
参考対応品　お菓子のおまけフィギュア、ボトルキャップフィギュア、カプセル自販機フィギュア、
1/24カーモデル、1/12バイクモデル、Nゲージ、モデルガン、ジオラマ など

参考対応品　お菓子のおまけフィギュア、ボトルキャップフィギュア、カプセル自販機フィギュア、
1/24カーモデル、1/12バイクモデル、Nゲージ、モデルガン、ジオラマ など

★3532
ディスプレイケース・深型 4個セット

入数：18 材質：P.S.
サイズ：223×115×126 カラー：C（台座：BK）
有効内寸：210×103×108 JANコード：4906137353216
外箱サイズ：700×482×765
個箱サイズ：235×225×248

3（552718）

★3530
ディスプレイケース15型

入数：16 外箱サイズ：612×510×756
サイズ：286×237×178 個箱サイズ：295×248×185
有効内寸：282×220×145 材質：P.S.
ひな壇： 282×[上段73.5+下段73.5]

×[上段30・下段15]
カラー：C（台座：BK）
JANコード：4906137353018

3（457617）

★9339
ラウンドディスプレイケースワイドL型・フラットタイプ

入数：12 材質：P.S.
サイズ：345×133×134 カラー：C（台座：BK）
有効内寸：327×100×113 JANコード：4906137933913
外箱サイズ：547×355×425

8（30071）

★9317
ラウンドディスプレイケースワイド・フラットタイプ

入数：12 材質：P.S.
サイズ：345×102×93 カラー：C（台座：BK）
有効内寸：327×72×72 JANコード：4906137931711
外箱サイズ：426×355×302

8（25759）

★3047
ディスプレイケース・深型ひな壇 4個セット

入数：18 個箱サイズ：235×225×248
サイズ：223×115×126 材質：P.S.
有効内寸：210×103×108 カラー：C（台座：BK）
ひな壇上有効内寸：210×52×95 JANコード：4906137304713
外箱サイズ：700×482×765

3（157713）

★3531
ディスプレイケース20型

入数：12 外箱サイズ：612×510×725
サイズ：286×237×224 個箱サイズ：295×248×235
有効内寸：282×220×191 材質：P.S.
ひな壇： 282×[上段73.5+下段73.5]

×[上段30・下段15]
カラー：C（台座：BK）
JANコード：4906137353117

3（157710）

★9340
ラウンドディスプレイケースワイドL型・ひな壇タイプ

入数：12 外箱サイズ：547×355×425
サイズ：345×133×134 材質：P.S.
有効内寸：327×100×113 カラー：C（台座：BK）
ひな壇上有効内寸：327×50×98 JANコード：4906137934019

8（15277）

★9318
ラウンドディスプレイケースワイド・ひな壇タイプ

入数：12 外箱サイズ：426×355×302
サイズ：345×102×93 材質：P.S.
有効内寸：327×72×72 カラー：C（台座：BK）
ひな壇上有効内寸：327×40×57 JANコード：4906137931810

8（55755）

★3533
ディスプレイケース・ワイド 4個セット

入数：18 材質：P.S.
サイズ：275×86×96 カラー：C（台座：BK）
有効内寸：263×74×78 JANコード：4906137353315
外箱サイズ：580×548×587
個箱サイズ：277×180×190

3（657612）

★9341
スタンドディスプレイケース

入数：12 材質：P.S.
サイズ：335×250×45 カラー：C（台座：BK）
最大有効内寸：307×219×38 JANコード：4906137934118
外箱サイズ：570×348×262

8（40593）

★9337
ラウンドディスプレイケース深型・フラットタイプ

入数：12 材質：P.S.
サイズ：230×133×134 カラー：C（台座：BK）
有効内寸：214×100×113 JANコード：4906137933715
外箱サイズ：475×408×287

8（10067）

★9338
ラウンドディスプレイケース深型・ひな壇タイプ

入数：12 外箱サイズ：475×408×287
サイズ：230×133×134 材質：P.S.
有効内寸：214×100×113 カラー：C（台座：BK）
ひな壇上有効内寸：214×50×98 JANコード：4906137933814

8（70063）

Display Case
ディスプレイケース

4個セット
箱の中には製品が
4個入っています。

4個セット
箱の中には製品が
4個入っています。

4個セット
箱の中には製品が
4個入っています。

4個セット
箱の中には製品が
4個入っています。

フラット&ひな壇
2タイプ選択可能!

フラット&ひな壇
2タイプ選択可能!

●●積み重ねできます。積み重ねできます。 ●●積み重ねできます。積み重ねできます。 ●●積み重ねできます。積み重ねできます。

●●ひな壇は取り外しできます。ひな壇は取り外しできます。 ●●ひな壇は取り外しできます。ひな壇は取り外しできます。
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★9363
ディスプレイケースミニ・ハーフタイプ

入数：144
サイズ：85×84×100
有効内寸：73×73×88
外箱サイズ：550×370×775
材質：P.S.
カラー：C（台座：BK）
JANコード：4906137936310

9（48517）

★3179
ゴルフボールディスプレイケース

入数：72
サイズ：63×62×70
有効内寸：56×56×52
外箱サイズ：426×288×280
材質：P.S.
カラー：C（台座：BK、GO）
JANコード： BK /496137317911 

GO/496137317928  6（60041）

★XC-504B
パズルボード　BS-4

入数：10
サイズ：394×155×394
外箱サイズ：430×190×475
材質：MDF
JANコード：4906137680428

5（831012）

★9364
ディスプレイケースミニ・トールタイプ

入数：144
サイズ：85×84×160
有効内寸：73×73×148
外箱サイズ：825×370×760
材質：P.S.
カラー：C（台座：BK）
JANコード：4906137936419

9（40817）

★3180
ベースボールディスプレイケース

入数：72
サイズ：85×85×114
有効内寸：73×73×87
外箱サイズ：560×375×410
材質：P.S.
カラー：C（台座：BK、GO）
JANコード： BK /4906137318017 

GO /4906137318024 6（80543）

★XC-504A
パズルボード　AS-9

入数：8
サイズ：561×155×561
外箱サイズ：600×190×476
材質：MDF
JANコード：4906137680411

5（488416）

★9365
ディスプレイケースミニ・ワイドタイプ

入数：144
サイズ：210×70×80
有効内寸：198×58×68
外箱サイズ：687×450×772
材質：P.S.
カラー：C（台座：BK）
JANコード：4906137936518

9（40817）

★9349
ディスプレイケースミニ・フラットタイプ

入数：96
サイズ：169×85×100
有効内寸：148×65×88
外箱サイズ：546×368×910
材質：P.S.
カラー：C（台座：BK）
JANコード：4906137934910

8（53221）

★XC-504C
パズルボード　CK-6

入数：10
サイズ：561×155×561
外箱サイズ：600×190×476
材質：MDF
JANコード：4906137680435

5（231215）

★9366
ディスプレイケースミニ・キューブタイプ

入数：96
サイズ：127×118×110
有効内寸：113×103×92
外箱サイズ：760×560×515
材質：P.S.
カラー：C（台座：BK）
JANコード：4906137936617

9（53228）

★9350
ディスプレイケースミニ・ひな壇タイプ

入数：96
サイズ：169×85×100
有効内寸：148×65×88
ひな壇上有効内寸：148×33×76
外箱サイズ：546×368×910
材質：P.S.
カラー：C（台座：BK）
JANコード：4906137935016 8（28226）

★9258＊
ディスプレイケース深型・フラットタイプ

入数：12 材質：P.S.
サイズ：223×115×126 カラー：C（台座：BK）
有効内寸：210×103×108 JANコード：4906137925819
外箱サイズ：475×230×405

8（05756）

★9342
2WAYディスプレイケース・フラットタイプ

入数：12 材質：フード/P.S.、台座/P.P.
サイズ：246×113×122 カラー：C（台座：BK）
有効内寸：218×92×105 JANコード：4906137934217
外箱サイズ：473×259×398

8（65753）

★9260＊
ディスプレイケース深型・ひな壇タイプ

入数：12 外箱サイズ：475×230×405
サイズ：223×115×126 材質：P.S.
有効内寸：210×103×108 カラー：C（台座：BK）
ひな壇上有効内寸：210×52×95 JANコード：4906137926014

8（15758）

★9259＊
ディスプレイケースワイド・フラットタイプ

入数：12 材質：P.S.
サイズ：275×86×96 カラー：C（台座：BK）
有効内寸：263×74×78 JANコード：4906137925918
外箱サイズ：355×285×315

8（35251）

19製品の仕様、カラー、キャラクターは予告なしに変更する場合があります。　☆単色梱包　○色込み（カラーバランスは不均等）
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