
　

　

カラフルスケルトン4WD

コーディネートシール 価格　： 750円　（税抜） マジックコインボックス    価格　： 750円　（税抜）

　カテゴリ　： 男の子

　　　　　販売単位　： 24個 　　販売単位　： 25個

　　　　　1個あたり　：    1個あたり　：

　　通常32円→30円税抜

ハンドクラフトビーズ 価格　： 720円　（税抜） メタルブレード(小)    価格　：750円　（税抜）

　　　　　カテゴリ　： 女の子 　カテゴリ　： 男の子

　　　　　販売単位　： 24個    販売単位　： 25個

　　　　　1個あたり　：    1個あたり　：

   価格　： 750円　（税抜）

　　　　　カテゴリ　： 女の子 　カテゴリ　： 男女共用

　　　　　販売単位　： 25個    販売単位　： 25個

　　　　　1個あたり　：    1個あたり　：

（平成29年2月1日～2月28日まで期間限定）

期間内でも売り切れの場合がございます。ご了承下さいませ。

　         カテゴリ　： 男女共用    カテゴリ　：  男女共用

　　　　　販売単位　： 24個    販売単位　：　24個

　　　　　通常32円→30円税抜 　　通常32円→30円税抜

光るスピンフォール 価格　： 750円　（税抜） やわらかフェイスボール    価格　： 720円　（税抜）

　　　　　カテゴリ　： 男女共用 　カテゴリ　： 男女共用

　　　　　販売単位　： 25個    販売単位　： 24個

　　　　　1個あたり　：    1個あたり　：

　　　　　1個あたり　：    1個あたり　：

　　　　　通常32円→30円税抜 　　通常34円→30円税抜

クリスタルマウスしゃぼん玉 価格　：720円　（税抜） 6色クレヨン    価格　：720円　（税抜）

　　　　　通常32円→30円税抜

　　　　　通常32円→30円税抜 　　通常32円→30円税抜

商品1万円以上(税抜)お買い上げで送料無料！商品2万円以上(税抜)お買い上げならさらに5％OFF!
ただし、１万円未満(税抜)の場合、送料756円(税込)（一部地域を除く）、および代引手数料324円(税込)はお客様のご負担になります。

　　　　　通常32円→30円税抜 　　通常32円→30円税抜

クリスタルライトLED 価格　： 720円　（税抜）

　　　　　カテゴリ　：  男女共用



　

　

 
 

 
 

 -円(税抜) 

販売単位 1セット

販売価格 10000円(税抜) 

生産国 中国

備考 「製造物賠償責任保険」付

商品説明

1枚のボードに色々なおもちゃが5個付いたワクワクセッ
ト。　たくさんの種類が必要な方にピッタリです。どんなお
もちゃが付いてくるかはお楽しみ！
※写真の商品と実際の商品は異なる場合がございます。

販売単位

1個あたり

商品1万円以上(税抜)お買い上げで送料無料！商品2万円以上(税抜)お買い上げならさらに5％OFF!
ただし、１万円未満(税抜)の場合、送料756円(税込)（一部地域を除く）、および代引手数料324円(税込)はお客様のご負担になります。

備考

4セット

販売価格 200円（税抜） × 4セット = 800円　（税抜）

生産国 中国

備考 「製造物賠償責任保険」付

商品説明

販売単位 1セット

販売価格  10000円(税抜) 

生産国 中国

 -円(税抜) 

※写真の商品と実際の商品は異なる場合がございます。

店長オススメ!人気商品325個セット

1個あたり  -円(税抜) 

消費税分50個お得♪ちびっ子ランドのオンラインストアの担当者がイチ押
しする商品をセットでご紹介!13種類(集客・SP)単価14円+税の商品が7袋
(各50個入)と、単価20円+税の商品が6袋(各50個入)の合計650個セット
です。お忙しい方や、どんな商品を買ったらよいかお悩みの方に代わっ
て、ちびっ子ランド店員がオススメの人気商品を厳選してお届けします!送
料(一部地域を除く)・手数料がかかりません!
※写真の商品と実際の商品は異なる場合がございます。

GO！GO！パーティー

1個あたり

「製造物賠償責任保険」付

商品説明

消費税分25個お得♪13種類(男女共用・男の子・女の子
カテゴリ)各25個、合計325個セットです。お忙しい方や、
どんな商品を買ったらよいかお悩みの方に代わって、ち
びっ子ランド店長がオススメの人気商品を厳選してお届
けします!送料(一部地域を除く)・手数料がかかりません!
※写真の商品と実際の商品は異なる場合がございます。

特選!ちびっ子ランドスペシャル650個セット



　

　

 

　

※写真の商品と実際の商品は異なる場合がございます。

20Pパズル　ミニオンズ リロ&スティッチ　メモ帳 ぬりえセット　ミッキー＆ミニー ミニメモ　ディズニーアソート メモ鉛筆セット　ニモ&ドリー

販売単位：25個 販売単位：24個(12個×2) 販売単位：25個 販売単位：50個 販売単位：25個

1個あたり：28円 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：39円 1個あたり：28円 1個あたり：35円

メモ鉛筆セット　スヌーピー きせかえシール　スヌーピー きせかえシール　ディズニーアソート PUボール　ディズニーアソート

販売価格：700円 販売価格：768円　（税抜） 販売価格：975円 販売価格：1400円 販売価格：875円

販売単位：25個 販売単位：50個 販売単位：50個 販売単位：24個(12個×2)

1個あたり：35円 1個あたり：23円　（税抜） 1個あたり：23円　（税抜） 1個あたり：35円　（税抜）

ぬりえセット　スヌーピー

1個あたり：39円　（税抜）

販売単位：25個

1個あたり42円　（税抜）

プチタオル　アナと雪の女王 プチタオル　ディズニーアソート

1個あたり：45円　（税抜）

小さなプリンセスソフィアおりがみ15枚入

1個あたり：35円　（税抜）

ディズニーアソートおりがみ15枚入

1個あたり：35円　（税抜）

販売価格：975円　（税抜）販売価格：875円 販売価格：1150円　（税抜） 販売価格：1150円　（税抜） 販売価格：840円　（税抜）

販売価格：1008円　（税抜）

販売単位：24個(12個×2) 販売単位：24個

販売価格：1080円　（税抜）

販売単位：25個

販売価格：875円　（税抜）

販売単位：25個

販売価格：875円　（税抜）

商品1万円以上(税抜)お買い上げで送料無料！商品2万円以上(税抜)お買い上げならさらに5％OFF!
ただし、１万円未満(税抜)の場合、送料756円(税込)（一部地域を除く）、および代引手数料324円(税込)はお客様のご負担になります。



　

　

 
※写真の商品と実際の商品は異なる場合がございます。

とんでけバナナ 消火器ウォーターガン フラッシュスケルトンヨーヨー スポンジ日本刀 フラッシュクリスタルスノーペンダント

販売単位：25個 販売単位：25個 販売単位：25個 販売単位：24個 販売単位：36個

1個あたり：40円　（税抜） 1個あたり：35円　（税抜） 1個あたり：35円　（税抜） 1個あたり：52円　（税抜） 1個あたり：35円　（税抜）

スマートフォンアクアゲーム 光るダイヤスピントップ ことりのみずぶえ 6面パズル パンチガン

販売価格：1000円　（税抜） 販売価格：875円　（税抜） 販売価格：875円　（税抜） 販売価格：1248円　（税抜） 販売価格：1260円　（税抜）

販売単位：25個 販売単位：25個 販売単位：25個 販売単位：24個 販売単位：25個

1個あたり：35円　（税抜） 1個あたり：35円　（税抜） 1個あたり：35円　（税抜） 1個あたり：40円　（税抜） 1個あたり：35円　（税抜）

ピカピカメダル フラッシュダイヤマウスペンダント ハンターウォーターガン レッツマジック どうぶつパンチボール

販売価格：875円　（税抜） 販売価格：875円　（税抜） 販売価格：875円　（税抜） 販売価格：960円　（税抜） 販売価格：875円　（税抜）

販売単位：48個 販売単位：36個 販売単位：25個 販売単位：24個 販売単位：25個

1個あたり：36円　（税抜） 1個あたり：35円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：35円　（税抜） 1個あたり：40円　（税抜）

光るミニハリネズミヨーヨー とびだすラッパ 光るブレスレット3本入り ピカピカきんぎょ スマートピンボールゲーム

販売価格：1728円　（税抜） 販売価格：1260円　（税抜） 販売価格：800円　（税抜） 販売価格：840円　（税抜） 販売価格：1000円　（税抜）

販売単位：30個 販売単位：25個 販売単位：50個 販売単位：48個 販売単位：24個

1個あたり：35円　（税抜） 1個あたり：35円　（税抜） 1個あたり：35円　（税抜） 1個あたり：36円　（税抜） 1個あたり：35円　（税抜）

商品1万円以上(税抜)お買い上げで送料無料！商品2万円以上(税抜)お買い上げならさらに5％OFF!

販売価格：1050円　（税抜） 販売価格：875円　（税抜） 販売価格：1750円　（税抜） 販売価格：1728円　（税抜） 販売価格：840円　（税抜）

ただし、１万円未満(税抜)の場合、送料756円(税込)（一部地域を除く）、および代引手数料324円(税込)はお客様のご負担になります。

※1色OPP袋に変更



　

　

 

1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜）

※写真の商品と実際の商品は異なる場合がございます。

バブルアイスクリーム プップートランペット お金でまねっこあそび くるりんライトLED ローリングウォールマン

販売価格：768円　（税抜） 販売価格：800円　（税抜） 販売価格：800円　（税抜） 販売価格：1536円　（税抜） 販売価格：800円　（税抜）

販売単位：24個 販売単位：25個 販売単位：25個 販売単位：48個 販売単位：25個

1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜）

やわらかスターボール にくきゅううちわ なわとび リンリンパー ジュラシック恐竜図鑑

販売価格：768円　（税抜） 販売価格：800円　（税抜） 販売価格：800円　（税抜） 販売価格：800円　（税抜） 販売価格：800円　（税抜）

販売単位：24個 販売単位：25個 販売単位：25個 販売単位：25個 販売単位：25個

1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜）

ルーレットアニマル はくしゅハンドスティック のぞいてコンパクトカメラ ドキドキサーカスパチンコゲーム ひょうきんメガネ

※10月仕様変更　本体サイズが大きくなりました

販売価格：800円　（税抜） 販売価格：800円　（税抜） 販売価格：800円　（税抜） 販売価格：800円　（税抜） 販売価格：800円　（税抜）

販売単位：25個 販売単位：25個 販売単位：25個 販売単位：25個 販売単位：25個

1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜）

スロットマシーン らくがきボード ピカピカイルカキーホルダー ふわふわパイプ ピンポンテニスセット

商品1万円以上(税抜)お買い上げで送料無料！商品2万円以上(税抜)お買い上げならさらに5％OFF!

販売価格：800円　（税抜） 販売価格：800円　（税抜） 販売価格：800円　（税抜） 販売価格：768円　（税抜） 販売価格：800円　（税抜）

販売単位：25個 販売単位：25個 販売単位：25個 販売単位：24個 販売単位：25個

ただし、１万円未満(税抜)の場合、送料756円(税込)（一部地域を除く）、および代引手数料324円(税込)はお客様のご負担になります。



　

　
  

1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜）

※写真の商品と実際の商品は異なる場合がございます。

クミタテヘリコプターシューター さかな釣りあそび 海のいきものシャボン玉 マジックトリックけしごむ ロケット爆弾

販売価格：800円　（税抜） 販売価格：800円　（税抜） 販売価格：768円　（税抜） 販売価格：768円　（税抜） 販売価格：800円　（税抜）

販売単位：25個 販売単位：25個 販売単位：24個 販売単位：24個 販売単位：25個

1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜）

スピントップバトル アイスパンチ ポンポンフェイスヨーヨー パイレーツディッシュゲーム 野球バッティングセット

※1色OPP袋に変更 ※1色OPP袋に変更

販売価格：800円　（税抜） 販売価格：800円　（税抜） 販売価格：768円　（税抜） 販売価格：800円　（税抜） 販売価格：768円　（税抜）

販売単位：25個 販売単位：25個 販売単位：24個 販売単位：25個 販売単位：24個

1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜）

大逆転ゲーム ジョークガム キノコのえんぴつけずり パロ缶水ピス ガアガアアヒルホイッスル

販売価格：800円　（税抜） 販売価格：768円　（税抜） 販売価格：768円　（税抜） 販売価格：800円　（税抜） 販売価格：800円　（税抜）

販売単位：25個 販売単位：24個 販売単位：24個 販売単位：25個 販売単位：25個

1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜）

カラフルスプリング すなばあそび 鈴入りカラフルボール スノーキッズクリアヨーヨー スノーキッズリストバンドベル

商品1万円以上(税抜)お買い上げで送料無料！商品2万円以上(税抜)お買い上げならさらに5％OFF!

販売価格：768円　（税抜） 販売価格：800円　（税抜） 販売価格：768円　（税抜） 販売価格：800円　（税抜） 販売価格：800円　（税抜）

販売単位：24個 販売単位：25個 販売単位：24個 販売単位：25個 販売単位：25個

ただし、１万円未満(税抜)の場合、送料756円(税込)（一部地域を除く）、および代引手数料324円(税込)はお客様のご負担になります。



　

　

 

1個あたり：35円　（税抜） 1個あたり：40円　（税抜） 1個あたり：40円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜）

※写真の商品と実際の商品は異なる場合がございます。

BBハンドガンNO.5030 のびーる剣 日本刀 ヒットストライカー ワーキングトラック

販売価格：875円　（税抜） 販売価格：960円　（税抜） 販売価格：960円　（税抜） 販売価格：800円　（税抜） 販売価格：800円　（税抜）

販売単位：25個 販売単位：24個 販売単位：24個 販売単位：25個 販売単位：25個

1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：35円　（税抜）

プラボールガン ウィリービッグホイールカー パラシュートソルジャー メタリック海賊剣 吹矢

販売価格：800円　（税抜） 販売価格：800円　（税抜） 販売価格：800円　（税抜） 販売価格：800円　（税抜） 販売価格：875円　（税抜）

販売単位：25個 販売単位：25個 販売単位：25個 販売単位：25個 販売単位：25個

1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜）

ツアーリゾートバス キーゴーマシーン 特殊装備自動車 ジェット戦闘機

販売価格：800円　（税抜） 販売価格：800円　（税抜） 販売価格：800円　（税抜） 販売価格：800円　（税抜）

販売単位：25個 販売単位：25個 販売単位：25個 販売単位：25個

ダイナソービックショック

1個あたり：32円　（税抜）

販売単位：25個

販売価格：800円　（税抜）

ソフトダーツライフル

1個あたり：32円　（税抜）

販売単位：25個

販売価格：800円　（税抜）

フォークリフト 走るカブトムシ＆クワガタ

1個あたり：32円　（税抜）

販売単位：25個

販売価格：800円　（税抜）

ただし、１万円未満(税抜)の場合、送料756円(税込)（一部地域を除く）、および代引手数料324円(税込)はお客様のご負担になります。

商品1万円以上(税抜)お買い上げで送料無料！商品2万円以上(税抜)お買い上げならさらに5％OFF!

1個あたり：32円　（税抜）

販売単位：24個

販売価格：768円　（税抜）

鉄球(てっきゅう)

1個あたり：32円　（税抜）

販売単位：24個

販売価格：768円　（税抜）

スーパーポリスカー

1個あたり：32円　（税抜）

販売単位：25個

販売価格：800円　（税抜）



　

　

 
※写真の商品と実際の商品は異なる場合がございます。

フラッシュダイヤリボンペンダント 光るロイヤルリング スライドリボンカチューシャ ゴージャスダイヤリング ラブリーブレスレット

販売価格：1260円　（税抜） 販売価格：1680円　（税抜） 販売価格：800円　（税抜） 販売価格：800円　（税抜） 販売価格：768円　（税抜）

販売単位：36個 販売単位：48個 販売単位：25個 販売単位：25個 販売単位：24個

1個あたり：35円　（税抜） 1個あたり：35円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜）

1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜）

プリドルマイク てづくりゴムアクセサリー フラワーネックレス マウスリング プリンセスネックレス

お料理ごっこ フェアリーズカチューシャ ジュエリーデコシール どうぶつシール

販売価格：800円　（税抜） 販売価格：800円　（税抜） 販売価格：800円　（税抜） 販売価格：800円　（税抜） 販売価格：800円　（税抜）

販売単位：25個 販売単位：25個 販売単位：25個 販売単位：25個 販売単位：25個

販売価格：800円　（税抜） 販売価格：800円　（税抜） 販売価格：800円　（税抜） 販売価格：800円　（税抜）

販売単位：25個 販売単位：25個 販売単位：25個 販売単位：25個

1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜）

商品1万円以上(税抜)お買い上げで送料無料！商品2万円以上(税抜)お買い上げならさらに5％OFF!
ただし、１万円未満(税抜)の場合、送料756円(税込)（一部地域を除く）、および代引手数料324円(税込)はお客様のご負担になります。

※1色OPP袋に変更

しゃんしゃんすてぃっく

1個あたり：32円　（税抜）

販売単位：25個

販売価格：800円　（税抜）

キラキラゆびわ

1個あたり：32円　（税抜）

販売単位：25個

販売価格：800円　（税抜）

おままごと

1個あたり：32円　（税抜）

販売単位：25個

販売価格：800円　（税抜）

プリンセスティアラ

1個あたり：32円　（税抜）

販売単位：25個

販売価格：800円　（税抜）

ちょうちょスティック

1個あたり：32円　（税抜）

販売単位：25個

販売価格：800円　（税抜）

ブレスレット

1個あたり：32円　（税抜）

販売単位：25個

販売価格：800円　（税抜）

※価格改定　お求め安くなりました！



　

　

 

　　

1個あたり：20円　（税抜） 1個あたり：2100円　（税抜） 1個あたり：1400円　（税抜） 1個あたり：1400円　（税抜） 1個あたり：1400円　（税抜）

スティックバブル ゴッドソード バイキングソード ピカピカジャンボアヒル

※写真の商品と実際の商品は異なる場合がございます。

うきうきカラフルアヒル(小) スイートスイーツショッピング100付 デコステッカーコレクション100付 えんぴつけずり当100付 スーパーボール当

販売価格：2000円　（税抜） 販売価格：2100円　（税抜） 販売価格：1400円　（税抜） 販売価格：1400円　（税抜） 販売価格：1400円　（税抜）

販売単位：24個 販売単位：10個 販売単位：10個 販売単位：24個

販売単位：100個 販売単位：1個 販売単位：1個 販売単位：1個 販売単位：1個

1個あたり：52円　（税抜） 1個あたり：56円　（税抜） 1個あたり：56円　（税抜） 1個あたり：63円　（税抜）

魔法のスティックほうき ライトカラーウォーターボール デカピコハンマー シューティングソード 光るアクアリウムボール

販売価格：1248円　（税抜） 販売価格：560円　（税抜） 販売価格：560円　（税抜） 販売価格：1512円　（税抜）

販売価格：560円　（税抜） 販売価格：816円　（税抜） 販売価格：1247円　（税抜） 販売価格：780円　（税抜） 販売価格：816円　（税抜）

販売単位：10個 販売単位：12個 販売単位：24個 販売単位：12個 販売単位：12個

1個あたり：56円　（税抜） 1個あたり：68円　（税抜） 1個あたり：52円　（税抜） 1個あたり：65円　（税抜） 1個あたり：68円　（税抜）

1個あたり：65円　（税抜） 1個あたり：72円　（税抜） 1個あたり：65円　（税抜） 1個あたり：210円　（税抜） 1個あたり：72円　（税抜）

ローリングフライング 光る棒つき猫の手 ピカピコサンフラワーヨーヨー ハイパーアーチェリー 光るのびーる剣

販売価格：780円　（税抜） 販売価格：864円　（税抜） 販売価格：780円　（税抜） 販売価格：1260円　（税抜） 販売価格：864円　（税抜）

販売単位：12個 販売単位：12個 販売単位：12個 販売単位：6個 販売単位：12個

商品1万円以上(税抜)お買い上げで送料無料！商品2万円以上(税抜)お買い上げならさらに5％OFF!
ただし、１万円未満(税抜)の場合、送料756円(税込)（一部地域を除く）、および代引手数料324円(税込)はお客様のご負担になります。



　

　

  

  

   

1個あたり：78円　（税抜） 1個あたり：245円　（税抜） 1個あたり：72円　（税抜） 1個あたり：78円　（税抜） 1個あたり：78円　（税抜）

※写真の商品と実際の商品は異なる場合がございます。

スキップダンシングボール プリズムボールソード フラッシュブレイブソード パワーハンマー あひる口笛

販売価格：935円　（税抜） 販売価格：2940円　（税抜） 販売価格：864円　（税抜） 販売価格：936円　（税抜） 販売価格：936円　（税抜）

販売単位：12個 販売単位：12個 販売単位：12個 販売単位：12個 販売単位：12個

1個あたり：78円　（税抜） 1個あたり：78円　（税抜） 1個あたり：65円　（税抜） 1個あたり：245円　（税抜） 1個あたり：65円　（税抜）

ペッタンキュウバンキャッチボール フラッシュファイバースティック キラキラアクアバトン プリズムライトサウンドガン メタルブレード(中)

販売価格：936円　（税抜） 販売価格：936円　（税抜） 販売価格：1560円　（税抜） 販売価格：1470円　（税抜） 販売価格：780円　（税抜）

販売単位：12個 販売単位：12個 販売単位：24個 販売単位：6個 販売単位：12個

1個あたり：78円　（税抜） 1個あたり：78円　（税抜） 1個あたり：105円　（税抜） 1個あたり：72円　（税抜） 1個あたり：105円　（税抜）

ふわふわしゃぼん玉てっぽう ライトクラウンカチューシャ ロボットハンド 光るどうぶつペンダント ライトアップヘリコプター

販売価格：936円　（税抜） 販売価格：936円　（税抜） 販売価格：630円　（税抜） 販売価格：864円　（税抜） 販売価格：1260円　（税抜）

販売単位：12個 販売単位：12個 販売単位：6個 販売単位：12個 販売単位：12個

1個あたり：65円　（税抜） 1個あたり：68円　（税抜） 1個あたり：68円　（税抜） 1個あたり：68円　（税抜）

フラッシュクリアブレスレット ライトニャンコカチューシャ フラッシュタコヨーヨー ゴージャスリボンカチューシャ 光る棒つきスノーマン

販売価格：1559円　（税抜） 販売価格：816円　（税抜） 販売価格：1632円　（税抜） 販売価格：816円　（税抜）

販売単位：24個 販売単位：12個 販売単位：24個 販売単位：12個

1個あたり：72円　（税抜）

販売単位：12個

販売価格：864円　（税抜）

ただし、１万円未満(税抜)の場合、送料756円(税込)（一部地域を除く）、および代引手数料324円(税込)はお客様のご負担になります。

商品1万円以上(税抜)お買い上げで送料無料！商品2万円以上(税抜)お買い上げならさらに5％OFF!



　

　

  

1個あたり：20円　（税抜） 1個あたり：24円　（税抜） 1個あたり：24円　（税抜） 1個あたり：28円　（税抜） 1個あたり：24円　（税抜）

※写真の商品と実際の商品は異なる場合がございます。

うきうききんぎょ(小) ペーパーヨーヨー ラバーショットアーチェリー クリアカラープルバックカー トゲピコボール(小)

販売価格：2000円　（税抜） 販売価格：1200円　（税抜） 販売価格：1200円　（税抜） 販売価格：1400円　（税抜） 販売価格：1200円　（税抜）

販売単位：100個 販売単位：50個 販売単位：50個 販売単位：50個 販売単位：50個

1個あたり：24円　（税抜） 1個あたり：20円　（税抜） 1個あたり：24円　（税抜） 1個あたり：24円　（税抜） 1個あたり：24円　（税抜）

かいぞくショートソード どこへカエル ニコニコウォーターヨーヨー フライグライダー うきうきアヒル

販売価格：1200円　（税抜） 販売価格：1000円　（税抜） 販売価格：1200円　（税抜） 販売価格：1200円　（税抜） 販売価格：1200円　（税抜）

販売単位：50個 販売単位：50個 販売単位：50個 販売単位：50個 販売単位：50個

1個あたり：20円　（税抜） 1個あたり：20円　（税抜） 1個あたり：14円　（税抜） 1個あたり：14円　（税抜） 1個あたり：14円　（税抜）

ペタコロてんとうむし 一撃KOパンチ プロペラシューター パズルでスマホ ハッピーホイッスル

販売価格：1000円　（税抜） 販売価格：1000円　（税抜） 販売価格：700円　（税抜） 販売価格：700円　（税抜） 販売価格：700円　（税抜）

販売単位：50個 販売単位：50個 販売単位：50個 販売単位：50個 販売単位：50個

1個あたり：14円　（税抜） 1個あたり：14円　（税抜） 1個あたり：14円　（税抜） 1個あたり：14円　（税抜） 1個あたり：7円　（税抜）

ミニどうぶつ巻鳥 サッカーボールヨーヨー ミニミニスプリング ミラクルワンダーステッキ ミニシール

販売価格：700円　（税抜） 販売価格：700円　（税抜） 販売価格：700円　（税抜） 販売価格：700円　（税抜） 販売価格：350円　（税抜）

販売単位：50個 販売単位：50個 販売単位：50個 販売単位：50個 販売単位：50個

ただし、１万円未満(税抜)の場合、送料756円(税込)（一部地域を除く）、および代引手数料324円(税込)はお客様のご負担になります。

商品1万円以上(税抜)お買い上げで送料無料！商品2万円以上(税抜)お買い上げならさらに5％OFF!



　

　

  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

商品1万円以上(税抜)お買い上げで送料無料！商品2万円以上(税抜)お買い上げならさらに5％OFF!
ただし、１万円未満(税抜)の場合、送料756円(税込)（一部地域を除く）、および代引手数料324円(税込)はお客様のご負担になります。

お客様へ

【ご注文方法】
弊社、ホームページ及びカタログ（FAX）を、ご利用ください。

申し訳ございません。 間違いを防ぐ為、お電話でのご注文はお受けしておりません。

【お支払い方法】

『代金引換』・『銀行振込(前払い)』・『コンビニ決済(前払い)』がご利用になれます。

※ご利用可能コンビニ

セブンイレブン ・ ファミリーマート ・ ローソン ・ セイコーマート ・ デイリーヤマザキ

サークルKサンクス ・ ミニストップ

【手数料・送料】

■代金引換 ： 引換手数料324円(税込)かかります。
（1万円以上(税抜)の商品ご購入で、送料・代金引換手数料が無料になります。）（一部地域除く）

■銀行振込 ： お振込手数料は、お客様側のご負担となります。
（1万円以上(税抜)の商品ご購入で、送料が無料になります）（一部地域除く）

■コンビニ決済 ： 1万円以上(税抜)の商品ご購入で、送料が無料になります。（一部地域除く）
※送料 ： 1万円以下(税抜)の商品ご購入の場合、送料756円(税込)がかかります。（一部地域除く）

※沖縄・離島等は、1万円以上(税抜)の商品ご購入の場合、1梱包につき1,000円(税込)の送料がかかります。

（沖縄・離島等は、1万円以下(税抜)の商品ご購入の場合、1梱包につき1,756円(税込)の送料がかかります）

【お届け方法】

『代金引換』 営業日13時までにご注文された場合、在庫の確認ができれば当日発送いたします。

『銀行振込(前払い)』 ご入金確認後の発送となります。

『コンビニ決済(前払い)』 ご入金確認後の発送となります。

【お知らせ】

インターネットで、さらに便利におかいもの！ クレジットカード決済始めました。

クレジットカード決済はインターネットからのご注文に限ります。

FAXでのご注文のお客様は、代引きクレジットカード決済（e-コレクト）サービスをご利用くださいませ。

「製造物賠償責任保険」付
以上

販促・集客景品玩具専門店 有限会社ちびっ子ランド
〒482-0033     愛知県岩倉市神野町又市223番5     

TEL＆FAX ： 0587-37-8124 E-MAIL ： info-chibikkorando@11omocha.jp     

営業時間 ： 平日10：00～16：00     （土・日・祝日および弊社指定休日を除く）



　

　

商品1万円以上(税抜)お買い上げで送料無料！商品2万円以上(税抜)お買い上げならさらに5％OFF!
ただし、１万円未満(税抜)の場合、送料756円(税込)（一部地域を除く）、および代引手数料324円(税込)はお客様のご負担になります。

　　　　　通常32円→30円税抜 　　通常32円→30円税抜

スポンジブロックパズル 価格　： 750円　（＋税） プラボールガン    価格　： 750円　（＋税）

（平成28年2月1日～28年2月29日まで期間限定）

期間内でも売り切れの場合がございます。ご了承下さいませ。

　         カテゴリ　： 女の子    カテゴリ　：  男女共用

　　　　　販売単位　： 25個    販売単位　：24個

　　　　　通常32円→30円税抜 　　通常32円→30円税抜

フライングUFO 価格　： 750円　（＋税） ピンポンセット    価格　： 750円　（＋税）

　　　　　カテゴリ　： 男女共用 　カテゴリ　： 男女共用

　　　　　販売単位　： 25個    販売単位　： 25個

　　　　　1個あたり　：    1個あたり　：

　　　　　通常32円→30円税抜 　　通常32円→30円税抜

どうぶつシャボン玉 価格　： 720円　（＋税） やわらかフェイスボール    価格　：720円　（＋税）

　　　　　カテゴリ　： 男女共用 　カテゴリ　： 男女共用

　　　　　販売単位　： 24個    販売単位　： 24個

　　　　　1個あたり　：    1個あたり　：

　　　　　1個あたり　：    1個あたり　：

　　　　　通常32円→30円税抜 　　通常34円→30円税抜

マウスリング 価格　：750円　（＋税） クリスタルライトLED    価格　：720円　（＋税）

　　　　　カテゴリ　：  男女共用 　カテゴリ　：男の子

　　　　　販売単位　： 25個 　　販売単位　： 25個

　　　　　1個あたり　：    1個あたり　：

　　　　　通常32円→30円税抜 　　通常32円→30円税抜

キュウバンボール 価格　： 750円　（＋税） カラフルスプリング    価格　： 720円　（＋税）

　　　　　カテゴリ　：男女共用 　カテゴリ　： 男女共用

　　　　　販売単位　： 25個    販売単位　： 24個

　　　　　1個あたり　：    1個あたり　：



　

　

 
 

 
 

備考 「製造物賠償責任保険」付

商品説明

1枚のボードに色々なおもちゃが5個付いたワクワクセッ
ト。　たくさんの種類が必要な方にピッタリです。どんなお
もちゃが付いてくるかはお楽しみ！
※写真の商品と実際の商品は異なる場合がございます。

商品1万円以上(税抜)お買い上げで送料無料！商品2万円以上(税抜)お買い上げならさらに5％OFF!
ただし、１万円未満(税抜)の場合、送料756円(税込)（一部地域を除く）、および代引手数料324円(税込)はお客様のご負担になります。

販売単位 4セット

販売価格 200円（税抜） × 4セット = 800円　（税抜）

生産国 中国

備考 「製造物賠償責任保険」付

商品説明

消費税分50個お得♪ちびっ子ランドのオンラインストアの担当者がイチ押
しする商品をセットでご紹介!13種類(集客・SP)単価14円+税の商品が7袋
(各50個入)と、単価20円+税の商品が6袋(各50個入)の合計650個セット
です。お忙しい方や、どんな商品を買ったらよいかお悩みの方に代わっ
て、ちびっ子ランド店員がオススメの人気商品を厳選してお届けします!送
料(一部地域を除く)・手数料がかかりません!
※写真の商品と実際の商品は異なる場合がございます。

GO！GO！パーティー

1個あたり  -円(税抜) 

販売単位 1セット

販売価格  10000円(税抜) 

生産国 中国

備考 「製造物賠償責任保険」付

商品説明

消費税分25個お得♪13種類(男女共用・男の子・女の子
カテゴリ)各25個、合計325個セットです。お忙しい方や、
どんな商品を買ったらよいかお悩みの方に代わって、ち
びっ子ランド店長がオススメの人気商品を厳選してお届
けします!送料(一部地域を除く)・手数料がかかりません!
※写真の商品と実際の商品は異なる場合がございます。

特選!ちびっ子ランドスペシャル650個セット

1個あたり  -円(税抜) 

販売単位 1セット

販売価格 10000円(税抜) 

生産国 中国

備考 「製造物賠償責任保険」付

商品説明

数量限定!あるだけ!!男女共用おもちゃ5種類×5個
で　　25入アソートセットです。何が入るかお楽しみ
♪
※写真の商品と実際の商品は異なる場合がござい
ます。

店長オススメ!人気商品325個セット

1個あたり  -円(税抜) 

販売単位 1セット

販売価格 25個 × 1= 950円（税抜）

生産国 中国

※写真の商品と実際の商品は異なる場合がございます。

男女共用詰め合わせ25個アソートセット

1個あたり  -円(税抜) 



　

　

 

　

商品1万円以上(税抜)お買い上げで送料無料！商品2万円以上(税抜)お買い上げならさらに5％OFF!
ただし、１万円未満(税抜)の場合、送料756円(税込)（一部地域を除く）、および代引手数料324円(税込)はお客様のご負担になります。

販売価格：800円　（＋税）

販売単位：25個

1個あたり：32円　（税抜）

ミッキー　メモ帳

販売価格：1008円　（＋税） 販売価格：1080円　（＋税） 販売価格：875円　（＋税） 販売価格：875円　（＋税） 販売価格：768円　（＋税）

販売単位：24個 販売単位：24個 販売単位：25個 販売単位：25個 販売単位：24個

1個あたり42円　（税抜） 1個あたり：45円　（税抜） 1個あたり：35円　（税抜） 1個あたり：35円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜）

プチタオル　アナと雪の女王 プチタオル　ディズニーアソート 小さなプリンセスソフィアおりがみ15枚入 ディズニーアソートおりがみ15枚入 リロ&スティッチ　メモ帳

販売価格：1150円　（＋税） 販売価格：1150円　（＋税） 販売価格：875円　（＋税） 販売価格：840円　（＋税） 販売価格：800円　（＋税）

販売単位：50個 販売単位：50個 販売単位：25個 販売単位：24個 販売単位：25個

1個あたり：23円　（税抜） 1個あたり：23円　（税抜） 1個あたり：35円　（税抜） 1個あたり：35円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜）

※写真の商品と実際の商品は異なる場合がございます。

きせかえシール　スヌーピー きせかえシール　ディズニーアソート ぬりえセット　アナと雪の女王 PUボール　ディズニーアソート チェーン付コインパース スティッチ



　

　

 

ただし、１万円未満(税抜)の場合、送料756円(税込)（一部地域を除く）、および代引手数料324円(税込)はお客様のご負担になります。

商品1万円以上(税抜)お買い上げで送料無料！商品2万円以上(税抜)お買い上げならさらに5％OFF!

販売価格：1000円　（＋税） 販売価格：1000円　（＋税） 販売価格：1260円　（＋税） 販売価格：1260円　（＋税） 販売価格：1050円　（＋税）

販売単位：25個 販売単位：25個 販売単位：36個 販売単位：36個 販売単位：30個

1個あたり：40円　（税抜） 1個あたり：40円　（税抜） 1個あたり：35円　（税抜） 1個あたり：35円　（税抜） 1個あたり：35円　（税抜）

カラーアルミホイッスル エアーミサイルスポドン フラッシュダイヤマウスペンダント フラッシュダイヤスターペンダント 光るミニハリネズミヨーヨー

販売価格：1728円　（＋税） 販売価格：840円　（＋税） 販売価格：1000円　（＋税） 販売価格：840円　（＋税） 販売価格：1000円　（＋税）

販売単位：48個 販売単位：24個 販売単位：25個 販売単位：24個 販売単位：25個

1個あたり：36円　（税抜） 1個あたり：35円　（税抜） 1個あたり：40円　（税抜） 1個あたり：35円　（税抜） 1個あたり：40円　（税抜）

ピカピカメダル レッツマジック めだまパンチボール ベタッと！たまご どうぶつパンチボール

販売価格：875円　（＋税） 販売価格：875円　（＋税） 販売価格：960円　（＋税） 販売価格：875円　（＋税） 販売価格：840円　（＋税）

販売単位：25個 販売単位：25個 販売単位：24個 販売単位：25個 販売単位：24個

1個あたり：35円　（税抜） 1個あたり：35円　（税抜） 1個あたり：40円　（税抜） 1個あたり：35円　（税抜） 1個あたり：35円　（税抜）

ウォーターガンマンピストル タンバリン 光るスポンジ棒 パンチガン クマウォーターボール

販売価格：960円　（＋税） 販売価格：1728円　（＋税） 販売価格：1000円　（＋税） 販売価格：1000円　（＋税） 販売価格：1248円　（＋税）

販売単位：24個 販売単位：48個 販売単位：25個 販売単位：25個 販売単位：24個

1個あたり：40円　（税抜） 1個あたり：36円　（税抜） 1個あたり：40円　（税抜） 1個あたり：40円　（税抜） 1個あたり：52円　（税抜）

※写真の商品と実際の商品は異なる場合がございます。

6面パズル ピカピカアヒル ドキドキドッカンゲーム たこちゃんパンチボール スポンジ日本刀



　

　

 

商品1万円以上(税抜)お買い上げで送料無料！商品2万円以上(税抜)お買い上げならさらに5％OFF!
ただし、１万円未満(税抜)の場合、送料756円(税込)（一部地域を除く）、および代引手数料324円(税込)はお客様のご負担になります。

販売価格：800円　（＋税） 販売価格：768円　（＋税） 販売価格：800円　（＋税） 販売価格：800円　（＋税） 販売価格：800円　（＋税）

販売単位：25個 販売単位：24個 販売単位：25個 販売単位：25個 販売単位：25個

1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜）

バスケットボールゲーム ビックリスライム ポコポコヘッド ピカピカイルカキーホルダー らくがきボード

販売価格：768円　（＋税） 販売価格：768円　（＋税） 販売価格：800円　（＋税） 販売価格：800円　（＋税） 販売価格：800円　（＋税）

販売単位：24個 販売単位：24個 販売単位：25個 販売単位：25個 販売単位：25個

1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜）

スマイルスターピンボール フリースロードーム 双眼鏡 プロペラトップガン ドキドキサーカスパチンコゲーム

販売価格：800円　（＋税） 販売価格：800円　（＋税） 販売価格：800円　（＋税） 販売価格：800円　（＋税） 販売価格：800円　（＋税）

販売単位：25個 販売単位：25個 販売単位：25個 販売単位：25個 販売単位：25個

1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜）

アヒルライトキーホルダー カエルのぴょん太 はくしゅハンドスティック アニマルスライドパズル サッカーカラーホイッスル

販売価格：1728円　（＋税） 販売価格：840円　（＋税） 販売価格：1728円　（＋税） 販売価格：768円　（＋税） 販売価格：800円　（＋税）

販売単位：48個 販売単位：24個 販売単位：48個 販売単位：24個 販売単位：25個

1個あたり：36円　（税抜） 1個あたり：35円　（税抜） 1個あたり：36円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜）

※写真の商品と実際の商品は異なる場合がございます。

ピカピカのりもの スマートピンボールゲーム ピカピカうんち ボトルけしごむ 変形クマさんグラス



　

　
  

ただし、１万円未満(税抜)の場合、送料756円(税込)（一部地域を除く）、および代引手数料324円(税込)はお客様のご負担になります。

商品1万円以上(税抜)お買い上げで送料無料！商品2万円以上(税抜)お買い上げならさらに5％OFF!

販売価格：800円　（＋税） 販売価格：800円　（＋税） 販売価格：800円　（＋税） 販売価格：800円　（＋税） 販売価格：800円　（＋税）

販売単位：25個 販売単位：25個 販売単位：25個 販売単位：25個 販売単位：25個

1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜）

パイレーツディッシュゲーム しゃんしゃんすてぃっく すなばあそび 光るスピンフォール カラフルリストバンドベル

販売価格：800円　（＋税） 販売価格：800円　（＋税） 販売価格：800円　（＋税） 販売価格：800円　（＋税） 販売価格：800円　（＋税）

販売単位：25個 販売単位：25個 販売単位：25個 販売単位：25個 販売単位：25個

1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜）

キャッチボール クミタテヘリコプターシューター どうぶつうちわ ペタペタマン バスケゴールリング

販売価格：800円　（＋税） 販売価格：768円　（＋税） 販売価格：800円　（＋税） 販売価格：800円　（＋税） 販売価格：800円　（＋税）

販売単位：25個 販売単位：24個 販売単位：25個 販売単位：25個 販売単位：25個

1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜）

ペタッとダーツ キラキラかざぐるま メカロボハンド ロケット爆弾 アイスパンチ

販売価格：768円　（＋税） 販売価格：800円　（＋税） 販売価格：800円　（＋税） 販売価格：800円　（＋税） 販売価格：768円　（＋税）

※1色OPP袋に変更

販売単位：24個 販売単位：25個 販売単位：25個 販売単位：25個 販売単位：24個

1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜）

※写真の商品と実際の商品は異なる場合がございます。

トランプ のびのびハンド ゴムトバシ飛行機 シャカシャカマラカス 海のいきものシャボン玉



　

　

 

商品1万円以上(税抜)お買い上げで送料無料！商品2万円以上(税抜)お買い上げならさらに5％OFF!
ただし、１万円未満(税抜)の場合、送料756円(税込)（一部地域を除く）、および代引手数料324円(税込)はお客様のご負担になります。

販売価格：800円　（＋税） 販売価格：800円　（＋税） 販売価格：800円　（＋税） 販売価格：800円　（＋税） 販売価格：800円　（＋税）

販売単位：25個 販売単位：25個 販売単位：25個 販売単位：25個 販売単位：25個

1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜）

メタリック海賊剣 ソフトダーツライフル ツアーリゾートバス バギーバイク たいほするぞ!!

販売価格：800円　（＋税） 販売価格：768円　（＋税） 販売価格：800円　（＋税） 販売価格：800円　（＋税） 販売価格：800円　（＋税）

販売単位：25個 販売単位：24個 販売単位：25個 販売単位：25個 販売単位：25個

1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜）

F-1フォーミュラーレーサー 鉄球(てっきゅう) カラフルスケルトン4WD 走るカブトムシ&クワガタ スポンジガン

1色OPP袋入に変更

販売価格：1000円　（＋税） 販売価格：800円　（＋税） 販売価格：800円　（＋税） 販売価格：800円　（＋税） 販売価格：800円　（＋税）

販売単位：25個 販売単位：25個 販売単位：25個 販売単位：25個 販売単位：25個

1個あたり：40円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜）

ナイトブレード ワーキングトラック メタルブレード ウィリービックホイールカー パラシュートソルジャー

販売価格：875円　（＋税） 販売価格：875円　（＋税） 販売価格：1000円　（＋税） 販売価格：1000円　（＋税） 販売価格：960円　（＋税）

販売単位：25個 販売単位：25個 販売単位：25個 販売単位：25個 販売単位：24個

1個あたり：35円　（税抜） 1個あたり：35円　（税抜） 1個あたり：40円　（税抜） 1個あたり：40円　（税抜） 1個あたり：40円　（税抜）

※写真の商品と実際の商品は異なる場合がございます。

BBハンドガンNO.5030 吹矢 スプリングボウガン のび〜る剣 日本刀



　

　

 

ちょうちょスティック ブレスレット

1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜）

販売単位：25個 販売単位：25個

カラフルチェーン

1個あたり：32円　（税抜）

販売単位：25個

販売価格：800円　（＋税）

商品1万円以上(税抜)お買い上げで送料無料！商品2万円以上(税抜)お買い上げならさらに5％OFF!
ただし、１万円未満(税抜)の場合、送料756円(税込)（一部地域を除く）、および代引手数料324円(税込)はお客様のご負担になります。

販売価格：800円　（＋税） 販売価格：800円　（＋税）

販売価格：800円　（＋税） 販売価格：800円　（＋税） 販売価格：800円　（＋税） 販売価格：800円　（＋税） 販売価格：800円　（＋税）

販売単位：25個 販売単位：25個 販売単位：25個 販売単位：25個 販売単位：25個

1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜）

しゃぼんステッキ フェアリーズカチューシャ ロングシール ジュエリーデコシール プリティシール

※1色OPP袋に変更

販売価格：768円　（＋税） 販売価格：768円　（＋税） 販売価格：800円　（＋税） 販売価格：800円　（＋税） 販売価格：800円　（＋税）

販売単位：24個 販売単位：24個 販売単位：25個 販売単位：25個 販売単位：25個

1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜） 1個あたり：32円　（税抜）

ラブリーブレスレット ハンドクラフトビーズ コーディネートシール プリンセスネックレス プリンセスリング

販売価格：1260円　（＋税） 販売価格：1260円　（＋税） 販売価格：1260円　（＋税） 販売価格：1260円　（＋税） 販売価格：1440円　（＋税）

販売単位：36個 販売単位：36個 販売単位：36個 販売単位：36個 販売単位：36個

1個あたり：35円　（税抜） 1個あたり：35円　（税抜） 1個あたり：35円　（税抜） 1個あたり：35円　（税抜） 1個あたり：40円　（税抜）

※写真の商品と実際の商品は異なる場合がございます。

フラッシュダイヤリボンペンダント フラッシュパールリング フラッシュダイヤリボンペンダント フラッシュフラワーリング 光るダイヤゆびわ



　

　

 

　　

ライトニャンコカチューシャ

1個あたり：68円　（税抜）

販売単位：12個

販売価格：816円　（＋税）

商品1万円以上(税抜)お買い上げで送料無料！商品2万円以上(税抜)お買い上げならさらに5％OFF!
ただし、１万円未満(税抜)の場合、送料756円(税込)（一部地域を除く）、および代引手数料324円(税込)はお客様のご負担になります。

販売価格：816円　（＋税） 販売価格：1680円　（＋税） 販売価格：1728円　（＋税） 販売価格：1560円　（＋税） 販売価格：780円　（＋税）

販売単位：12個 販売単位：6個 販売単位：24個 販売単位：24個 販売単位：12個

1個あたり：68円　（税抜） 1個あたり：280円　（税抜） 1個あたり：72円　（税抜） 1個あたり：65円　（税抜） 1個あたり：65円　（税抜）

ライトマウスリボンカチューシャ うきうきアヒル(ビッグ) 水風船ヨーヨー ピカピコレインボーボール ライトスティック

販売価格：1632円　（＋税） 販売価格：560円　（＋税） 販売価格：560円　（＋税） 販売価格：816円　（＋税） 販売価格：864円　（＋税）

販売単位：24個 販売単位：10個 販売単位：10個 販売単位：12個 販売単位：12個

1個あたり：68円　（税抜） 1個あたり：56円　（税抜） 1個あたり：56円　（税抜） 1個あたり：68円　（税抜） 1個あたり：72円　（税抜）

フラッシュタコヨーヨー ゴッドソード バイキングソード 光る剣(3型アソート) フラッシュブレイブソード

販売価格：1248円　（＋税） 販売価格：816円　（＋税） 販売価格：560円　（＋税）

販売単位：24個 販売単位：12個 販売単位：10個

1個あたり：52円　（税抜） 1個あたり：68円　（税抜） 1個あたり：56円　（税抜）

スティックバブル 光るフライングツイスター 魔法のスティックほうき

販売価格：1000円　（＋税） 販売価格：463円　（＋税） 販売価格：1400円　（＋税） 販売価格：1400円　（＋税） 販売価格：1300円　（＋税）

販売単位：100個 販売単位：50個 販売単位：1個 販売単位：1個 販売単位：1個

1個あたり：10円　（税抜） 1個あたり：9.25円　（税抜） 1個あたり：1400円　（税抜） 1個あたり：1400円　（税抜） 1個あたり：1300円　（税抜）

※写真の商品と実際の商品は異なる場合がございます。

やわらかうにボール ぷかぷか海のいきもの50個入 えんぴつけずり当100付 けしごむあて スーパーボール当



　

　

  

  

商品1万円以上(税抜)お買い上げで送料無料！商品2万円以上(税抜)お買い上げならさらに5％OFF!
ただし、１万円未満(税抜)の場合、送料756円(税込)（一部地域を除く）、および代引手数料324円(税込)はお客様のご負担になります。

販売価格：780円　（＋税） 販売価格：1560円　（＋税） 販売価格：780円　（＋税） 販売価格：936円　（＋税） 販売価格：936円　（＋税）

販売単位：12個 販売単位：24個 販売単位：12個 販売単位：12個 販売単位：12個

1個あたり：65円　（税抜） 1個あたり：65円　（税抜） 1個あたり：65円　（税抜） 1個あたり：78円　（税抜） 1個あたり：78円　（税抜）

ジャンボキラキラかざぐるま キラキラアクアバトン フリフリピース ペッタンキュウバンキャッチボール ふわふわしゃぼん玉てっぽう

販売価格：780円　（＋税） 販売価格：936円　（＋税） 販売価格：1,470円　（＋税） 販売価格：780円　（＋税） 販売価格：1260円　（＋税）

販売単位：12個 販売単位：12個 販売単位：6個 販売単位：12個 販売単位：6個

1個あたり：65円　（税抜） 1個あたり：78円　（税抜） 1個あたり：245円　（税抜） 1個あたり：65円　（税抜） 1個あたり：210円　（税抜）

ミサイルロケットショット ベースボールセット BBガンNO.1238 光るバッチ ジャイアントアイスパンチ

販売価格：780円　（＋税） 販売価格：1560円　（＋税） 販売価格：840円　（＋税） 販売価格：840円　（＋税） 販売価格：780円　（＋税）

販売単位：12個 販売単位：24個 販売単位：6個 販売単位：6個 販売単位：12個

1個あたり：65円　（税抜） 1個あたり：65円　（税抜） 1個あたり：140円　（税抜） 1個あたり：140円　（税抜） 1個あたり：65円　（税抜）

メタルブレード(中) ピカピコマウスヨーヨー 光るクリスタルスタースティック トリプルライトスティック 円盤ウォッチ

販売価格：1260円　（＋税） 販売価格：1260円　（＋税） 販売価格：780円　（＋税） 販売価格：780円　（＋税） 販売価格：1040円　（＋税）

販売単位：12個 販売単位：12個 販売単位：12個 販売単位：12個 販売単位：16個

1個あたり：105円　（税抜） 1個あたり：105円　（税抜） 1個あたり：65円　（税抜） 1個あたり：65円　（税抜） 1個あたり：65円　（税抜）

※写真の商品と実際の商品は異なる場合がございます。

光るプリズムマウススティック クリスタルライトソード フラッシュユーフォー ピンポンバスケットラリー ピカピコアヒルヨーヨー



　

　

  

 

商品1万円以上(税抜)お買い上げで送料無料！商品2万円以上(税抜)お買い上げならさらに5％OFF!
ただし、１万円未満(税抜)の場合、送料756円(税込)（一部地域を除く）、および代引手数料324円(税込)はお客様のご負担になります。

販売価格：700円　（＋税） 販売価格：1000円　（＋税） 販売価格：700円　（＋税） 販売価格：350円　（＋税） 販売価格：700円　（＋税）

販売単位：50個 販売単位：50個 販売単位：50個 販売単位：50個 販売単位：50個

1個あたり：14円　（税抜） 1個あたり：20円　（税抜） 1個あたり：14円　（税抜） 1個あたり：7円　（税抜） 1個あたり：14円　（税抜）

ジュエリーゆびわ わくわく　ペッタンUFO ミニカラフルタイヤヨーヨー ミニシール ミニめいろゲーム

販売価格：1000円　（＋税） 販売価格：1000円　（＋税） 販売価格：1200円　（＋税） 販売価格：1000円　（＋税） 販売価格：700円　（＋税）

販売単位：50個 販売単位：50個 販売単位：50個 販売単位：50個 販売単位：50個

1個あたり：20円　（税抜） 1個あたり：20円　（税抜） 1個あたり：24円　（税抜） 1個あたり：20円　（税抜） 1個あたり：14円　（税抜）

海洋生物スポンジパズル ぎゃくてんコマ かいぞくショートソード フォースアウトガン プロペラシューター

販売価格：1200円　（＋税） 販売価格：1200円　（＋税） 販売価格：700円　（＋税） 販売価格：1000円　（＋税） 販売価格：1000円　（＋税）

販売単位：50個 販売単位：50個 販売単位：50個 販売単位：50個 販売単位：50個

1個あたり：24円　（税抜） 1個あたり：24円　（税抜） 1個あたり：14円　（税抜） 1個あたり：20円　（税抜） 1個あたり：20円　（税抜）

寿司すとらっぷ ペーパーヨーヨー バラエティクリップ フラワーブレスレット スプリングバネバーネ

販売価格：1000円　（＋税） 販売価格：1200円　（＋税） 販売価格：1200円　（＋税） 販売価格：1200円　（＋税） 販売価格：1200円　（＋税）

販売単位：100個 販売単位：50個 販売単位：50個 販売単位：50個 販売単位：50個

1個あたり：10円　（税抜） 1個あたり：24円　（税抜） 1個あたり：24円　（税抜） 1個あたり：24円　（税抜） 1個あたり：24円　（税抜）

※写真の商品と実際の商品は異なる場合がございます。

ニコニココマ ニコニコウォーターヨーヨー フライグライダー うきうきアソート(小) 二連ふきもどし



　

　

  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

ただし、１万円未満(税抜)の場合、送料756円(税込)（一部地域を除く）、および代引手数料324円(税込)はお客様のご負担になります。

 

商品1万円以上(税抜)お買い上げで送料無料！商品2万円以上(税抜)お買い上げならさらに5％OFF!

お客様へ

【ご注文方法】
弊社、ホームページ及びカタログ（FAX）を、ご利用ください。

申し訳ございません。 間違いを防ぐ為、お電話でのご注文はお受けしておりません。

【お支払い方法】

『代金引換』・『銀行振込(前払い)』・『コンビニ決済(前払い)』がご利用になれます。

※ご利用可能コンビニ

セブンイレブン ・ ファミリーマート ・ ローソン ・ セイコーマート ・ デイリーヤマザキ

サークルKサンクス ・ ミニストップ

【手数料・送料】

■代金引換 ： 引換手数料324円(税込)かかります。
（1万円以上(税抜)の商品ご購入で、送料・代金引換手数料が無料になります。）（一部地域除く）

■銀行振込 ： お振込手数料は、お客様側のご負担となります。
（1万円以上(税抜)の商品ご購入で、送料が無料になります）（一部地域除く）

■コンビニ決済 ： 1万円以上(税抜)の商品ご購入で、送料が無料になります。（一部地域除く）
※送料 ： 1万円以下(税抜)の商品ご購入の場合、送料756円(税込)がかかります。（一部地域除く）

※沖縄・離島等は、1万円以上(税抜)の商品ご購入の場合、1梱包につき1,000円(税込)の送料がかかります。

（沖縄・離島等は、1万円以下(税抜)の商品ご購入の場合、1梱包につき1,756円(税込)の送料がかかります）

【お届け方法】

『代金引換』 営業日13時までにご注文された場合、在庫の確認ができれば当日発送いたします。

『銀行振込(前払い)』 ご入金確認後の発送となります。

『コンビニ決済(前払い)』 ご入金確認後の発送となります。

【お知らせ】

インターネットで、さらに便利におかいもの！ クレジットカード決済始めました。

クレジットカード決済はインターネットからのご注文に限ります。

FAXでのご注文のお客様は、代引きクレジットカード決済（e-コレクト）サービスをご利用くださいませ。

「製造物賠償責任保険」付
以上

販促・集客景品玩具専門店 有限会社ちびっ子ランド
〒482-0033     愛知県岩倉市神野町又市223番5     

TEL＆FAX ： 0587-37-8124 E-MAIL ： info-chibikkorando@11omocha.jp     

営業時間 ： 平日10：00～16：00     （土・日・祝日および弊社指定休日を除く）



実　施　年　月　日　場　所

欠　　　　席　　　　者　　　　名

施設長 管理部長

会　　議　　報　　告　　書

報告者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　　　　　　　　　　　　　　　　　　

平成　　　年　　月　　日　　　　　　　　場所：　　　

出　　　　席　　　　者　　　　名

弊社、ホームページ及びカタログ（FAX）を、ご利用ください。

申し訳ございません。 間違いを防ぐ為、お電話でのご注文はお受けしておりません。

『代金引換』・『銀行振込(前払い)』・『コンビニ決済(前払い)』がご利用になれます。

ご利用可能コンビニ

・ ファミリーマート ・ ローソン ・ セイコーマート ・ デイリーヤマザキ ・ サークルKサンクス

引換手数料315円かかります。

1万円以上の商品ご購入は、送料・代金引換手数料が無料になります。）（一部地域除く）

お振込手数料は、お客様側のご負担となります。

1万円以上の商品ご購入は、送料が無料になります。）（一部地域除く）

： 手数料210円かかります。

万円以上の商品ご購入は、送料・コンビニ決済手数料が無料になります。）（一部地域除く）

万円以下の商品ご購入の場合、送料735円かかります。（一部地域除く）

沖縄・離島等は、1万円以上の商品ご購入の場合、1梱包につき1,000円の送料がかかります。

（沖縄・離島等は、1万円以下の商品ご購入の場合、1梱包につき1,735円の送料がかかります。）

営業日13時までにご注文された場合、在庫の確認ができれば当日発送いたします。

前払い)』 ご入金確認後の発送となります。

前払い)』 ご入金確認後の発送となります。

インターネットで、さらに便利におかいもの！ クレジットカード決済始めました。

クレジットカード決済はインターネットからのご注文に限ります。

でのご注文のお客様は、代引きクレジットカード決済（e-コレクト）サービスをご利用くださいませ。

「製造物賠償責任保険」付

以上

販促・集客景品玩具専門店 有限会社ちびっ子ランド

愛知県岩倉市神野町又市223番5     

0587-37-8124 E-MAIL ： info-chibikkorando@11omocha.jp     

平素より、弊社をご利用いただき誠にありがとうございます。

お盆期間の営業･配送につきまして、下記の通りとさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

■

※

■ご注文と発送について■

【代引きをご利用（金

2013

【銀行振込をご利用のお客様

2013

2013

ご入金確認処理後、商品の発送は

【コンビニ決済をご利用のお客様

2013

2013

ご入金確認処理後、商品の発送は

※

2013

お客様へ

【ご注文方法】

弊社、ホームページ及びカタログ（

申し訳ございません。

【お支払い方法】

『代金引換』・『銀行振込

※

セブンイレブン

【手数料・送料】

■代金引換

■銀行振込

■コンビニ決済

＊送料

※

【お届け方法】

『代金引換』

『銀行振込

『コンビニ決済

【お知らせ】

インターネットで、さらに便利におかいもの！

クレジットカード決済はインターネットからのご注文に限ります。


