
【クレヨントランポリン】

見た目もキュートなクレヨン鉛筆のデザイン

シーズンを問わずご利用頂ける遊具です。

※納品まで約45日前後かかります。

室内おすすめ度★★★★★★★

屋外おすすめ度★★★★★★★
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ふわふわ遊具
NEW 
ITEM

【トランポリンアンダーザシー】

人気の海の仲間リーズです。

お魚気分を味わえます。

室内おすすめ度★★★★★★★

屋外おすすめ度★★★★★★★
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【オーシャントランポリン】

大人気の『ニモと同じクマノミ』のトランポリン

です！！立体的なマリン空間を演出できます。

室内おすすめ度★★★★★★★
屋外おすすめ度★★★★★★★

在庫残り1点
お早めに！！

80日レンタル価格

￥400,000-（税別送料別途）
素材 PVC

サイズ 5ｍ×5ｍ×3.18ｍH 送風機付き

【スイーツキャッスル】

デコレーションケーキのトランポリンが新登場！

遊ぶ前に撮影行列ができちゃうかも！！！

※納品まで約45日前後かかります。

室内おすすめ度★★★★★★★
屋外おすすめ度★★★★★★★

【ドーナッツハウス】

見た目もかわいい人気のお家シリーズから

トランポリンとして新登場です！！

※納品まで約45日前後かかります。

室内おすすめ度★★★★★★★
屋外おすすめ度★★★★★★★

NEW 
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【パンダトランポリン】

オールシーズン利用可能遊具です。

ピンクのパンダは見た目以上にインパクト大です。

中は暖く快適です。

室内おすすめ度★
屋外おすすめ度★★★★★★★

在庫残り1点
お早めに！！

80日レンタル価格

￥520,000-（税別送料別途）
素材 PVC

サイズ 5ｍ×6ｍ×5ｍH 送風機付き

80日レンタル価格

￥270,000-（税別送料別途）
素材 PVC

サイズ 4ｍ×2.8ｍ×2.2ｍH 送風機付き

80日レンタル価格

￥800,000-（税別送料別途）
素材 PVC

サイズ 4.5ｍ×5.3ｍ×4.65ｍ 送風機付き

80日レンタル価格

￥750,000-（税別送料別途）
素材 PVC

サイズ 8ｍ×7.4ｍ×7.2ｍ 送風機付き

在庫残り1点
お早めに！！

80日レンタル価格

￥500,000-（税別送料別途）
素材 PVC

サイズ 7ｍ×6ｍ 送風機付き



【わくわくトランポリン】

ネットの為見通しが良く子供を見守りやすい

為保護者にとって安心の遊具です。

室内おすすめ度★★★★★★★
屋外おすすめ度★★★★★★★

ふわふわ遊具

【スクエアトランポリン】

シンプルなトランポリンです。

ちょっとした空きスペース利用に最適。

室内おすすめ度★★★★★★★

屋外おすすめ度★★★★★★★

【サッカーダーツ】

オールシーズン利用可能遊具です。

専用サッカーボールを的に目掛けて

シュ－ト！！大人も楽しめる遊具です。

室内おすすめ度 ★★★

屋外おすすめ度 ★★★★★★★

80日レンタル価格

￥480,000-（税別送料別途）
※納品まで約45日前後かかります

素材 PVC 送風機付き

80日レンタル価格

￥270,000-（税別送料別途）
素材 PVC 送風機付き

80日レンタル価格

￥250,000-（税別送料別途）

素材 PVC 送風機付き

【ビックウェーブスライダー】

オールシーズン利用可能遊具です。大人気必須！

スピード上げて滑り抜けよう！！

リピーター続出注意！！

室内おすすめ度★★★★★★★
屋外おすすめ度★★★★★★★

【ビッククロコダイル】

オールシーズン利用可能遊具です。不動の人気を

誇ります。ワニキャラクターの可愛さの虜続出

間違いなし！！

室内おすすめ度★★★★★★★
屋外おすすめ度★★★★★★★

在庫残り1点
お早めに！！

在庫残り1点
お早めに！！

80日レンタル価格

￥600,000-（税別送料別途）

素材 PVC 送風機付き

【スプラッシュスライダー】

最長100ｍまで設置可能です。20ｍのパーツを

お好きな個数で設置できます。傾斜地に

おすすめのスライダーです。

室内おすすめ度★
屋外おすすめ度★★★★★★★

100ｍ
1点あり

80日レンタル価格

￥560,000-（税別送料別途）

素材 PVC 送風機付き

80日レンタル価格

￥350,000-（税別送料別途）

素材 PVC 送風機付き



コイン式遊具・他

【ミニローラー】

人気のビックローラーからMINIが新登場

オールシーズン+水陸両用利用可能遊具です。

80日レンタル価格￥180,000（税別送料別途）

※納品まで約45日前後かかります。

室内おすすめ度 ★★★★★★★

屋外おすすめ度 ★★★★★★★

【アニマルカート】

コイン式なので人手不足解消におすすめの

遊具です。200円で3分走ります。

親子で乗車可能。

室内おすすめ度★★★★★★★

屋外おすすめ度★

NEW 
ITEM

【ホワイトボール】

まるで泡？！幻想的な印象を与える

半透明のボールです。少し大きめの直径

8ｃｍなので存在感も抜群です。

個数は設置個所により応相談

室内おすすめ度★★★★★★★

屋外おすすめ度★

【シェル】

素材 PVC

サイズ 2.4cm

送風機が必要です 100ｖ 1100w

ご利用の際には電源が必要になります。

NEW 
ITEM

【新作シーソー各種】

・商品仕様 本体サイズ：1.05×0.45×高さ0.75m 、
電源タイプ：密封式、ハンドブロアー付
・3点セット（お好きなデザインの中からカスタマイズ）80日レンタル価格 221,000円

・1点レンタル価格80日 89,600円～。

80日レンタル価格

￥180,000-（税別送料別途）
素材 PVC 送風機付き

80日レンタル価格

￥120,000-（税別送料別途）
※室内のみ利用可能です。

（8ｍ×8ｍ程スペースが必要です。）

80日レンタル価格

￥168,000-（税別送料別途）
※室内のみ利用可能です。

80日レンタル価格

￥応相談

※室内のみ利用可能です。

NEWデザイン登場！！
フォトジェニックで子どもにちょうどいいサイズ！

屋外でも屋内のキッズコーナーでも
大活躍間違いなしのシーソーシリーズ

ふんわりユニコーン スペースシップ

ユニコーンシーソー

1.5×0.65×1.1 m

ダイナソー 紫ダイナソー 青 フォックス
大きめシリーズ1..7×0.8×1.5 m

【アニマルシーソー各種】
1.05×0.45×高さ0.75m

トナカイ

NEW 
ITEM



ドーム・テント

【巨大ドーム】

素材 ナイロン

ドーム高さ 3ｍ～18ｍ

送風機が必要です

屋外にてご利用の際には電源のご準備をお願いいたします。

販売価格のみ

1台￥800,000～（税別送料別途）

【かまくらドーム】

直径 710cm

全長 810cm

高さ 365cm

送風機が必要です

屋外にてご利用の際には電源のご準備をお願いいたします。
80日レンタル価格

1台￥500,000（税別送料別途）

【スカイドーム】

素材 ポリカーボネート

ドーム直径 325.7cm

全長 325.7cm

高さ 240cm

屋外にてご利用の際には電源のご準備をお願いいたします。

LEDを仕込むことで夜はライトアップ可能。

幻想的な空間の演出できます。

）

NEW 
ITEM

【MINIかまくらドーム】

直径 3m

全長 3ｍ

送風機が必要です 100ｖ 1100w

屋外にてご利用の際には電源のご準備をお願いいたします。
80日レンタル価格

1台￥300,000（税別送料別途）

【スカイテント】

素材 PVC

送風機が必要になります。

80日レンタル価格

1台￥600,000（税別送料別途）

80日レンタル価格

1台￥500,000（税別送料別途）

80日レンタル価格

1台￥800,000（税別送料別途）

80日レンタル価格

1台￥300,000（税別送料別途）

80日レンタル価格

1台￥260,000（税別送料別途）



夏におすすめずぶ濡れアイテム

【クジラ】

クジラの頭から水が吹き出ます。水圧を調整できるので、びしょ濡れも可能です。

素材 PVC

サイズ 1.6ｍ
80日レンタル価格

1台￥168,000（税別送料別途）

【インボートンネル】

虹の下側から雨が降る。貴方は濡れないで通れる自信ありますか？？

高さ 1.67ｍ

横幅 2.38ｍ

厚み 0.98m
80日レンタル価格

1台￥180,000（税別送料別途）

【ユニコーン】

ユニコーンの角から水が出ます。見た目もかわいいので人気のアイテム間違いなし！

素材 PVC

高さ 1.84ｍ

長さ 2.68ｍ

送風機が必要になります。
80日レンタル価格

1台￥220,000（税別送料別途）

NEW 
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NEW 
ITEM

NEW 
ITEM

【バナナシーソー】

クジラの頭から水が吹き出ます。水圧を調整できるので、びしょ濡れも可能です。

素材 PVC

サイズ 3.2×1×高さ0.9m

電源タイプ：密封式、ハンドブロアー付

90日レンタル価格 120,000円

【トランポリン】

商品仕様 本体サイズ：直径3.2×高さ0.65m

電源タイプ：密封式、ハンドブロアー付

90日レンタル価格 190,000円
（税別送料別途）

【ミニシーソー】

商品仕様 本体サイズ：2.1×1×高さ0.9m

電源タイプ：密封式、ハンドブロアー付

90日レンタル価格 82000円
（税別送料別途）



定番人気商品

【ビックローラー】

ビックローラーエアーポンプ1台、補修セット、ロープ

【２ｍウォーターバルーン３個セット】

ウォーターバルーン専用送風機1台（専用ホース1本付）

ジッパースプレー4本、補修セット、ロープ

【２ｍウォーターバルーン２個セット】

ウォーターバルーン専用送風機1台（専用ホース1本付）
ジッパースプレー4本、補修セット、ロープ、

年間定額レンタル価格（月額￥40,000-）

2個1セット￥480,000
（税別送料別途）

年間定額レンタル価格（月額￥53,800-）

3個1セット￥645,000
（税別送料別途）

年間定額レンタル（月額￥34,650-）

￥453,000
（税別送料別途）

【パドラーボート２人乗り】

ボート本体のみ

【水上アスレチック(3.8*8m)】

エアーポンプ、ロープ、補修材

【パドラーボート１人乗りレギュラー】

ボート本体のみ

【パドラーボートジュニア】

ボート本体のみ

【パドラーボートベイビー】

ボート本体のみ

年間定額レンタル（月額￥7,700-）

￥92,000
（税別送料別途）

年間定額レンタル（月額￥5,600-）

￥66,400
（税別送料別途）

年間定額レンタル（月額￥4,200-）

￥50,400
（税別送料別途）

年間定額レンタル（月額￥3,700-）

￥44,400
（税別送料別途）

年間定額レンタル（月額￥45,000-）

￥540,000
（税別送料別途）


