
□ 本冊子内版下デザイン集よりお選びいただきゴム風船に印刷いたします。
□ 既成版、版代は無料です。

プリントゴム風船 版下デザイン集



3

プリントイメージ

コード：3110002

コード：3110005

コード：3110008

コード：3110003

コード：3110006

コード：3110009

コード：3110004

コード：3110007

コード：3110010

コード：3110001

プリントゴム風船 版下デザイン集　〜シーズン〜　ニューイヤー

3



4

コード：3110011

コード：3116003

コード：3116006

コード：3116009

コード：3116012

コード：3116001

コード：3116004

コード：3116007

コード：3116010

コード：3116013

コード：3116002

コード：3116005

コード：3116008

コード：3116011

コード：3116014

プリントゴム風船 版下デザイン集　〜シーズン〜　ニューイヤー/干支



5

プリントイメージ

コード：3111002

コード：3111005

バレンタインデー

コード：3111003

コード：3111006

コード：3112001

コード：3111004

コード：3111007

コード：3112002

コード：3111001

プリントゴム風船 版下デザイン集　〜シーズン〜　節分/バレンタイン



6

コード：3112003

コード：3112006

コード：3113001

コード：3113004

ひな祭り

ホワイトデー

コード：3112004

コード：3112007

コード：3113002

コード：3113005

コード：3114001

コード：3112005

コード：3113003

コード：3113006

コード：3114002

プリントゴム風船 版下デザイン集　〜シーズン〜　バレンタイン/ひな祭り/ホワイトデー



7

プリントイメージ

コード：3114004

コード：3115002

コード：3115005

コード：3115003

コード：3115001

コード：3115004

コード：3101001

コード：3114003

プリントゴム風船 版下デザイン集　〜シーズン〜　ホワイトデー/卒園・卒業/入園・入学

卒園・卒業

入園・入学



8

コード：3101002

コード：3102001

コード：3102004

コード：3103003

コード：3101003

コード：3102002

コード：3102005

コード：3103001

コード：3103004

コード：3102003

コード：3102006

コード：3103002

コード：3103005

プリントゴム風船 版下デザイン集　〜シーズン〜　入園・入学/イースター/こいのぼり

イースター

こいのぼり



9

プリントイメージ

コード：3104002

コード：3104005

コード：3105003

コード：3104003

コード：3105001

コード：3105004

コード：3104004

コード：3105002

コード：3105005

コード：3104001

プリントゴム風船 版下デザイン集　〜シーズン〜　母の日/父の日



10

コード：3107003

コード：3106003

コード：3107001

コード：3107004

コード：3106001

コード：3106004

コード：3108001

コード：3107002

コード：3107005

コード：3106002

コード：3106005

コード：3108002

プリントゴム風船 版下デザイン集　〜シーズン〜　丑の日/七夕

丑の日

七夕

ハロウィン



11

プリントイメージ

コード：3108004

コード：3109003

コード：3109001

コード：3108005

コード：3109004

コード：3109002

コード：3108006

コード：3109005

コード：3108003

プリントゴム風船 版下デザイン集　〜シーズン〜　ハロウィン

クリスマス



12

プリントイメージ

コード：3109007

コード：3109010

コード：2101003

コード：3109008

コード：2101004 コード：2101005

コード：3109009

コード：2101002

コード：3109006

プリントゴム風船 版下デザイン集　〜シーズン/メッセージ〜　クリスマス・ハッピーバースデー

ハッピーバースデー
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プリントイメージ

コード：2101005

コード：2102001

コード：2101008

コード：2101006

コード：2102002

コード：2101009

コード：2102003

コード：2101007

コード：2101001

プリントゴム風船 版下デザイン集　〜メッセージ〜　ハッピーバースデー・サンキュー

サンキュー



14

コード：2102001

コード：2102004

コード：2103008

コード：2103011

コード：2102002

コード：2103012

コード：2102003

コード：2103007

コード：2103010コード：2103009

コード：2103013

プリントゴム風船 版下デザイン集　〜メッセージ〜　サンキュー・アニバーサリー

アニバーサリー

コード：2103014 コード：2103015 コード：2103016



15

コード：2103020

コード：2103017

コード：2103002

コード：2104001

コード：2103005

コード：2103021

コード：2103018

コード：2103003

コード：2104002

コード：2103006

コード：2103001

コード：2103019

コード：2103004

コード：2104003

プリントゴム風船 版下デザイン集　〜メッセージ〜　アニバーサリー・アイラブユー

アイラブユー



16

コード：2104004

コード：2104007

コード：3110000

コード：2107003

コード：2104005

コード：2104008

コード：2107001

コード：2107004

コード：2104006

コード：2104009

コード：2107002

コード：2107005

プリントゴム風船 版下デザイン集　〜メッセージ〜　アイラブユー・ハッピーウェディング

ハッピーウェディング

コングラッツ

コード：2105001 コード：2105002



17

プリントイメージ

コード：2105003

コード：2105008

コード：2106002

コード：2105005 コード：2105006

コード：2105007

コード：2106001 コード：2106003

コード：2105004

プリントゴム風船 版下デザイン集　〜メッセージ〜

イッツア
ボーイ&ガール



18

コード：2106004

コード：2106007

コード：2106010

コード：2108001

コード：2108003

コード：2106005

コード：2106008

コード：2106011

コード：2108002

コード：2108004

コード：2106006

コード：2106009

コード：2106012

プリントゴム風船 版下デザイン集　〜メッセージ〜

ゲットウェル



プリントイメージ コード：2109004

19

コード：2109002コード：2109001

コード：2109003

コード：2110001

コード：2109005

コード：2110002

プリントゴム風船 版下デザイン集　〜メッセージ〜

セール

オープン



20

コード：2110003

コード：2110006

コード：2111001

コード：2111004

コード：3110000

コード：2110004

コード：2110007

コード：2111002

コード：2111005

コード：2201001

コード：2110005

コード：2111003

コード：2111006

コード：2201002

プリントゴム風船 版下デザイン集　〜メッセージ〜

新発売

ウェルカム



21

プリントイメージ

コード：2201005

コード：2202001

コード：2202004

コード：2201006

コード：2202002

コード：2202005

コード：2202003

コード：2202006

コード：2201004

プリントゴム風船 版下デザイン集　〜メッセージ〜

おすすめ



22

コード：2202007

コード：2203002

コード：2203005

コード：2204002

コード：2204005

コード：2203003

コード：2204003

コード：2203001

コード：2203004

コード：2204001

コード：2204004

コード：2205001

プリントゴム風船 版下デザイン集　〜メッセージ〜

おつかれさま

ごくろうさま

ありがとう



23

プリントイメージ

プリントイメージ

コード：2204002 コード：2206002

コード：2205003

コード：2206001

プリントゴム風船 版下デザイン集　〜メッセージ〜

おめでとう



24

プリントイメージ
ハッピーバースデー

コード：2301002

コード：2305003

コード：2301003

コード：2305001

コード：2305004

コード：2301004

コード：2305002

コード：2301001

プリントゴム風船 版下デザイン集　〜その他メッセージ 中国語・韓国語・ベトナム語・ポルトガル語〜

おめでとう
その他



25

プリントイメージ
アロハ

コード：2312001 コード：2312002 コード：2312004

コード：2312003

プリントゴム風船 版下デザイン集　〜その他メッセージ 中国語・ポルトガル語・ハワイ語〜



26

プリントイメージ

コード：4101006

コード：4101009

コード：4101012

コード：4101007

コード：4101010

コード：4101013

コード：4101008

コード：4101011

コード：4101014

コード：4101001

プリントゴム風船 版下デザイン集　〜キャラクター 動物〜



27

プリントイメージ

コード：4102001

コード：4102004

コード：4102007

コード：4102002

コード：4102005

コード：4102003

コード：4102006

コード：4103002コード：4103001

コード：4102008

プリントゴム風船 版下デザイン集　〜キャラクター 恐竜・昆虫〜



28

コード：4103003

コード：4103006

コード：4103009

コード：4104004

コード：4103004

コード：4103007

コード：4103010

コード：4104002

コード：4104005

コード：4103005

コード：4103008

コード：4104001 コード：4104003

コード：4104006

プリントゴム風船 版下デザイン集　〜キャラクター 昆虫・乗り物〜

乗り物



29

プリントイメージ

コード：4104007

コード：4104010

コード：4104013

コード：4104008

コード：4104011

コード：4104014

コード：4104009

コード：4104012

コード：4104016

コード：4104015

プリントゴム風船 版下デザイン集　〜キャラクター 乗り物〜



30

プリントイメージ

コード：4101002

コード：4101005

コード：4105004

コード：4101003

コード：4105001

コード：4105005

コード：4101004

コード：4105003

コード：4105006

コード：4105002

プリントゴム風船 版下デザイン集　〜キャラクター その他〜



31

コード：4105007

コード：4105010

コード：4105008

コード：4105011

コード：4105009

コード：4105012

プリントゴム風船 版下デザイン集　〜キャラクター その他〜

コード：1102001 コード：1102002

コード：1102000

コード：1102003

数字



40

コード：1102004

コード：1102007

コード：1201003

コード：1201006

コード：1102005

コード：1102008

コード：1201001

コード：1201004

コード：1201007

コード：1102006

コード：1102009

コード：1201002

コード：1201005

コード：1201008

プリントゴム風船 版下デザイン集　〜数字・アルファベット〜

アルファベット



41

コード：1201009

コード：1201012

コード：1201015

コード：1201018

コード：1201021

コード：1201010

コード：1201013

コード：1201016

コード：1201019

コード：1201022

コード：1201011

コード：1201014

コード：1201017

コード：1201020

コード：1201023

プリントゴム風船 版下デザイン集　〜総柄・その他文字〜



42

コード：1201024 コード：1201025 コード：1201026

プリントゴム風船 版下デザイン集　〜メッセージ〜




