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リボン・台紙別売　ヘリウムガス対応

Wedding ウェディング

品番 品番 ANG28779ANG28779
 ＡＧ キューブズ   
シマーリングウェディングウィッシーズシマーリングウェディングウィッシーズ
■サイズ／38ｃｍ×38ｃｍ ■ロット／1枚単位 ■サイズ／38ｃｍ×38ｃｍ ■ロット／1枚単位 
■容量／41リットル ■容量／41リットル 

品番 品番 KIO174520
 AG バルーンバディ  ラブキューピット ラブキューピット
■サイズ／70cm×45ｃｍ ■サイズ／70cm×45ｃｍ 
■ロット／1枚単位 ■容量／20リットル■ロット／1枚単位 ■容量／20リットル
★ヘリウムタイプ 自立できます。

品番 品番 ANG29003ANG29003
 AG L-SHP   
チョークボードベストウィッシーズチョークボードベストウィッシーズ
■サイズ／63cmx55cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／63cmx55cm ■ロット／5枚単位 
■容量／60 リットル ■容量／60 リットル 

品番 品番 ANG07585
 AG バルーンバディ  ハッピーハグズ ハッピーハグズ
■サイズ／68ｃｍ×50ｃｍ ■ロット／1枚単位 ■サイズ／68ｃｍ×50ｃｍ ■ロット／1枚単位 
■容量／18リットル■容量／18リットル
★ヘリウムタイプ 自立できます。
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品番 品番 ANG30842ANG30842
 AG L-SHP  ウエディング ウエディング
カップルハーツカップルハーツ
■サイズ／76ｃｍ×63ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／76ｃｍ×63ｃｍ ■ロット／5枚単位 
■容量／37リットル■容量／37リットル

品番 品番 ANG30858ANG30858
 AG L-SHP   
ウエディングウエディング
ウィッシーズギフツウィッシーズギフツ
■サイズ／63ｃｍ×99ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／63ｃｍ×99ｃｍ ■ロット／5枚単位 
■容量／42リットル■容量／42リットル

品番 品番 ANG30859ANG30859
 AG L-SHP  ジャストマリッドハートアンドダブズ ジャストマリッドハートアンドダブズ
■サイズ／104ｃｍ×53ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／39リットル■サイズ／104ｃｍ×53ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／39リットル

品番 品番 ANG30860ANG30860
 AG L-SHP  ウォーターカラーウェディングウィッシーズ ウォーターカラーウェディングウィッシーズ
■サイズ／76ｃｍ×78ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／40リットル■サイズ／76ｃｍ×78ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／40リットル

品番 品番 ANG30861ANG30861
 AG L-SHP  ブーケフォーザブライド ブーケフォーザブライド
■サイズ／45ｃｍ×76ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／45ｃｍ×76ｃｍ ■ロット／5枚単位 
■容量／34リットル■容量／34リットル

品番 品番 
ANG31241ANG31241
 AG マルチ   
ウエディングケーキウエディングケーキ
■サイズ／53ｃｍ×121ｃｍ ■サイズ／53ｃｍ×121ｃｍ 
■ロット／1枚単位 ■ロット／1枚単位 

品番 品番 ANG31302ANG31302
 AG マルチ  ロッキングハーツ ロッキングハーツ
■サイズ／134ｃｍ×91ｃｍ ■ロット／1枚単位 ■サイズ／134ｃｍ×91ｃｍ ■ロット／1枚単位 
■容量／65リットル ■容量／65リットル 

品番 品番 ANG25398ANG25398
 AG L-SHP  アイドゥーピンク アイドゥーピンク
■サイズ／46cm×69cm ■ロット／5枚単位■サイズ／46cm×69cm ■ロット／5枚単位
■容量／38リットル■容量／38リットル

ANG11051
 AG L-SHP  ウェディングベルズ ウェディングベルズ
■サイズ／89cm×66ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／89cm×66ｃｍ ■ロット／5枚単位 
■容量／50リットル■容量／50リットル

品番 品番 ANG26927ANG26927
 AG21" カラーブラスト   
ティールダマスクベストウィッシーズティールダマスクベストウィッシーズ
■サイズ／53ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／19リットル ■サイズ／53ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■容量／19リットル 

 AG L-SHP  ジャストマリッド  ジャストマリッド 
ウェディングカーウェディングカー
■サイズ／58cm×79cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／58cm×79cm ■ロット／5枚単位 
■容量／49リットル■容量／49リットル

品番 品番 
ANG26814ANG26814
 AG L-SHP   
フォーエバーフォーエバー
ラブシャンパンラブシャンパン
■サイズ／35cm×96cm ■サイズ／35cm×96cm 
■ロット／5枚単位 ■ロット／5枚単位 
■容量／27リットル■容量／27リットル

品番品番 ANG25070 ANG25070
 AG L-SHP  ダマスク＆ドッツハート ダマスク＆ドッツハート
■サイズ／76cm×81cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／76cm×81cm ■ロット／5枚単位 
■容量／36リットル■容量／36リットル

品番 品番 ANG25467ANG25467
 AG L-SHP  ダマスク＆ドッツ  ダマスク＆ドッツ 
ベストウィッシーズベストウィッシーズ
■サイズ／76cm×81cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／76cm×81cm ■ロット／5枚単位 
■容量／36リットル■容量／36リットル

品番 品番 ANG21975ANG21975
 AG L-SHP  アニバーサリーハート  アニバーサリーハート 
ウィズウィングウィズウィング
■サイズ／84cm×46cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／84cm×46cm ■ロット／5枚単位 
■容量／31リットル■容量／31リットル

品番 品番 ANG25401ANG25401
 AG L-SHP 
ベストウィッシーズベストウィッシーズ
アンブレラアンブレラ
■サイズ／61cm×76cm ■ロット／5枚単位■サイズ／61cm×76cm ■ロット／5枚単位
■容量／53リットル■容量／53リットル

品番 
 AG L-SHP  ウェディングリングス ウェディングリングス
■サイズ／69cm×76cm ■サイズ／69cm×76cm 
■ロット／5枚単位　■容量／29リットル■ロット／5枚単位　■容量／29リットル

品番 品番 
 AG L-SHP 
ゴールドスウィルズゴールドスウィルズ
■サイズ／70cm×74cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／70cm×74cm ■ロット／5枚単位 
■容量／30リットル■容量／30リットル

品番 品番 ANG08019
 AG クラスター   セレブレーションクラスターセレブレーションクラスター
■サイズ／68cm×76ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／68cm×76ｃｍ ■ロット／5枚単位 
■容量／38リットル■容量／38リットル

品番 
ANG06195ANG06195
 AG L-SHP 
シャンパングラスシャンパングラス
■サイズ／35cm×97cm■サイズ／35cm×97cm
■ロット／5枚単位 ■ロット／5枚単位 
■容量／27リットル■容量／27リットル

品番 品番 ANG04949
 AG L-SHP  シャンパンボトル シャンパンボトル
■サイズ／35cm×91ｃｍ ■サイズ／35cm×91ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■ロット／5枚単位 
■容量／40リットル■容量／40リットル

品番 品番 ANG18015ANG18015
 AG Ｌ-ＳＨＰ  タキシード タキシード
■サイズ／38ｃｍ×91ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／38ｃｍ×91ｃｍ ■ロット／5枚単位 
■容量／58リットル■容量／58リットル

品番 品番 ANG15905ANG15905
 AG L-SHP  ウェディングドレス ウェディングドレス
■サイズ／61cm×91ｃｍ ■ロット／5枚単位 ■サイズ／61cm×91ｃｍ ■ロット／5枚単位 
■容量／58リットル■容量／58リットル

品番 品番 ANG114421ANG114421
 AG L-SHP  オールウェイズ＆ オールウェイズ＆
フォーエバーハートフォーエバーハート
■サイズ／71cm×71cm ■ロット／5枚単位 ■サイズ／71cm×71cm ■ロット／5枚単位 
■容量／59リットル■容量／59リットル

品番 品番 
ANG30837ANG30837
 AG L-SHP   
トゥザムーンバック トゥザムーンバック 
■サイズ／68cm×81cm ■サイズ／68cm×81cm 
■ロット／5枚単位 ■ロット／5枚単位 
■容量／43リットル■容量／43リットル

品番 品番 ANG30840ANG30840
 AG L-SHP  ラブアンドチェリッシュカップル  ラブアンドチェリッシュカップル 
■サイズ／55cm×83cm ■ロット／5枚単位 ■容量／52リットル■サイズ／55cm×83cm ■ロット／5枚単位 ■容量／52リットル
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