「グリーンブーケ」
コース

花ではなく葉ものや
実もののブーケ

STEP

季節の枝もの

「枝もの」
コース

季節によってセレクトした
５〜８種類のグリーンを
お届けいたします。
組合せは届いてからのお楽しみ。

1

秋はパンパス、
冬はコットン
フラワーやお正月の枝もの、
春はミモザ、夏はスモーク
ツリー、
ドウダンツツジなど。
毎月季節感を
お楽しみいただけます！

最初からブーケになっているので、そ

気に入った
コースを
選びましょう

のまま飾っても十分ステキ！ グリーンは

枝分かれしているので、小さく切ってリ

枝ものは長持ちでお手入れも楽ちん ! 飾

ビングのテーブル、洗面台、玄関など、

りやすいサイズでお届けしますので、部

いろいろな場所に飾っていただけます。

屋の中でグリーンの心地よさを楽しむこ

小さなコップや空き瓶に挿してもオシャ

とができます。クリスマスの季節は、枝も

レですよ。生花で楽しんだ後はドライフ

のにオーナメントを飾れば、簡単にクリス

ラワーでもお楽しみいただけます。

マスの雰囲気に。季節のイベントにも幅
広いシーンで活躍してくれるはずです。

送料込

1 回分 3,850円

送料込

画像の枝はドウダンツツジです

便
期
定
」
の
も
枝
「
・
」
ケ
ー
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box
nam ad o mo nt hl y fl owe r
や枝ものを1 ヶ月に 1 度のペースで
季節によって、はなまどがセレクトしたグリーン
ラクですよ。
げしてあるのでそのまま花瓶に。扱いがとっても
自宅に宅配便で受け取れるサービスです。水揚

STEP

2

コースの次は
お届けプランを
選びましょう

プラン
気軽に
試してみたい方に

毎月プラン
日常にグリーンのある
暮らしを楽しめる

1 年プラン

お届けとお支 払い

1 回のお申込みで
1年継続してお届け。
初回まとめてのお支払い。

※途中解約ができませんのでご注意ください。

A. 枝ものコースグリーン
ブーケコースどちらにもオススメ

2コース同時お申込みで

550 円
OFF

※解約の場合はご連絡ください。

2コース同時お申込みで

1,100 円
OFF

おすすめ花びん

（どちらか1つ選んで）
初回にプレゼント

日常にささ
やかな
変化を
もたらしてく
れる

グリーン
があるだ
けで
空気が
変わる！
癒され
る！

おすすめ花びん

割引・プレゼント

1 度のお申込みで
毎月継続してお届け。
月ごとのお支払い。

1 回分 3,300円

1 年プランでお得に
ゲットできるチャンス！

枝ものがちょうどいい！ テクニック
のいらないフラワーベースです。
[ ファゴット] フラワーベース / <¥2,800+ 税 >

切り花
長持ち剤ボトル
初回にプレゼント

B. グリーンブーケ
コースにオススメ

A

B

ふんわり飾れる！ 程よいサイズの
フラワーベース。
[ フォルン ] フラワーベース / <¥1,600+税 >

詳細は裏面へ

「グリーンブーケ」
・
「枝もの」定期便

季節を愉しむ「枝」のご紹介！

Hanamad o mont hl y fl ower box

お花よりも長く楽しむことができる枝ものは、一年を通していろいろな表情を楽しめる素敵な
インテリアになります。種類によっては、一本でも様になるので、コストパフォーマンスも抜群。
暮らしに枝物を取り入れると、季節のうつろいも感じることもできますよ。
春に
お届け
予定

1

In for m at io n

お届けについて

基本的に毎月第 4 金曜日発送、翌日土曜日

のお受け取りとなります。

お受け取りのお時間のご希望など、お気軽

にご相談くださいね
4th Friday

hello~

Next day
Satarday

キレイに咲かせてからお届け、
こだわりのミモザ！

In for m at io n

2

申込みについて

ご来店、お電話、メールにて
お申込みください

Mi m o s a

TEL

0537-22-3315

0120-087-552

受付時間 10:00〜19:00
（日祝17:00まで／火曜定休・水曜不定休）

E-M A IL

info@hanamado.jp
MONTHLY FLOWER BOX

Column

鮮やかな黄色でふわふわしたイメージのミモザ ですが、実は乾燥に弱いデ
リケートなお花で、つぼみのまま花が咲かないこともあります。はなまどの
こだわりは、お客様の元に届いたときに一番美しく咲くよう、ベストな状態
でお届け予定です。ドライにするとやや渋みがかった黄色に変化しますが、
アンティークな雰囲気で楽しめますよ。

ドライにもなって楽しめる！ スモークツリー

夏に
お届け
予定

この煙のように見える部分は実は花ではなく、花が咲いた後に残った軸の
部分なんだそう。ひと枝だけでも存在感があり、飾っていると、少しづつド
ライになっていくのですが、その間にも、色味がほんのりと変わってくるので、
その様子を眺めるのも、また楽しいです。

Smork t ree

MONTHLY FLOWER BOX

注意事項
1. お届けするグリーンや枝について
品種・色味のご指定は出来ません。全てお任せになります。

3

In for m at io n

お支払いについて

ご来店にてお支払い、またはメールでクレ

ジット決済 (Visa、master、アメリカンエク
スプレス、JCB、ダイナーズ ) のご案内を送

ります。

4

Q

In for m at io n
Q &A
申込者と異なる宛先に
届けることはできますか？

可能ですが、お届けに２日以上かかるエリアな
ど商品劣化の恐れがある場合がございますの
で、ご相談ください。

Q

不在の際など、発送日を
ずらすことは出来ますか？

お届け日の２日前までのご連絡で対応可能で
す。
（土曜日にお届けの場合は、木曜日まで）

2. キャンセルやご解約について
毎月プラン：毎月自動的にお届け、月１度の決済となって
おります。
※初回のお申込みで毎月お届けのご契約成立となります。
※キャンセル・ご解約の場合はお届け日の１週間前までに
ご連絡ください。
（土曜日にお届けの場合は、前週の土曜日まで）
※発送後のキャンセルはお断りしております。
3. お届けできるエリアについて
お届けに２日以上かかるエリアへはお届けできません。
エリアについてはお問い合わせください。

4. ギフトラッピングはお受けできません。
5. 返品・交換について
万全を期していますが、万が一商品が届かない、傷んだ
ものが届いた場合は商品保証がございます。
商品到着後２日以内にお知らせください。商品の画像を
添付してご連絡を頂いた後、再度商品を発送致します。
6. 定期便の為、他の通常配送商品との同時注文はお受け
できません。本商品のみのご購入をお願い致します。
7. お客様都合での受け取りが出来なかった場合、お客様
都合で商品劣化をしてしまった可能性がある場合、長期
不在等で商品が返送された場合、当店での再送・返金は
致しかねます。

〒436-0086 静岡県掛川市宮脇 1 丁目 16 -1
火曜定休・水曜不定休 / 10:00〜19:00 (日曜・祝日は17:00まで)

MONTHLY FLOWER BOX

MONTHLY FLOWER BOX

Tel. 0537(22)3315

http://hanamado.jp

