
主な商品の一覧表　2015年8月5日更新

商品名

ＡＳＴ マルチカバー　シングルサイズ

ＡＳＴ エプロンドレス　レギュラー

ＡＳＴ エプロンドレス　刺繍

ＡＳＴ かっぽうぎ

ＡＳＴ ブラウス AST

ＡＳＴ スカート AST

ＡＳＴ パンツ AST

AST ワンピース AST

ＡＳＴ テーブルカバー

ＡＳＴ のれん　AST

ＡＳＴ ストール AST

ＡＳＴ バンダナ　アソート

AST HEXAお香　アソートセット

ＢＬ チュニッククルティ

ＢＬ コットンボイルブラウス

ＢＬ コットン ミニドレス

ＢＬ コットンブラウスEX

ＢＬ フェミニンブラウス

ＢＬ Ｔシャツ

ワンピ レーヨンＵﾄﾞﾚｽ

ワンピ パッチワークドレス DRシリーズ

ワンピ コットンロングドレス

ワンピ コットンドリドレス

ワンピ コットンギンガムティアードワンピース

ワンピ コットンギンガムティアードワンピース

ワンピ コットンジョーゼットドレス

No. 53233　色、柄、指定可

ウォッシュ加工　数量価格有

綿、レーヨン各種　型、色、柄アソート

数量価格有

数量価格有

No. 53232 前開き　色、柄指定可

数量価格有

数量価格有

色・柄アソート　指定可能なデザインも有り

50枚または100枚組　数量価格有

100枚組

50枚組または100枚組

1ctn(300個)単位　3ctn以上数量価格有

100枚単位

50枚単位　数量価格有

50枚単位

50枚単位

50枚または100枚組　数量価格有

備考

50枚単位

50枚単位　差換え不可　数量価格有

50枚単位

50枚単位　数量価格有

※下線の付いた商品名をクリックすると外部サイト（FacebookとTwitter）が開いて
イメージ画像をご覧になれます。

★　それぞれの価格はお問い合わせください
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http://www.art-indo.com/150x225set.html
https://www.facebook.com/art.indo.jagannath/photos/a.1409014795985821.1073741842.1396600487227252/1409014829319151/?type=3&theater
https://www.facebook.com/art.indo.jagannath/photos/a.1409014795985821.1073741842.1396600487227252/1409014819319152/?type=3&theater
https://www.facebook.com/art.indo.jagannath/photos/a.1409014795985821.1073741842.1396600487227252/1409014832652484/?type=3&theater
http://www.art-indo.com/blouse/bl_asst.html
https://www.facebook.com/art.indo.jagannath/photos/a.1409014795985821.1073741842.1396600487227252/1413021062251861/?type=3&theater
https://www.facebook.com/art.indo.jagannath/photos/a.1409014795985821.1073741842.1396600487227252/1505275633026403/?type=1&theater
https://www.facebook.com/art.indo.jagannath/photos/a.1409014795985821.1073741842.1396600487227252/1413021695585131/?type=3&theater
https://www.facebook.com/art.indo.jagannath/photos/a.1409014795985821.1073741842.1396600487227252/1413021698918464/?type=3&theater
https://twitter.com/art_indo_com/status/472292146066649089
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1485752584978708.1073741851.1396600487227252&type=1
https://www.facebook.com/art.indo.jagannath/photos/a.1488230158064284.1073741852.1396600487227252/1488230178064282/?type=3&theater
https://www.facebook.com/art.indo.jagannath/photos/a.1488230158064284.1073741852.1396600487227252/1502190616668238/?type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1515270025360297.1073741854.1396600487227252&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1397966663757301.1073741834.1396600487227252&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1517327431821223.1073741855.1396600487227252&type=3
https://twitter.com/art_indo_com/status/472291843393064960
https://www.facebook.com/art.indo.jagannath/photos/pb.1396600487227252.-2207520000.1437037248./1535621689991797/?type=3&theater
https://www.facebook.com/art.indo.jagannath/photos/pb.1396600487227252.-2207520000.1437037248./1535621686658464/?type=3&theater
https://www.facebook.com/art.indo.jagannath/photos/pb.1396600487227252.-2207520000.1437037248./1535621683325131/?type=3&theater


ＳＫＴ レーヨン　パッチワークスカート

ＳＫＴ コットンボイル　タイダイスカート

ＳＫＴ コットンプリント巻きスカート

ＳＫＴ シフォンスカート

PT コットンパッチワーク　ガウチョパンツ

PT アラジンパンツ　シーチング

PT アラジンパンツ　カディー

PT カナビス柄パンツ

PT 七分丈刺繍パンツ

PT グラデーションタイダイパンツ クロップド

PT グラデーションタイダイパンツ フルレングス

PT ワイドパンツ

VT ベスト

PJ レディースパジャマ

ＡＰ ミニエプロン

ＡＰ H型エプロン

ＴＣ テーブルカバー　130×170

ＢＣ マルチカバー 205×225

NR のれんセレクトSTD

NR のれんセレクトSP

ＳＴＬ レーヨンジャカードストール

ＳＴＬ レーヨンマントラ柄ストール

ＳＴＬ ビスコースストール

ＳＴＬ ビスコースストール ビーズワーク付

雑貨 ランチョンマット

雑貨 布製コースター

雑貨 クッションカバー

雑貨 トーラン　大

雑貨 トーラン　小

雑貨 トーラン　刺繍

多目的カバー

アルバムから選択

アルバムから選択

上下セット

500枚以上
数量価格適用

１０枚組

象の刺繍は除外

この範囲で合
算可

数量価格有
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https://twitter.com/art_indo_com/status/491765244306276352
https://www.facebook.com/art.indo.jagannath/photos/ms.c.eJw9yLENADAIA7CPKiAlIf8~;xlLVo~;PaHJTQ04RPviCdY~_GHoroQXAjwClM~-.bps.a.1482394121981221.1073741850.1396600487227252/1499683273585639/?type=1&theater
http://www.facebook.com/art.indo.jagannath/photos/pb.1396600487227252.-2207520000.1426045445./1482394128647887/?type=3&theater
http://www.facebook.com/art.indo.jagannath/photos/pb.1396600487227252.-2207520000.1426045445./1482394128647887/?type=3&theater
https://twitter.com/art_indo_com/media
https://www.facebook.com/art.indo.jagannath/photos/pb.1396600487227252.-2207520000.1426667858./1487543354799631/?type=3&theater
https://www.facebook.com/art.indo.jagannath/photos/pb.1396600487227252.-2207520000.1426667858./1487543468132953/?type=3&theater
https://twitter.com/art_indo_com/status/439336368498429952
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1535333823353917.1073741858.1396600487227252&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1449605881926712.1073741847.1396600487227252&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1397487203805247.1073741833.1396600487227252&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1479812695572697.1073741849.1396600487227252&type=1
https://twitter.com/art_indo_com/status/563228312663638019/photo/1
https://www.facebook.com/art.indo.jagannath/photos/pb.1396600487227252.-2207520000.1418005106./1449950181892282/?type=3&theater
https://www.facebook.com/art.indo.jagannath/photos/a.1398554633698504.1073741837.1396600487227252/1398559633698004/?type=3&theater
https://www.facebook.com/art.indo.jagannath/photos/a.1398554633698504.1073741837.1396600487227252/1398559640364670/?type=3&theater
https://www.facebook.com/art.indo.jagannath/photos/a.1398554633698504.1073741837.1396600487227252/1450703611816939/?type=3&theater


雑貨 トーラン　ミラーワーク

雑貨 平型お香立て

コーン皿付平型お香立て 10" 同柄20個単位

コーン皿付平型お香立て 12" 同柄20個単位

雑貨 BOXお香立て 12" SPECIAL

雑貨 BOXお香立て 10"

雑貨 ピラミッド型お香立て

雑貨 シャッターお香立て

雑貨 ロケット型お香立て

雑貨 ２色ロケット型お香立て

雑貨 タワー型お香立て スクエア

雑貨 タワー型お香立て 八角

雑貨 タワー型お香立て 円形

雑貨 タワー型お香立て ２色

雑貨 タワー型お香立て スモール

BAG ＥＣＯ　ＢＡＧ ジュートバッグ

BAG サリーバッグ

BAG ★バッグ 各種

BAG ザリバッグ

BAG サドゥーバッグ （リバーシブル）

ＭＥＮＳ メンズクルタ

バッグ割引対象外

バッグ割引対象外

最小ロット
２個単位

最小ロット
４個単位

プリント／無地・神様柄

バッグ割引対象

下表参照

最小ロット
４個単位

最小ロット
４個単位

最小ロット
２個単位

最小ロット
２個単位

最小ロット
２個単位

同柄24個単位

最小ロット
２個単位

最小ロット
２個単位

雑貨 ＢＯＸお香立て 12"

最小ロット
４個単位

最小ロット
４個単位

最小ロット
４個単位
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https://www.facebook.com/art.indo.jagannath/photos/a.1398554633698504.1073741837.1396600487227252/1450703615150272/?type=3&theater
https://www.facebook.com/art.indo.jagannath/photos/a.1424529147767719.1073741843.1396600487227252/1427004914186809/?type=1&theater
https://www.facebook.com/art.indo.jagannath/photos/a.1424529147767719.1073741843.1396600487227252/1533956630158303/?type=3&theater
https://www.facebook.com/art.indo.jagannath/photos/a.1424529147767719.1073741843.1396600487227252/1533956626824970/?type=3&theater
https://www.facebook.com/art.indo.jagannath/photos/a.1424529147767719.1073741843.1396600487227252/1424529171101050/?type=1&theater
https://www.facebook.com/art.indo.jagannath/photos/a.1424529147767719.1073741843.1396600487227252/1424529167767717/?type=3&theater
https://www.facebook.com/art.indo.jagannath/photos/a.1424529147767719.1073741843.1396600487227252/1424529174434383/?type=3&theater
https://www.facebook.com/art.indo.jagannath/photos/ms.c.eJxFyLENACAMA7CPEGmapvz~;GAMCPBrJskNa7TIwcKOUpPsHA3OmXvSJ2NEeDZQ~-.bps.a.1424529147767719/1436772583210042/?type=1&theater
https://www.facebook.com/art.indo.jagannath/photos/pb.1396600487227252.-2207520000.1413510955./1429974873889813/?type=3&theater
https://www.facebook.com/art.indo.jagannath/photos/ms.c.eJxFyLENACAMA7CPEGmapvz~;GAMCPBrJskNa7TIwcKOUpPsHA3OmXvSJ2NEeDZQ~-.bps.a.1424529147767719/1436772553210045/?type=1&theater
https://www.facebook.com/art.indo.jagannath/photos/a.1424529147767719.1073741843.1396600487227252/1429974847223149/?type=3&theater
https://www.facebook.com/art.indo.jagannath/photos/a.1424529147767719.1073741843.1396600487227252/1429974840556483/?type=3&theater
https://www.facebook.com/art.indo.jagannath/photos/ms.c.eJxFyLENACAMA7CPEGmapvz~;GAMCPBrJskNa7TIwcKOUpPsHA3OmXvSJ2NEeDZQ~-.bps.a.1424529147767719/1436772556543378/?type=1&theater
https://www.facebook.com/art.indo.jagannath/photos/pb.1396600487227252.-2207520000.1414566837./1436772559876711/?type=3&theater
https://www.facebook.com/art.indo.jagannath/photos/a.1424529147767719.1073741843.1396600487227252/1429974843889816/?type=3&theater
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1398513420369292.1073741836.1396600487227252&type=3
http://www.art-indo.com/wood_item/incense_box.html

