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2019-2020 ハロウィーンカタログ

取り扱いのない商品は弊社までお問い合わせ下さい。　※但し一部の商品に付きましては対応できない場合がございます。

［ 取扱店 ］

コロナ産業（株）の
ホームページ

　　　　　  JET認証番号 0284-92006-001
意匠登録 第840940号 実用新案登録 第2013753号　意匠登録 第887927号 実用新案登録 第3067263号

お客様へ
■ 飾りつけされる前に、必ず全電球の点灯を確認してください。
■ 仕様・デザイン・品番・入数等は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。
■ ライトは室内の高湿度への配慮として定期的にコードの消耗 具合を確認し、長期のご使用は
　 避けてください。
■ コスチュームは仮装を目的とした商品です。通常生活に着用する耐久性はございません。
　 洗濯すると色落ちする可能性がありますので洗濯はおやめください。

保障期間について
商品の保証期間は出荷日より90日以内とし、商品の交換のみとさせて頂きます。
■ 保証期間は初回出荷日からのカウントとなります。保証対象で交換した商品も元となる商品
　 の初回出荷日から90日までの保証となり、交換商品自体に90日の保証はございません。
■ 現品のみの交換とさせていただきます。(商品交換に発生する運賃は当社で負担いたします。)
■ 商品到着後、必ず点灯検査をしてください。
■ 保証につきましては日本国内のみ有効です。

下記の場合は保証期間内でも対象外となります。
■ 製品の故障でないことが判明した場合
■ 商品添付の取扱い説明書に指定された施工、取り扱いがなされなかった場合
■ 本体の改造や配線の切断等を行った場合
■ お客様の責任で破損や汚損等が生じた場合
■ お買い上げ年月日の証明できる伝票等のない場合
■ パッケージのない場合

その他、下記に準ずる損害に関しては責任を負いかねます。
■ 機材の故障等による営業損害
■ 納期滞納による損害
■ 信用失墜による損害
■ 人件費等の損害



※表示価格は全て1セット価格税別です。　※同じ品番でも生産ロットが違う場合はLEDの色調にバラつきがでます。　※裏表紙の「お客様へ」を必ずお読みください。 ※表示価格は全て1セット価格税別です。　※同じ品番でも生産ロットが違う場合はLEDの色調にバラつきがでます。　※裏表紙の「お客様へ」を必ずお読みください。1 22
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子どもから大人まで楽しめるイベントとして定着しつつあるハロウィン。
仮装衣装から雑貨、菓子など市場としてはまだまだ成長が期待できるイベントです。
一方、人気行事であり、すっかり定着したクリスマス。急成長はないものの安定した市場を展開しています。
そこで、コロナ産業はハロウィンからクリスマスまで商機拡大を図れる商品はないかと考え、クリスマスオー
ナメント商戦の前哨戦として、同じくツリーを使ったハロウィンオーナメントを開発しました。
9-10月から12月のクリスマスマーケットまでを通した商機拡大を狙えます。

ハロウィン（９～10月）からクリスマス（10～12月）まで連続商機拡大！

クリスマスツリーを
ハロウィンでも使える

45cmツリーとハッピーハロウィンオーナメントセット 意匠登録済　第1559545号

ハッピーハロウィンツリーオーナメントセットハッピーハロウィンツリーオーナメントセット

120cmツリーとハッピーハロウィンオーナメントセット 意匠登録済　第1559545号

150cmツリーとハッピーハロウィンオーナメントセット 意匠登録済　第1559545号
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〈完成図〉

ヘアクリップハット
●サイズ：W15×D10×H16cm
●ヘアクリップ付

ジュエリースノーマンライト20球
●白色LED20球
●単3電池×3本(別売り)
●サイズ：L200cm

LED100球ストレートライト電球色
●100V/24V
●サイズ：L990cm
●コントローラー付

パンプキンバケット
●サイズ：Ф7×H6cm
●６個セット

マント
●42cm

45cmツリー
●サイズ：Ф30×H45cm

■45cmツリーと45ハロウィンオーナメントセットの組合わせ
品名

45cmツリー＆ハロウィンオーナメントセット
品番
HWS9

JANコード
4950885-560518

上代
3,740円

■45ハロウィンオーナメントセット

●カートン入数：4
※45ハロウィンオーナメントセットにサービス品は付いていません。

●カートン入数：8

品名
45ハロウィンオーナメントセット

品番
HWS10

JANコード
4950885-560525

上代
3,300円

■120cmツリーと120ハロウィンオーナメントセットの組合わせ
品名

120cmツリー＆ハロウィンオーナメントセット
品番
HWS11

JANコード
4950885-560532

上代
8,900円

■120ハロウィンオーナメントセット

●カートン入数：1 ●カートン入数：4

品名
120ハロウィンオーナメントセット

品番
HWS12

JANコード
4950885-560549

上代
6,600円

トップパンプキン
●サイズ：約W15×D13×H27cm

マント
●110cm

120cmツリー
●サイズ：Ф65×H120cm

〈完成図〉

パンプキンバケット
●サイズ：Ф7×H6cm
●６個セット

10球パンプキンライト
●LED電球色10球
●電池式(単3×2本別売り)
●サイズ：L 135cm

パンプキンハット ハロウィンキャンドルライト
●黄色LED1球　●キズ有
●電池式(単3×2本 別売り)
●サイズ：φ7．5×H15cm

パーティーハット
●RGBLED1球
●電池式（ボタン電池CＲ1220×2個)
　テスト電池付
●サイズ：約Wφ12×H17cm
●3個セット

ハロウィン提灯
●電球色LED1球
●電池式(単4×2本 別売り)
●サイズ：φ20cm×H23cm

単品販売は
総合カタログ
P94参照

単品販売は
総合カタログ
P94参照

単品販売は
P5参照

単品販売は
P5参照

単品販売は
P5参照

単品販売は
P6参照

単品販売は
P6参照 単品販売は

P6参照

今だけサービス品付今だけサービス品付
数に限りがあります。数に限りがあります。

LED100球ストレートライト電球色
●100V/24V
●サイズ：L990cm
●コントローラー付

■150cmツリーと150ハロウィンオーナメントセットの組合わせ
品名

150cmツリー＆ハロウィンオーナメントセット
品番
HWS13

JANコード
4950885-560556

上代
15,500円

■150ハロウィンオーナメントセット

●カートン入数：1 ●カートン入数：2

品名
150ハロウィンオーナメントセット

品番
HWS14

JANコード
4950885-560563

上代
10,200円

トップパンプキン
●サイズ：約W15×D13×H27cm

マント
●140cm

150cmツリー
●サイズ：Ф75×H150cm

〈完成図〉

パンプキンバケット
●サイズ：Ф7×H6cm
●６個セット×2袋

10球パンプキンライト
●LED電球色10球
●電池式(単3×2本別売り)
●サイズ：L 135cm

ハロウィンガーランド
●サイズ：L 160cm

ボールフラワーライト
●電池式(単3×3本別売り)
●電球色LED10球
●サイズ：L 180cm

パンプキンハット ハロウィンキャンドルライト
●黄色LED1球　●キズ有
●電池式(単3×2本 別売り)
●サイズ：φ7．5×H15cm

パーティーハット
●RGBLED1球
●電池式（ボタン電池CＲ1220×2個)
　テスト電池付
●サイズ：約Wφ12×H17cm
●3個セット

ハロウィン提灯
●電球色LED1球
●電池式(単4×2本 別売り)
●サイズ：φ20cm×H23cm

単品販売は
総合カタログ
P94参照

単品販売は
P5参照

単品販売は
P6参照 単品販売は

P6参照

今だけサービス品付今だけサービス品付
数に限りがあります。数に限りがあります。

単品販売は
P6参照

【意匠に係る物品】
ハロウィン用飾り
【意匠分類】
C2-110
【国際意匠分類】
Loc (10) C1.  11-02
【出願番号】
意願2016-6475  (D2016-6475)
【出願日】
平成28年3月25日
 (2016.3.25 )
【意匠に係る物品の説明】
 本願の意匠に係る物品は、
ハロウィン(秋の収穫祭)で
用いられる飾りであって、
クリスマスツリーを
流用したものである。
【発行国】
日本国特許庁 (ＪＰ)
【発行日】
平成28年9月26日
(2016.9.26)
【公報種別】
意匠公報 (Ｓ)
【登録番号】
意匠登録第１５５９５４５号
 (D1559545)
【登録日】
平成28年8月26日
 (2016.8.26)
【創作者】
コロナ産業株式会社

ハロウィン用飾りが
 (人形を含む) 
意匠登録に
なりました！！

おうちにあるクリスマスツリーをハロウィン仕様にかんたんアレンジ

ハロウィンツリーからクリスマスツリーへ、はやがわり！

〈150cmツリーセット飾付例〉
ポイントは、トップの帽子をかぶったパンプキン、
そして黒い丈長マントにより、LEDライトをより効果的に輝かせることが出来ます。

Christmas
tree

Halloween
Tree

意匠登録済

第1559545号
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45ハロウィンオーナメントセット

120ハロウィンオーナメントセット

＋

150ハロウィンオーナメントセット
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ハロウィン秋の収穫祭とクリスマスの合体！！

単品販売は
総合カタログP96参照

単品販売は
総合カタログP96参照



コスチューム・
アクセサリー・グッズ

ハロウィン

モデル身長 170cmモデル身長 165cm

モデル身長 130cmモデル頭囲 55cm

品番 HWC101
JANコード 4950885-560013
参考上代 2,400円

パンプキン
ワンピース

身長155〜165cm（着用の目安）
●着丈90Cm　●胸囲110cm
●セット内容：カボチャの服、
　ヘアアクセサリー
●素材：ポリエステル100%
●カートン入数：48

品番 HWC102
JANコード 4950885-560020
参考上代 1,800円

パンプキン
コスチューム

身長155〜165cm（着用の目安）
●着丈約70cm/胸囲132cm
●セット内容：カボチャの服、
　ヘアアクセサリー
●素材：ポリエステル100%
●カートン入数：48

品番 HWC100
JANコード 4950885-560006
参考上代 600円

パンプキンハット

●頭囲約62cm
●素材：ポリエステル100%
●カートン入数：48

品番 HWC103
JANコード 4950885-560037
参考上代 1,800円

パンプキン
コスチューム キッズ

身長100〜120cm（着用の目安）
●着丈約63cm/胸囲約120cm
●セット内容：カボチャの服、
　ヘアアクセサリー
●素材：ポリエステル100%
●カートン入数：48

品番 HWC118
JANコード 4950885-560419
参考上代 1,700円

ボーンガール

●セット内容：ドレス、手袋
●ドレス：着丈約80cm/
　胸囲約90cm/胴囲約74ｃｍ
●手袋：丈約38cm
●素材：ポリエステル100%
●カートン入数：50

品番 HWC117
JANコード 4950885-560402
参考上代 1,700円

デビルガール

●セット内容：ドレス、
　ヘアアクセサリー
●ドレス：着丈約80cm/
　胸囲約90cm/胴囲約86cm
●素材：ポリエステル100%
●カートン入数：50

品番 HWC112
JANコード 4950885-560242
参考上代 1,200円

リトルウィッチ

●子供用　
●セット内容：ドレス、帽子、
　手提げ袋
●ドレス：着丈約63cm/
　胸囲約92cm/胴囲約110cm
●帽子：頭囲約46cm
●手提げ袋：約18×19cm
●素材：ポリエステル100%
●カートン入数：50

品番 HWC116
JANコード 4950885-560396
参考上代 1,600円

パンプキンマン

●セット内容：マスク、帽子、
　マント、手袋
●マスク：頭囲約54cm/丈41ｃｍ
●マント：着丈約118cm
●帽子：頭囲約50cm
●手袋：丈約29cm
●素材：ポリエステル100%
●カートン入数：50

品番 HWC113
JANコード 4950885-560259
参考上代 1,500円

バットガール

●子供用
●セット内容：ドレス、ストッキング、
　ヘアアクセサリー
●ドレス：着丈約62cm/
　胸囲約72cm/胴囲約48cm
●ストッキング：58cm
●素材：ポリエステル100%
●カートン入数：50

品番 HWC111
JANコード 4950885-560235
参考上代 1,600円

リトルウィッチガール

●子供用 ●セット内容：ドレス、帽子
●ドレス：着丈約86cm/胸囲約72cm/
　胴囲約58cm
●帽子：頭囲約48cm
●素材：ポリエステル100%
●カートン入数：50
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※表示価 格は全て1セット価格税 別です。　※ 同じ品番でも生産ロットが違う場合はLED の色 調にバラつきがでます。　※裏表 紙の「お客様 へ」を必ずお読みください。※ 表示価 格は全て1セット価格税 別です。　※ 同じ品番でも生産ロットが違う場合はLED の色 調にバラつきがでます。　※裏表 紙の「お客様 へ」を必ずお読みください。3 24



品番 HWC110
JANコード 4950885-560228
参考上代 900円

チュチュセット

●子供用
●羽根：約W42×H33cm
●チュチュ：着丈約26cm/
　胴囲約42cm
●素材：ポリエステル
●カートン入数：48

品番 HWL008
JANコード 4950885-560334
参考上代 3,400円

20球
パンプキンライト

●室内用　●100V/24V
●電球色LED20球
●球間20cm 全長：約380cm
●無点滅　●消費電力：1W
●カートン入数：24

品番 HWC107
JANコード 4950885-560075
参考上代 600円

ハロウィンハット

●サイズ：W45×H38cm
●頭囲60cm
●素材：ポリエステル、ワイヤー（鉄）
●カートン入数：48

品番 AR100
JANコード 4950885-891742
参考上代 7,400円

エアーパンプキン

●室内用
●100V 0.08A/12V ●LED6球
●サイズ：約W60×D60×H120cm
●消費電力：8W 
●ファン付
　（ファンの作動音がします）
●カ ートン入 数 ： 8

品番 HWC106
JANコード 4950885-560068
参考上代 600円

ヘアクリップハット

●サイズ：W15×D10×H16cm
●ヘアクリップ付
●素材：ポリエステル、プラスチック、
　鉄のワイヤー
●カートン入数：48

品番 HWC108
JANコード 4950885-560204
参考上代 600円

ハロウィンハット
パープル

●サイズ：W45×H38cm
●頭囲60cm
●素材：ポリエステル、ワイヤー（鉄）
●カートン入数：48

品番 HWL002
JANコード 4950885-560099
参考上代 800円

ハロウィン
キャンドルライト

●室内用　●黄色LED1球
●電池式（単3×2本 別売り）
●サイズ：約WФ7.5×H15cm
●炎がゆれているように見えます
●カートン入数：36

品番 HWC119
JANコード 4950885-560471
参考上代 980円

マント小

●着丈約42cm
●素材：ポリエステル、不織布
●カートン入数：48

品番 HWL010
JANコード 4950885-560358
参考上代 1,800円

10球パンプキンライト ●室内用　●LED電球色10球
●電池式（単3×2本 別売り）
●球間：約15cm 全長：約135cm
●無点滅
●カートン入数：30

品番 HWDE12
JANコード 4950885-560433
参考上代 300円

ハロウィンガーランド ●フェルト
●文字サイズ：約H9〜7cm　
　コウモリ：約W22×H8cm
●ヒモの長さ：約160cm
●カートン入数：320

品番 HWDE10
JANコード 4950885-560372
参考上代 200円/6個

パンプキンバケット

●サイズ：約Ф7×H6cm
●６個セット
●カートン入数：72セット

品番 HWC115
JANコード 4950885-560273
参考上代 1,200円

マント 110cm

●着丈約110cm
●素材：ポリエステル、不織布
●カートン入数：24

品番 HWC114
JANコード 4950885-560266
参考上代 300円

フェアリー
ウィングセット

●子供用
●羽根：約W55×H20cm
●杖：約32cm ●ヘアアクセサリー
●素材：ポリエステル
●カートン入数：60

品番 HWC105
JANコード 4950885-560051
参考上代 680円

グローブ

●サイズ：L24×W10cm
●素材：ポリエステル、プラスチック
●カートン入数：48

品番 HWL006
JANコード 4950885-560310
参考上代 900円

ハット
パンプキンライト

●室内用　●RGBLED2球
●ボタン電池（LR44×3）
　テスト電池付
●サイズ：約W15×D13×H27cm
●素材：発泡スチレン、ポリエステル
●カートン入数：16

品番 HWL007
JANコード 4950885-560327
参考上代 3,900円

パンプキンガーランド

●室内用　●赤色LED4球
●電池式（単3×2本 別売り）
●パンプキンサイズ：
　約Ф12×H10cm 全長：約150cm
●無点滅
●素材：ポリフォーム、ワイヤー、
　プラスチック
●カートン入数：12

品番 HWL011
JANコード 4950885-560488
参考上代 650円

ハロウィン提灯

●室内用 ●電球色LED１球
●電池式（単4×2本別売り）
●サイズ：約φ20×H23cm
　（取っ手含まず）
●カートン入数：72

品番 HWC115-140
JANコード 4950885-560570
参考上代 1,800円

マント 140cm

●着丈約140cm
●素材：ポリエステル、不織布
●カートン入数：24

品番 HWS2
JANコード 4950885-560136
参考上代 2,100円/2本

レインボーライト
2本セット

●室内用
●電池式（単3×3本 別売り）
●サイズ：約Ф7.5×H18cm
●（パンプキン1本､ スカル1本）
　2本入/1セット

品番 HWS1
JANコード 4950885-560129
参考上代 1,040円/3本

バトンライト
3本セット

●室内用　●色変化切替ボタン付
●ボタン電池（LR44×3）
　テスト電池付
●サイズ：約Ф4×H40cm
●（オレンジ×1本､ ブラック×1本､
　グリーン×1本）3本入/1セット
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HWL008

※表示価 格は全て1セット価格税 別です。　※ 同じ品番でも生産ロットが違う場合はLED の色 調にバラつきがでます。　※裏表 紙の「お客様 へ」を必ずお読みください。※ 表示価 格は全て1セット価格税 別です。　※ 同じ品番でも生産ロットが違う場合はLED の色 調にバラつきがでます。　※裏表 紙の「お客様 へ」を必ずお読みください。5 26
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