
商品名 商品名 商品名 商品名

JAN ｺｰﾄﾞ JAN ｺｰﾄﾞ JAN ｺｰﾄﾞ JAN ｺｰﾄﾞ

内容量 入    数 内容量 入    数 内容量 入    数 内容量 入    数

参考売価 賞味期限 参考売価 賞味期限 参考売価 賞味期限 参考売価 賞味期限

GTIN GTIN GTIN GTIN

ピースサイズ 210 × 65 × 65 ピースサイズ 103 × 140 × 14 ピースサイズ 47 × 76 × 103 ピースサイズ 146 × 60 × 67
ボールサイズ 221 × 238 × 145 ボールサイズ 116 × 170 × 110 ボールサイズ 210 × 165 × 160 ボールサイズ 250 × 150 × 130
ケースサイズ 457 × 495 × 456 ケースサイズ 252 × 528 × 238 ケースサイズ 450 × 480 × 360 ケースサイズ 510 × 480 × 260
ピース重量 50g ボール重量 709g ケース重量 9392g ピース重量 34g ボール重量 446g ケース重量 5776g ピース重量 68ｇ ボール重量 ７６０ｇ ケース重量 9880ｇ ピース重量 44g ボール重量 423g ケース重量 5640g

備考 備考 備考 備考

商品名 商品名 商品名 商品名

JAN ｺｰﾄﾞ JAN ｺｰﾄﾞ JAN ｺｰﾄﾞ JAN ｺｰﾄﾞ

内容量 入    数 内容量 入    数 内容量 入    数 内容量 入    数

参考売価 賞味期限 参考売価 賞味期限 参考売価 賞味期限 参考売価 賞味期限

GTIN GTIN GTIN GTIN

ピースサイズ 100 × 55 × 17 ピースサイズ 50 × 50 × 125 ピースサイズ 245 × 50 × 20 ピースサイズ 210 × 120 × 50
ボールサイズ 285 × 197 × 71 ボールサイズ 190 × 123 × 112 ボールサイズ 80 × 110 × 228 ボールサイズ 293 × 173 × 121
ケースサイズ 595 × 405 × 233 ケースサイズ 395 × 268 × 370 ケースサイズ 238 × 493 × 240 ケースサイズ 590 × 330 × 455
ピース重量 45g ボール重量 625g ケース重量 7430g ピース重量 40g ボール重量 455g ケース重量 6460g ピース重量 53ｇ ボール重量 321ｇ ケース重量 4224ｇ ピース重量 60g ボール重量 855g ケース重量 11060g

備考 備考 備考 備考

 

※弊社商品は玩具、菓子ともに国産です。
・写真はイメージです。実際の商品とは色、アソート内容など 埼玉県三郷市新和４－２７６
　異なる場合がございます。予めご了承お願いします。 ＴＥＬ：０４８-９４９-０２７７　      

ＦＡＸ：０４８-９４９-０２３５　      

　参考売価は税抜価格です。 ※ハローキティは㈱サンリオの登録商標です。

株式会社ウィード

商品コメント

ポップでかわいいデザインのけ
ん玉。ハローキティとポムポム
プリンのアソートです。

 ＤＰ付  ＤＰ付 ＤＰ付　　デザイン変更

14560338210029 14560338210135 14560338210302 14560338210517

サンリオキャラクターのたてぶ
え型玩具菓子。吹くとメロディを
奏でられます。全3種。

商品コメント
本格的な音が楽しめるハローキティ,ポ
ムポムプリン、ケロッピの顔型カスタ
ネット。カラフルなミニガム入り。

商品コメント

ジュエルペットの可愛いトラン
ペット型の笛です。中にラムネ
が入っています。

商品コメント

365日 ¥200 365日

ガム5ｇ 12×12 ラムネ3g 10×12 ラムネ2g 12×12

¥120 表示なし ¥180 365 ¥120

4560338210022 4560338210138 4560338210305 4560338210510

ラムネ3ｇ 12×12

 ＤＰ付  ＤＰ付

サンリオ
にぎやかカスタネット

ジュエルトランペット かわいいタテブエ
サンリオ

みんなのけんだまあそび

14560338210180 14560338210043 14560338210173 14560338210159

商品コメント

振ればマラカス、吹けばたてぶえ
になります。キティ、ぼんぼんりぼ
ん、しんかんせんの全3種。

商品コメント

本格的なメロディが演奏できる3色
の清涼菓子入り。キティ、ぼんぼん
りぼん、しんかんせんの全3種。

商品コメント

４つのブロックを自動車にはめて
パズル遊びが出来る知育玩具菓
子です。ＫＴ、ＪＰ、ＳＳの全3種。

商品コメント

赤と白のレバーを弾いて玉入
れ合戦が出来ます。ｷﾃｨ、しん
かんせんの２種。

ラムネ3g 8×12

¥120 365日 ¥120 365日 ¥150 365日 ¥150 365日

ラムネ2g 12×12 ミンツ5g 12×12 ラムネ2g 12×12

サンリオマラカスふえ
たのしいよこぶえ

（サンリオ）
サンリオパズルじどうしゃ 玉入れあそび（サンリオ）

4560338210183 4560338210046 4560338210176 4560338210152



商品名 商品名 商品名 商品名

JAN ｺｰﾄﾞ JAN ｺｰﾄﾞ JAN ｺｰﾄﾞ JAN ｺｰﾄﾞ

内容量 入    数 内容量 入    数 内容量 入    数 内容量 入    数

参考売価 賞味期限 参考売価 賞味期限 参考売価 賞味期限 参考売価 賞味期限

GTIN GTIN GTIN GTIN

ピースサイズ 135 × 100 × 40 ピースサイズ 138 × 44 × 44 ピースサイズ 138 × 50 × 63 ピースサイズ 195 × 170 × 25
ボールサイズ 195 × 185 × 85 ボールサイズ 185 × 95 × 148 ボールサイズ 260 × 110 × 130 ボールサイズ 250 × 176 × 198
ケースサイズ 580 × 210 × 370 ケースサイズ 390 × 195 × 450 ケースサイズ 465 × 280 × 420 ケースサイズ 510 × 362 × 600
ピース重量 42g ボール重量 428g ケース重量 5518g ピース重量 34g ボール重量 385g ケース重量 5040g ピース重量 68ｇ ボール重量 617ｇ ケース重量 7959ｇ ピース重量 55g ボール重量 560g ケース重量 7440g

備考 備考 備考 備考

商品名 商品名 商品名 商品名

JAN ｺｰﾄﾞ JAN ｺｰﾄﾞ JAN ｺｰﾄﾞ JAN ｺｰﾄﾞ

内容量 入    数 内容量 入    数 内容量 入    数 内容量 入    数

参考売価 賞味期限 参考売価 賞味期限 参考売価 賞味期限 参考売価 賞味期限

GTIN GTIN GTIN GTIN

ピースサイズ 90 × 60 × 60 ピースサイズ 118 × 47 × 26 ピースサイズ 170 × 145 × 18 ピースサイズ 165 × 65 × 35
ボールサイズ 290 × 195 × 70 ボールサイズ 200 × 85 × 120 ボールサイズ 147 × 180 × 125 ボールサイズ 145 × 125 × 170
ケースサイズ 595 × 403 × 230 ケースサイズ 525 × 125 × 260 ケースサイズ 450 × 390 × 260 ケースサイズ 390 × 310 × 355
ピース重量 45g ボール重量 596g ケース重量 7780g ピース重量 22g ボール重量 320g ケース重量 4200g ピース重量 64ｇ ボール重量 702ｇ ケース重量 9067ｇ ピース重量 44ｇ ボール重量 435g ケース重量 5710g

備考 備考 備考 備考

 

※弊社商品は玩具、菓子ともに国産です。
・写真はイメージです。実際の商品とは色、アソート内容など 埼玉県三郷市新和４－２７６
　異なる場合がございます。予めご了承お願いします。 ＴＥＬ：０４８-９４９-０２７７　      

ＦＡＸ：０４８-９４９-０２３５　      

　参考売価は税抜価格です。 ※ハローキティは㈱サンリオの登録商標です。

株式会社ウィード

商品コメント

リボンを押すとドラムが回転、占い
が出来るかわいいキティちゃんの
ステッキ。2段階に伸びます。

 ＤＰ付  ＤＰ付  ＤＰ付

14560338210340 14560338210326 14560338210333 14560338210524

商品コメント

ボタンを押すと１粒ずつガムが落ちてき
ます。ハローキティ、ぼんぼんりぼん、
しんかんせんの全３種。

商品コメント

サンリオキャラクターの人形がボタ
ン操作でアクションします。キティ、
シナモン、しんかんせんの3種。

商品コメント

ボタンを押すとルーレットが回るス
マホ型ケース。画面をスライドする
とかくれキティがあらわれます。

365日 ¥200 365日

ガム13ｇ 12Ｘ12 ラムネ5g 12×12 ラムネ2ｇ 10×12

¥120 表示なし ¥120 365日 ¥200

4560338210343 4560338210329 4560338210336 4560338210527

ラムネ3ｇ 8×12

 ＤＰ付  ＤＰ付  ＤＰ付

スパイラルガムマシン
（サンリオ）

サンリオプチスティックラムネ くるくるスマホ キティうらないステッキ

14560338210067 14560338210265 14560338210258 14560338210319

商品コメント

ハローキティが可愛らしく三輪
車をこぐ、ミンツ入りの玩具菓
子です。

商品コメント

ボタンを押すとドラムが回転し
占いが出来るマイクです。
KT、JP、SSの全3種。

商品コメント

ボタンを押すと占いが出来る可
愛いガムディスペンサーです。
KT、BO、SSの全3種。

商品コメント

水飴でせんべいに絵や模様を
描いて遊びながら食べられま
す。KT、BO、SSの全3種。

水飴10ml、
せんべい5枚 10×12

¥200 365日 ¥200 365日 ¥200 表示なし ¥200 150日

ミンツ3g 8×12 ラムネ3g 8×12 ガム13g 8×12

ハローキティさんりんしゃ サンリオうらないマイク サンリオガムボールマシン サンリオらくがキッズ

4560338210060 4560338210268 4560338210251 4560338210312



商品名 商品名 商品名 商品名

JAN ｺｰﾄﾞ JAN ｺｰﾄﾞ JAN ｺｰﾄﾞ JAN ｺｰﾄﾞ

内容量 入    数 内容量 入    数 内容量 入    数 内容量 入    数

参考売価 賞味期限 参考売価 賞味期限 参考売価 賞味期限 参考売価 賞味期限

GTIN GTIN GTIN GTIN

ピースサイズ 300 × 60 × 60 ピースサイズ 215 × 100 × 35 ピースサイズ 90 × 60 × 60 ピースサイズ 138 × 44 × 44
ボールサイズ 157 × 400 × 113 ボールサイズ 167 × 167 × 142 ボールサイズ 290 × 195 × 70 ボールサイズ 95 × 275 × 143
ケースサイズ 420 × 475 × 490 ケースサイズ 530 × 365 × 305 ケースサイズ 595 × 403 × 230 ケースサイズ 585 × 290 × 300
ピース重量 43g ボール重量 683g ケース重量 9000g ピース重量 53ｇ ボール重量 680ｇ ケース重量 9030ｇ ピース重量 45g ボール重量 596g ケース重量 7780g ピース重量 40g ボール重量 537g ケース重量 7025g

備考 備考 備考 備考

商品名 商品名 商品名 商品名

JAN ｺｰﾄﾞ JAN ｺｰﾄﾞ JAN ｺｰﾄﾞ JAN ｺｰﾄﾞ

内容量 入    数 内容量 入    数 内容量 入    数 内容量 入    数

参考売価 賞味期限 参考売価 賞味期限 参考売価 賞味期限 参考売価 賞味期限

GTIN GTIN GTIN GTIN

ピースサイズ 280 × 77 × 30 ピースサイズ 440 × 70 × 70 ピースサイズ 135 × 100 × 40 ピースサイズ 263 × 40 × 98
ボールサイズ 290 × 153 × 143 ボールサイズ 225 × 122 × 448 ボールサイズ 190 × 185 × 80 ボールサイズ 260 × 110 × 130
ケースサイズ 590 × 325 × 450 ケースサイズ 627 × 470 × 465 ケースサイズ 390 × 385 × 280 ケースサイズ 465 × 280 × 420
ピース重量 45g ボール重量 709 ケース重量 9210ｇ ピース重量 78ｇ ボール重量 887ｇ ケース重量 9790ｇ ピース重量 42g ボール重量 441g ケース重量 5826g ピース重量 56g ボール重量 521g ケース重量 6807g

備考 備考 備考

※弊社商品は玩具、菓子ともに国産です。
・写真はイメージです。実際の商品とは色、アソート内容など 埼玉県三郷市新和４－２７６
　異なる場合がございます。予めご了承お願いします。 ＴＥＬ：０４８-９４９-０２７７　      

ＦＡＸ：０４８-９４９-０２３５　      

　参考売価は税抜価格です。 ※ハローキティは㈱サンリオの登録商標です。

株式会社ウィード

商品コメント

パンダが可愛らしく三輪車をこ
ぐ、カラフルなガム入りの玩具
菓子です。

 ＤＰ付 新発売 新発売

14560338210296 14560338210616 14560338210661 14560338210685

商品コメント
スケルトンの剣型容器にカラフルなガ
ムが入った玩具菓子です。

商品コメント

忍者をモチーフにしたカラフル
なガム入りのビッグな刀型玩具
菓子です。手裏剣５枚付き！

商品コメント

パンダが可愛らしく三輪車をこ
ぐ、ラムネ入りの玩具菓子で
す。

365日 ¥380 表示なし

ガム9ｇ 12×12 ガム27ｇ 8X10 ラムネ2ｇ 8×12

¥120 表示なし ¥380 表示なし ¥250

4560338210299 4560338210619 4560338210664 4560338210688

ガム12ｇ 8×12

 ＤＰ付  ＤＰ付

ミラクルソード 忍者しのび刀 おさんぽパンダ おさんぽパンダDX

14560338210388 14560338210494 10000045114905 14901610104054

商品コメント

刀型の容器にカラフルなガム
が入ったシンプルな玩具菓子
です。

商品コメント
ハンドルを握るとワニがのびて
口をパクパクします。

商品コメント
本格的なディスペンサー型ガ
ムマシーン。ロングセラー！

商品コメント

ボタンを押すとドラムが回転し
占いが出来ます。（カエル、カ
バ）の２種類

ラムネ3ｇ 12Ｘ12

¥120 表示なし ¥150 365日 ¥100 表示なし ¥120 365日

ガム12g 12×12 ラムネ2ｇ 12Ｘ12 ガム13ｇ 12X12

忍者刀がむ ぱくっとワニちゃん ミニガムマシーン
いいね！

ハッピーマイク
4560338210381 4560338210497 45114908 4901610104057



商品名 商品名 商品名 商品名

JAN ｺｰﾄﾞ JAN ｺｰﾄﾞ JAN ｺｰﾄﾞ JAN ｺｰﾄﾞ

内容量 入    数 内容量 入    数 内容量 入    数 内容量 入    数

参考売価 賞味期限 参考売価 賞味期限 参考売価 賞味期限 参考売価 賞味期限

GTIN GTIN GTIN GTIN

ピースサイズ 120 × 35 × 35 ピースサイズ 300 × 76 × 15 ピースサイズ 210 × 60 × 20 ピースサイズ 165 × 130 × 18
ボールサイズ 120 × 90 × 230 ボールサイズ 85 × 95 × 300 ボールサイズ 225 × 160 × 95 ボールサイズ 150 × 185 × 118
ケースサイズ 250 × 570 × 260 ケースサイズ 316 × 540 × 207 ケースサイズ 480 × 240 × 300 ケースサイズ 470 × 395 × 255
ピース重量 18g ボール重量 331g ケース重量 4406g ピース重量 35g ボール重量 453g ケース重量 5910g ピース重量 25g ボール重量 520g ケース重量 6000g ピース重量 77g ボール重量 840g ケース重量 10680g

備考 備考 備考 備考

商品名 商品名 商品名 商品名

JAN ｺｰﾄﾞ JAN ｺｰﾄﾞ JAN ｺｰﾄﾞ JAN ｺｰﾄﾞ

内容量 入    数 内容量 入    数 内容量 入    数 内容量 入    数

参考売価 賞味期限 参考売価 賞味期限 参考売価 賞味期限 参考売価 賞味期限

GTIN GTIN GTIN GTIN

ピースサイズ 195 × 170 × 25 ピースサイズ 300 × 76 × 15 ピースサイズ 138 × 44 × 44 ピースサイズ 75 × 175 × 15
ボールサイズ 250 × 176 × 198 ボールサイズ 85 × 95 × 300 ボールサイズ 95 × 275 × 143 ボールサイズ 70 × 170 × 173
ケースサイズ 510 × 362 × 600 ケースサイズ 316 × 540 × 207 ケースサイズ 292 × 590 × 303 ケースサイズ 390 × 195 × 450
ピース重量 55g ボール重量 560g ケース重量 7440g ピース重量 35g ボール重量 453g ケース重量 5910g ピース重量 40g ボール重量 537g ケース重量 7000g ピース重量 23g ボール重量 327g ケース重量 4488g

備考 備考 備考 備考

※弊社商品は玩具、菓子ともに国産です。
・写真はイメージです。実際の商品とは色、アソート内容など 埼玉県三郷市新和４－２７６
　異なる場合がございます。予めご了承お願いします。 ＴＥＬ：０４８-９４９-０２７７　      

ＦＡＸ：０４８-９４９-０２３５　      

　参考売価は税抜価格です。 ※ハローキティは㈱サンリオの登録商標です。

キティかわいいマイク サンリオステッキガム キティみずあめピュー
ハローキティ

はじめてのそろばん

4560338210626 4560338210640 4560338210718 4560338210701

ラムネ２ｇ 10×12

¥120 365日 ¥120 表示なし ¥80 365日 ¥200 365日

ラムネ3g 12×12 ガム12ｇ 12×12 水飴10ｍｌ 20Ｘ10

14560338210623 14560338210647 14560338210715 14560338210708

商品コメント

リボンをスライドさせてラムネを
取り出す、キティちゃんの形の
かわいいマイクです。

商品コメント

カラフルなガムが入った人気のステッキ
型。今度は人気サンリオキャラクターで！
ﾊﾛｰｷﾃｨ、ﾎﾟﾑﾎﾟﾑﾌﾟﾘﾝ、ﾗﾅﾊﾞｳﾂの全3種。

商品コメント

ポンプを押すとみずあめが出ま
す。食べ終わったら水鉄砲とし
て使用出来ます。

商品コメント
1の位の５玉をさげるとキティ
ちゃんがジャンプします。

 ＤＰ付  ＤＰ付 いちご・メロン・みかん・ソーダ味　4種アソート  ＤＰ付

トーマスらくがキッズ ステッキガム パンダ　マイク キティかわいいメガネ

4560338210541 4560338210374 4560338210671 4560338210749

ラムネ２ｇ 12X12

¥200 150日 ¥120 表示なし ¥120 365日 ¥120 365日

水飴10ml、
せんべい5枚 10×12 ガム12ｇ 12Ｘ12 ラムネ3ｇ 12Ｘ12

14560338210548 14560338210371 14560338210678 14560338210748

商品コメント

水飴でせんべいに絵や模様を
描いて、遊びながら食べられま
す。

商品コメント
カラフルなガムが入った人気の
ステッキ型です。

商品コメント

ボタンを押すとドラムが回転し
占いが出来ます。パンダの目
玉も飛び出します。

株式会社ウィード

商品コメント

前から見たらかわいいメガネに
リボンが、キティちゃんが横に
も付いています。

 ＤＰ付  ＤＰ付  ＤＰ付　近日発売予定  ＤＰ付　近日発売予定


