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P-1285-SA
バーコードNo.128530

P-1285-SB
バーコードNo.128547

P-1285-SC（2色アソート）
バーコードNo.128554

※ウィンドウボックス見本

※ウィンドウボックス見本

P-1284-SA　
バーコードNo.128417

P-1284-SB　
バーコードNo.128424

P-1284-SC（2色アソート）
バーコードNo.128431

P-1284-SD（2色アソート）
バーコードNo.128448

P-1285-SD（2色アソート）
バーコードNo.128561

P-1285-LA　
バーコードNo.928512

P-1285-LB　金白
バーコードNo.928529

P-1285-LC　(2色アソート)
バーコードNo.928536

P-1285-LD　(2色アソート)
バーコードNo.928543

P-1077-A　
￥1,260〈1,200〉
羽根径5cm 全長25cm 
バーコードNo.107719

P-1077-B　
￥1,260〈1,200〉 
羽根径5cm 全長25cm 
バーコードNo.107726

P-1077-SA　
￥1,008〈960〉
羽根径2.8cm　全長25cm　
バーコードNo.107733

P-1077-SB　
￥1,008〈960〉
羽根径2.8cm　全長25cm　
バーコードNo.107740

P-1332-KSS　
￥2,100〈2,000〉
1セット / 120セット　羽根径3.5cm
バーコードNo.833243

P-1332-KS　
￥2,100〈2,000〉　
1セット / 72セット　羽根径5cm
バーコードNo.833250

ウィンドウボックス入り

ウィンドウボックス入り

追羽根ピック　ゴールド（6ヶセット）　1セット / 120セット　材質：PE　P　WI

P-1203-L　
￥3,150〈3,000〉
1セット / 48セット
羽根径8cm　全長40cm
バーコードNo.120350

P-1203-M　
￥3,150〈3,000〉
1セット / 48セット
羽根径7cm　全長40cm
バーコードNo.120343

P-1203-S　
￥2,520〈2,400〉
1セット / 60セット
羽根径5cm　全長30cm
バーコードNo.120336

ウィンドウボックス入り

追羽根フェザー（12ヶアソート）　￥3,150〈3,000〉
材質：PE　WO　ＷＩ　　　　

P-1332-L（12ヶセット）　　
￥3,150〈3,000〉
1セット / 48セット
羽根径8cm　全長40cm
バーコードNo.933257

P-1332-S（12ヶセット）　　
￥3,024〈2,880〉
1セット / 60セット
羽根径5cm　全長30cm
バーコードNo.933233

P-1332-SS（6ヶセット）　
￥1,575〈1,500〉
1セット / 72セット
羽根径3.5cm　全長25cm
バーコードNo.933226

ウィンドウボックス入り

2TONE追羽根　材質：PE　WO　ＷＩ　　　　

P-1078-M　
￥1,575〈1,500〉
1パック /  96パック
羽根径9cm　全長40cm
バーコードNo.107849

P-1078-S　
￥1,260〈1,200〉
1パック /  120パック
羽根径2.5cm　全長30cm
バーコードNo.107832

ウィンドウボックス入り

和紙追羽根（6ヶアソート）　材質：PP　WO　WI　　　
ウィンドウボックス入り

ちりめん追羽根（6ヶセット）　1セット / 96セット　材質：Ｌ　WO　ＷＩ

ウィンドウボックス入り

フェザー追羽根（10ヶセット）　材質：PE　WO

P-1076-K
1セット / 72セット
羽根径5cm
バーコードNo.107658

P-1076-KS　
1セット / 120セット
羽根径3cm
バーコードNo.907630

ウィンドウボックス入り

ちりめん追羽根（10ヶアソート）　￥1,575〈1,500〉　材質：L　WO
ウィンドウボックス入り

水引追羽根ピック（6ヶセット）　￥1,575〈1,500〉　
1セット / 96セット　羽根径7cm　全長45cm　材質：Ｍ　ＷＯ　ＷＩ

ウィンドウボックス入り

水引追羽根ピック（6ヶセット）　￥1,260〈1,200〉 1セット / 72セット　羽根径4cm　全長31cm　材質：M　WO　WI

水引追羽根（6ヶセット）　￥1,260〈1,200〉 1セット / 96セット　羽根径4cm　材質：M　WO　WI

P-1875-W　白
バーコードNo.187513

P-1875-R　赤
バーコードNo.187551

ウィンドウボックス入り

スイングピック追羽根＆凧(6ヶセット)　￥2,205〈2,100〉　1セット / 80セット
羽根径3cm　全長50cm　材質：PP　B　WO　L　WI　

P-1874-A　
バーコードNo.187414

P-1874-D　
バーコードNo.187445

ウィンドウボックス入り

スイングピック水引追羽根(6ヶセット)　￥2,079〈1,980〉　1セット / 80セット
羽根径3cm　全長50cm　材質：PP　B WO　L　WI　

P-1331-M
￥1,449〈1,380〉
羽根径5cm　全長40cm
バーコードNo.133145

P-1331-S
￥1,260〈1,200〉　
羽根径3cm　全長31cm
バーコードNo.133138

P-1331-L　
￥1,890〈1,800〉
羽根径8cm　全長40cm
バーコードNo.133152
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