクトップ・レギンス
＜サイズ＞
タンクトップ 着丈：58cm
バスト：94cm
レギンス ウエスト：66cm 〜 93cm
（ゴム使用）
＜材質＞ポリエステル
＜PKG＞300 270 30

還暦セット

品番 : 5966
JAN : 4560272335966

¥2,500＋税

＜セット内容＞頭巾・ちゃんちゃんこ
＜サイズ＞ちゃんちゃんこ着丈 72cm
肩幅 57cm 頭巾 : 頭囲 58cm まで
＜材質＞ポリエステル
＜PKG＞420 340 80
※扇子は付属致しません

アンクルサム

コンシェルジュ メンズ

¥3,000＋税

¥3,500＋税

品番 : 6024
JAN : 4560272336024

＜セット内容＞上着・リボン・ズボン
＜サイズ＞上着：着丈 61cm・バスト 108cm
ウエスト 95cm
ズボン：総丈 101cm・ウエスト 70cm〜100cm
＜材質＞ポリエステル
＜PKG＞370 270 40
※ヒゲ、帽子は付属致しません

品番 : 5850
JAN : 4560272335850

＜セット内容＞ベスト・
蝶ネクタイ付きシャツ・ズボン
＜サイズ＞上着：着丈 64cm・バスト 116cm
肩幅 46cm ズボン：総丈 100cm
ウエスト 65cm 〜 100cm
＜材質＞ポリエステル
＜PKG＞300 270 15

オリジナルカタログ VOL. 2

moji moji全身タイツ
参考出品

＜サイズ＞身長：対応身長 180cm まで
着丈 143cm・バスト 94cm・ウエスト 92cm
※前ファスナー仕様
＜材質＞ポリエステル
＜PKG＞300 270 30

僕はお坊さん

ミラクル科学警備隊

品番 : 6086
JAN : 4560272336086

品番 : 6185
JAN : 4560272336185

＜セット内容＞着物・袈裟
＜サイズ＞着物：着丈140cm
袈裟 : 丈 55cm
＜材質＞ポリエステル
＜PKG＞330 270 40

＜セット内容＞上着、スカート
＜サイズ＞上着 : 着丈 51cm・肩幅 37cm
スカート : 総丈 54cm・ウエスト 64cm〜82cm
＜材質＞ポリエステル
＜PKG＞360 270 25

¥3,000＋税（予価）

¥3,500＋税

＜セット内容＞上着・ズボン
ネクタイ・ベルト
＜サイズ＞上着：着丈 63cm
バスト 106cm・袖丈 60cm
ズボン：丈 98cm
ウエスト 68cm 〜 102cm
＜材質＞ポリエステル
＜PKG＞350 270 40

リフレッシュスーツ

品番 : 6444
JAN : 4560272336444

¥3,500＋税

バースデーハット

品番 : 6451
JAN : 4560272336451
¥1,800＋税（予価）

＜サイズ＞頭囲 62cm・高さ 63cm
＜材質＞ポリエステル

B I RT H D
AY
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ちぇるちぇるウィッグ

品番 : 5812
JAN : 4560272335812
¥2,000＋税

＜サイズ＞頭囲：60cm まで
＜材質＞ポリエステル
＜PKG＞250 270 50

応援フェイスシール
POP 柄

品番 : 6222
JAN : 4560272336222

¥450＋税

＜サイズ＞剥離紙 :8cm 10cm
＜材質＞ポリオレフィンフィルム
＜PKG＞140 90 1

イベント盛り上げスーツセット
レディース

品番 : 6093
JAN : 4560272336093

日の丸アフロ

品番 : 6468
JAN : 4560272336468

¥980＋税

＜サイズ＞頭囲 56cm
＜材質＞ポリエステル
＜PKG＞200 270 60

¥2,800＋税

＜セット内容＞
上着・スカート
＜サイズ＞上着：着丈 55cm
バスト 100cm・袖丈 55cm
スカート：総丈 43cm
ウエスト 62cm 〜 88cm
＜材質＞ポリエステル
＜PKG＞370 270 30

令和ハチマキ

品番 : 6192
JAN : 4560272336192

¥380＋税

＜サイズ＞88 33.5cm
（若干の誤差が生じる場合があります）
＜材質＞綿
＜PKG＞100 220 10

応援フェイスシール
国旗柄

品番 : 6215
JAN : 4560272336215
¥450＋税

＜サイズ＞剥離紙 :8cm 10cm
＜材質＞ポリオレフィンフィルム
＜PKG＞140 90 1

イベント盛り上げスーツセット
メンズ
品番 : 6109
JAN : 4560272336109

¥2,800＋税

＜セット内容＞
上着・ズボン
＜サイズ＞上着：着丈 66cm
バスト 110cm・袖丈 61cm
ズボン：総丈 102cm
ウエスト 70cm 〜 93cm
＜材質＞ポリエステル
＜PKG＞370 270 30

日本国旗

品番 : 6208
JAN : 4560272336208

¥980＋税

＜セット内容＞国旗・ポール
玉付き ( 黄色 )
＜サイズ＞国旗 : 34cm 48cm
ポール : 全長 60cm
＜材質＞綿
＜PKG＞600 70 10

デスマッチのカリスマ ファイヤーマン

エメラルドロングパンツ

品番 : 5898
JAN : 4560272335898

品番 : 5874
JAN : 4560272335874

¥2,800＋税

¥3,000＋税

＜セット内容＞傷パッチ・タンクトップ・パンツ
＜サイズ＞タンクトップ：着丈 65cm・バスト 93cm
パンツ：ウエスト 65 〜 100cm 傷パッチ：5cm 5cm
＜材質＞ポリエステル
※ブーツは付属
＜PKG＞200 270 15
しておりません

＜セット内容＞
エメラルドロングパンツ・サポーター
＜サイズ＞パンツ：総丈 100cm
ウエスト 72cm 〜 90cm
サポーター 14cm 27cm
＜材質＞ポリエステル
＜PKG＞

260 270 20
※ブーツは付属
しておりません

格闘技レガース

品番 : 6499
JAN : 4560272336499
¥1,800＋税（予価）

＜サイズ＞サイズ：スネ部分 36cm
甲部分 17cm・足底サイズ 26cm 〜30cm
＜材質＞ポリエステル・
ビニールレザー・ウレタン
＜PKG＞380 340 80

悪の総帥 ブラックバタフライ

品番 : 6475
JAN : 4560272336475
¥2,500＋税（予価）

＜セット内容＞タイツ
＜サイズ＞タイツ：総丈 103cm
ウエスト 64cm 〜 95cm
＜材質＞ポリエステル
＜PKG＞260 270 20

※別売りの格闘技レガース使用

ファイティンググローブ
品番 : 5973
JAN : 4560272335973

格闘技ガウン

¥1,500＋税

品番 : 6482
JAN : 4560272336482

＜サイズ＞縦 25cmｘ横 15cm
＜材質＞ポリエステル・
ビニールレザー・ウレタン
＜PKG＞300 270 70

¥3,500＋税（予価）

＜サイズ＞着丈 127cm
バスト 150cm
＜材質＞ポリエステル
＜PKG＞360 340 30

※別売りの格闘技レガース使用

ハッスルカンフー

品番 : 6079
JAN : 4560272336079
¥3,000＋税

＜セット内容＞上着・ズボン
＜サイズ＞上着 : 着丈 68cm・バスト 108cm
ズボン：総丈100cm・ウエスト 67cm
＜材質＞ポリエステル
＜PKG＞320 270 55

鬼軍曹 デンジャラス K

品番 : 6505
JAN : 4560272336505

¥2,500＋税（予価）

＜セット内容＞タイツ
＜サイズ＞タイツ：丈 103cm
ウエスト 68cm 〜 95cm
＜材質＞ポリエステル
＜PKG＞260 270 20

プロレスブーツ

品番 : 5980
JAN : 4560272335980

¥1,500＋税

＜サイズ＞丈 40cm
足底サイズ 25cm 〜 29cm
＜材質＞ポリエステル・
ビニールレザー
＜PKG＞450 340 50

ストリートファイター
波動の拳
品番 : 6055
JAN : 4560272336055

¥3,000＋税

＜セット内容＞
上着・ズボン・帯・グローブ
＜サイズ＞上着：着丈 73cm・袖丈 42cm
ズボン：総丈 91cm
ウエスト 64cm 〜 93cm
＜材質＞ポリエステル
＜PKG＞320 270 60

※別売りの格闘技レガース使用

ストリートファイター
昇りの竜

品番 : 6062
JAN : 4560272336062

¥3,000＋税

＜セット内容＞
上着・ズボン・帯・ハチマキ・グローブ
＜サイズ＞上着：着丈 73cm・袖丈 42cm
ズボン：総丈 91cm：ウエスト 64cm 〜 93cm
＜材質＞ポリエステル
＜PKG＞330 270 55

爆殺王パンツ

品番 : 5881
JAN : 4560272335881

¥3,000＋税

＜セット内容＞
ロングパンツ・ハチマキ
＜サイズ＞パンツ：総丈 105cm
ウエスト 66cm 〜 100cm
ハチマキ 全長 2m
＜材質＞ポリエステル
＜PKG＞250 270 30

オリジナルカタログ VOL. 2
金運キャップ

品番 : 6512
JAN : 4560272336512
¥1,800＋税

＜サイズ＞頭囲 : 約 58cm
＜材質＞ポリエステル

¥2,800＋税

＜セット内容＞ワンピース
チョーカー・うさ耳カチューシャ
＜サイズ＞
ワンピース：着丈52cm
バスト 75cm〜88cm
ウエスト72cm〜80cm
＜材質＞ポリエステル
＜PKG＞330 270 50

オープンプライス

！
もあるよ
シルバー

ゴールドバニー

品番 : 5935
JAN : 4560272335935
＜サイズ＞
圧縮本体サイズ φ60 8mm
タオルサイズ 約 270 270mm
＜材質＞コットン・アルミニウム
＜PKG＞80 70 8

立体感アリ！

品番 : 6543
JAN : 4560272336543

ビットコインタオル

バブリーギャル ゴールド
バブリーギャル シルバー

参考出品

＜セット内容＞上着・スカート
＜サイズ＞上着：着丈60cm
バスト 96cm スカート：総丈41cm
ウエスト 64cm 〜 88cm
＜材質＞ポリエステル
＜PKG＞350 270 50

ゴールドジャケット

品番 : 6178
JAN : 4560272336178
¥3,000＋税

＜サイズ＞着丈70cm
バスト 108cm・肩幅 42cm
袖丈 60cm
＜材質＞ポリエステル
＜PKG＞360 270 30

ゴールドマント

BIG なゴールドプレゼント袋

品番 : 6550
JAN : 4560272336550

品番 : 5836
JAN : 4560272335836

＜サイズ＞着丈 129cm・肩幅 50cm
＜材質＞ポリエステル
＜PKG＞350 340 50

＜サイズ＞120cm 90cm
＜材質＞ポリエステル
＜PKG＞300 270 10

¥3,000＋税（予価）

¥1,500＋税

オリジナルカタログ VOL. 2

着ぐるみ

④イヌ

③クマ

②バニー

①パンダ
⑤サル

⑥ライオン

⑦ロボット君

⑧アソボー

手セット
￥3,500＋税

※写真は
クマ用

足セット
￥4,500＋税

※

着ぐるみ用
半ズボン＆ベレー帽セット

着ぐるみ用
ベスト＆蝶ネクタイセット

品番 : 6574
JAN : 4560272336574

品番 : 6567
JAN : 4560272336567

¥2,000＋税 ( 予価 )

¥2,000＋税 ( 予価 )

＜セット内容＞ベスト・蝶ネクタイ
＜サイズ＞ベスト : 着丈 46cm
バスト 130cm・蝶ネクタイ : 首回り 74cm
＜材質＞ポリエステル
＜PKG＞300 270 20

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

品番

5010
5027
5034
5041
5058
5188
5072
5249

品

名

着ぐるみ パンダ
着ぐるみ バニー
着ぐるみ クマ
着ぐるみ イヌ
着ぐるみ サル
着ぐるみ ライオン
着ぐるみ ロボット君
着ぐるみロボット アソボー

上

＜セット内容＞半ズボン・ベレー帽
＜サイズ＞ズボン : 総丈 47cm
ウエスト 114cm 〜 140cm
帽子 : 直径 21cm
＜材質＞ポリエステル
＜PKG＞300 270 80

代

JANコード

￥38, 000 (+税） 4560272335010
￥38, 000 (+税） 4560272335027
￥38, 000 (+税） 4560272335034
￥38, 000 (+税） 4560272335041
￥38, 000 (+税） 4560272335058
￥38, 000 (+税） 4560272335188
￥45, 000 (+税） 4560272335072
￥45, 000 (+税） 4560272335249

着ぐるみ用 鬼パンツ
品番 : 6581
JAN : 4560272336581

¥2,000＋税 ( 予価 )

＜サイズ＞ズボン : 総丈 52cm
ウエスト 90cm 〜 118cm
＜材質＞ポリエステル
＜PKG＞350 270 30

材

質

ポリエステル・塩ビ・ウレタン・ビニールレザー・コットン・運動靴使用
ポリエステル・塩ビ・ウレタン・ビニールレザー・コットン・運動靴使用
ポリエステル・塩ビ・ウレタン・ビニールレザー・コットン・運動靴使用
ポリエステル・塩ビ・ウレタン・ビニールレザー・コットン・運動靴使用
ポリエステル・塩ビ・ウレタン・ビニールレザー・コットン・運動靴使用
ポリエステル・塩ビ・ウレタン・ビニールレザー・コットン・運動靴使用
ビニールレザー・ウレタン使用
ビニールレザー・ウレタン・PVC・フィルム使用

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

品

※ロボット君・アソボーは除く
パッケージサイズ
洗
濯

名

W640×D410×H515
W655×D470×H500
W640×D410×H515
W640×D410×H515
W640×D410×H515
W640×D410×H515

着ぐるみ パンダ
着ぐるみ バニー
着ぐるみ クマ
着ぐるみ イヌ
着ぐるみ サル
着ぐるみ ライオン
着ぐるみ ロボット君

⑧ 着ぐるみロボット アソボー

W730×D560×H320
W730×D560×H320
W730×D500×H380
W810×D500×H310

手洗いのみ可
手洗いのみ可
手洗いのみ可
手洗いのみ可
手洗いのみ可
手洗いのみ可
不可

●
●
●
●
●
●

不可

※上記●印の ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ の洗濯について：頭部は洗濯不可です。
頭部以外は手洗いのみOK。但し、30℃以下の水道水で洗濯して下さい。
※⑦と⑧のカートンは各2カートンになります。

セット内容

頭・本体・手袋・靴
頭・本体・手袋・靴
頭・本体・手袋・靴・Tシャツ
頭・本体・手袋・靴
頭・本体・手袋・靴
頭・本体・手袋・靴
頭・本体・腕・脚
頭・本体・腕・手袋・脚・ランドセル

サイズ

身長:180cmまで・バスト138cm・ウエスト138cm・靴サイズ27cm
身長:180cmまで・バスト138cm・ウエスト138cm・靴サイズ27cm
身長:180cmまで・バスト138cm・ウエスト138cm・靴サイズ27cm
身長:180cmまで・バスト138cm・ウエスト138cm・靴サイズ27cm
身長:180cmまで・バスト138cm・ウエスト138cm・靴サイズ27cm
身長:180cmまで・バスト138cm・ウエスト138cm・靴サイズ27cm
身長:180cmまで・バスト178cm・ウエスト178cm
身長:180cmまで・バスト128cm・ウエスト128cm

MADE IN CHINA

