
※表示価格は消費税込み ご注意！カタログの色目と若干異なる場合があります。

材質：PVCフィルム・紐

【TK-203】 【TK-010】
三連 五連

色指定のないものは　 七夕祭 七夕まつり
アソートになります　 18×75ｃｍ 18×100ｃｍ

サイズ：　横幅×高さ　cm　 12×63cm 各色　￥306 ¥396 ¥605
材質：PVCﾌｨﾙﾑ・紐　

【TK-004】 【TK-176】 【TK-198】 【TK-178】 【TK-179】
豆ﾋﾞﾆｰﾙ吹流し ウイング 花リング スター リボン

5×45cm 12×53ｃｍ 12×58ｃｍ 12×58ｃｍ 8×60ｃｍ
¥196 ¥438 ¥438 ¥438 438

【TK-247】 【TK-237】 【TK-186】 【TK-187】 【TK-188】
ダイヤモンド ココナッツ ムーンライト トロピカル パノラマ
17×73ｃｍ 23×75ｃｍ 22×74ｃｍ 36×73ｃｍ 18×78ｃｍ

¥658 ¥1,320 ¥1,320 ¥1,320 ¥1,320

メッキライン花付吹流し

2号ﾒｯｷ吹流し
【TK-170】

半玉
【TK-172】 【TK-173】

3号ﾒｯｷくす玉 ランタン リングランタン 3号メッキ吹流し (小)七夕ボール メロディー コメット
【TK-189】 【TK-171】 【TK-174】 【TK-006】 【TK-246】 【TK-197】

(小)ランタン五色 五ツ星 ガーランド
【TK-007】 【TK-001】

¥528
【TK-011】

(中)ｶﾗｰﾎﾞｰﾙ

【TK-009】
(小)ｶﾗｰﾎﾞｰﾙ

【TK-201】
星付リングランタン

16×57ｃｍ
¥658 ¥768

10×45ｃｍ

¥768 ¥768
14×66ｃｍ 14×47ｃｍ

ひろげれば
出来上がり

色はアソート
となります

16×58ｃｍ 15×61ｃｍ

¥328 ¥418
12×53ｃｍ

¥438

15×61ｃｍ

- 人形工房 北寿 -

【TK-202】
フラワーモール

【TK-222】
ドリームランタン

【ＴＫ-184】
花ボックスＤＸ

16×63ｃｍ
¥658 ¥658 ¥658 ¥658

8×48ｃｍ 10×43ｃｍ 11×58ｃｍ 10×55ｃｍ 10×49ｃｍ

8×52ｃｍ 10×58ｃｍ

15×57ｃｍ
¥438¥251 ¥251¥229

¥768

【TK-002】
ビニール流れ星 メッキ流れ星

【TK-003】
【TF-012】　白
【TF-014】　桃
【TF-254】　緑
【TF-255】　赤

12×50ｃｍ6×45ｃｍ

【TK-005】

各色（1個）　￥108 各色（1個）　￥119 ¥328 各色　￥152 ¥328

11×50cm 11×50cm 15×15ｃｍ 15×30cm 15×55ｃｍ

¥218 ¥218

【TK-180】
ドルフィン

【TK-181】
スプラッシュ ピエロ

【TK-182】 【TK-183】
アラジン

飾り・吹流し 七夕飾り

廃盤

廃盤

廃盤
廃盤

廃盤
廃盤

JAN：4562238　79●●●□（●部分は品番） 【品番】品名　※色目により品番が違います。



※表示価格は消費税込み ご注意！カタログの色目と若干異なる場合があります。

材質：PVCﾌｨﾙﾑ・紐　

【ＴF－204】 【TF-213】 【ＴF－205】 【TF-063】
3尺花付メッキ 3尺軟質 3尺エンボス フラワー三連
五色吹流し 吹流し（赤） 吹流し（金） 七夕祭

75×75cm 25×90cm 30×90cm 25×95cm 30×175cm
¥1,098 ¥988 ¥1,320 ¥1,738

★フラワーくす玉より小さい
【TF-235】 【TF-064】 【TF-065】

フラワーポット 6尺ビニール 6尺メッキ
吹流し 五色吹流し 五色吹流し

30×110cm 30×180cm 30×180cm
¥3,058 40×150cm 各色￥5,478 ¥1,738 ¥2,178

【TF-093】 【TF-317】
デラックス ピンクカプセル

くす玉吹流し  吹流し
50×230cm 55×210cm

30×180cm ¥9,350 ¥6,578 50×225cm 各色　￥7,678
40×180cm

各色　￥6,578

五色のれん 吹流し
【TF-078】　青
【TF-077】　桃
40×180cm

各色　￥7,480各色　￥2,178

6尺メッキ単色吹流し

【TF-214】単品　75cmくす玉
ﾋﾟﾝｸ　★各色オーダー可能！

くす玉と
吹流しの

組み合わせ

【TF-258】 桃

40×110cm

【TF-024】 緑
¥1,098

【TF-020】 赤
3尺ﾋﾞﾆｰﾙ単色吹流し

¥21,780
各色　￥438

【TF-044】　青【TF-041】　赤
【TF-043】　金【TF-042】　桃

【TF-033】
フラワー提灯 クリスタル二連つづみ吹流し

【TF-046】 桃/銀

4尺メッキ二重吹流し

【TF-047】 青/銀9×120cm【TF-045】　緑

20×90cm

　さざ波つづみ吹流し
【TF-059】 桃　【TF-060】 青

【TF-061】 黄
各色￥5,280各色￥4,180

   【TF-057】 黄
【TF-055】 桃　 【TF-056】 青

各色￥988

フラワーくす玉吹流し

【TF-070】 緑 【TF-067】 桃

マリックスカプセル吹流し

【TF-261】　赤

¥28,358
25×85cm

【TF-022】 黄

50×230cm

【TF-234】
リング提灯 【TF-023】 青

【TF-259】 金
【TF-260】 青

25×90cm

★別注制作！
※納期：2週間程

色目等の
オーダーも
可能です。
※見積もり

必要！

9×90cm 25×90cm
¥87875×295cm

75cmくす玉+ピンクカプセルつづみ

各色　￥7,678 ¥8,778

【TF-090】　桃

50×230cm

特大サワーくす玉吹流し

各色￥4,18030×100cm

各色　￥8,778
【TF-091】　黄 【TF-252】　青

¥878 ¥988

吹流し
3尺ビニール
【TF-025】

五色吹流し

【TF-026】
3尺メッキ

五色吹流し

【TF-027】

五色吹流し
3尺花付ビニール

【TF-263】　赤
【TF-264】　金 【TF-092】　青

30×120cm 35×140cm

メッキスターつづみ吹流し

ラインくす玉吹流し

【TF-021】 桃

50×225cm
【TF-262】　青

吹流し

【TF-089】
ゴールド

つづみ吹流し

マリックスエンボス  
 つづみ吹流し
【TF-251】　黄

¥4,378

【TF-066】 赤 【TF-069】 青
【TF-068】 金 【TF-067】 桃

吹流し

廃盤

廃盤

廃盤

廃盤

青のみ

廃盤

廃盤

廃盤

吹
流
し
部
分
は
不
織
布

JAN：4562238　79●●●□（●部分は品番） 【品番】品名　※色目により品番が違います。



※表示価格は消費税込み ご注意！カタログの色目と若干異なる場合があります。

材質：PE・針金・モール

材質：PVCﾌｨﾙﾑ・紙　 材質：PVCﾌｨﾙﾑ・紙　
袋：OPPﾌｨﾙﾑ・PE　 袋：OPPﾌｨﾙﾑ・紙　

飾り＆短冊入り　材質：PVC・紙（OPP・紙）

径9×10cm

◆　ビニール・メッキ短冊 材質：PVCフィルム・紐　袋：OPPﾌｨﾙﾑ・PE

【TR-132】 【TR-133】 【TR-134】 【TR-135】
八寸 提灯 九寸 提灯 尺 祭提灯 尺 祭提灯

赤 赤 赤（白文字） 白（赤文字）
径18×21cm 径21×24cm

¥418 ¥484

各袋　￥1,078 径17×21cm 各色　￥528
材質：PVC・ポリエステル　 材質：

PVCフィルム
材質：PVCﾌｨﾙﾑ（袋：PE）　 不織布・紐

　【TB-236】　バンブーツリー専用スタンド　★客注のみ

シルク調　 シルク調　 　2本継ぎ
シルク調 

【TB-115】
ポリ笹枝
H55cm
¥438

【TH-114】

¥174
4.5×21cm

¥130

【TH-106】
　こより

30本入/25cm
¥152

【TR-220】　白【TR-219】　黄

17×65cm
¥658

各色　￥605

6.8×23cm
【TT-109】　五色(50枚入)

¥968

【TT-110】　五色(50枚入)

9×30cm

小さな笹枝

ﾋﾞﾆｰﾙ短冊　（大）　◆ひも付き

【TT-111】　赤色(50枚入)

¥1,518

店舗飾りに最適！

H180cm
★取り寄せ　\10,780

H130cm
★取り寄せ　\4,180
材質：木・紙・樹脂

サイズ：H28×W27×D27cm
※内径1.6cm

径22.5×24cm

【TR-218】　緑

お祭り提灯
イベントにいかが？

¥438
【TT-108】　五色(20枚入)

ﾋﾞﾆｰﾙ短冊　（小）　◆ひも付き 【TT-098】　メッキ短冊

七夕飾りセット

(大)　9×30cm
五色(50枚入)

6.8×23cm

30×46cm
¥2,420 ¥4,840¥1,408

七夕台紙セット(大) FS-10箱入りセット FS-20箱入りセット

ﾋﾞﾆｰﾙひも(小)
50本入/25cm

【TT-104】　色七夕短冊
五色(各6枚入) 30枚入

4.5×21cm
¥130

【TT-105】　金銀七夕短冊

金・銀(各10枚入) 20枚入

小さな提灯シリーズ
七夕飾りにつけましょう

T-4ミニ提灯　（モール付）
【TR-120】　赤白　　【TR-121】　青白

31×71cm

【TR-122】　桃白　　【TR-123】　緑白

30×51cm

各色　￥174

【TS-167】 【TS-168】 【TS-169】

【TR-216】　青

T-6　六寸　ナツメ型提灯　2色　単色はT-6-Aになります。
【TR-127】　赤白 【TR-129】　桃白
【TR-128】　青白

径25.5×27cm
各色　￥1,320

六寸　２色　ナツメ型提灯

【TR-130】　緑白
【TR-131】　黄白

八寸　単色　丸型提灯

【TR-217】　桃【TR-215】　赤
T-3-A　八寸　提灯　単色

太目の針金入りで
枝が丈夫です！小さな飾りに最適！

シルク調でより本物風です。

¥4,950¥2,750
H110cmH75cm

¥1,078 ¥4,180

¥3,058

８個組

８個組

【TZ-099】 モールテープ
赤・青・金×2　桃・緑×1
0.05mm×5cm巾・9m巻

【TZ-100】 メッキテープ
赤・青・金×2　桃・緑×1
0.05mm×5cm巾・9m巻

【TR-101】
6寸七夕
ぼんぼりバンブースプレイ

【TB-212】 【TB-117】
バンブー大枝

【TB-118】
ポリ竹 7本立

【TB-119】　★客注のみ

バンブーツリー

テープ

七夕セット
提

灯

笹枝

こより・短冊

★バンブーツリー専用スタンド

◆土台にポールを挿して使用。

◆土台の上に重しを置くと安定します。

雪洞

廃盤

JAN：4562238　79●●●□（●部分は品番） 【品番】品名　※色目により品番が違います。


