
電報で届けるメッセージと贈り物

商品はすべて数量限定です。お早めにお申し込みください。

15
cm

11.2cm

Web限定商品も
多数取り揃えて
おります。

ギフト商品とメッセージを、縁起の良い七宝柄の
和モダンデザインのスリーブ封筒に入れてお届けいたします。

5/31 火まで
父の日お申込期間

お届け期間

上記のいずれかにお届けいたします。
配達日時の指定はできませんので、ご了承ください。

・6/17金 18 土・19 日

2/24 木 4/17日～
母の日お申込期間

お届け期間

上記のいずれかにお届けいたします。
配達日時の指定はできませんので、ご了承ください。

5/5 木 6 金・ 7 土・ 8 日・

母の日
電報

5/8 日

父の日
電報

6/19 日

2022

2022

スマートフォンの方 パソコンの方

表面の二次元コードを
スキャンしてください 表面のご紹介IDを入力してください。

商品選択後、お届け先＆お申し込み者情報入力画面の右上 【ご紹介ID： 】 をチェック！

二次元コードをスキャンした場合は自動反映いたします。

VERYCARD

ID:0000

表面の
二次元
コード

※ご紹介IDの入力漏れに
　ご注意ください。

パソコンやスマートフォンでかんたん申込み

ご紹介ID：＊＊＊＊

を検索。VERY CARD  HPへ。VERYCARD

5/5（木・祝）・6（金）・7（土）・8（日）
・2/24～4/5までお申込の方
・4/6～4/17までお申込の方 18:00まで：4/6（水）

：4/18（月）

※左記期間のいずれかにお届けします。 
　配達日時のご指定はできません。

2/24（木）～4/17（日）
ショッピングガイド

商品とお届けについて

お申込期間

お申込方法

「お申し込み確認・変更・キャンセル」にてご確認ください。お申込内容の確認について

お届け期間

変更・キャンセル

●数量に限りのある商品の為、お早めにお申し込みください。また、品切れの際はご了承ください。
●配達が正常にできない等、メールでご連絡を差し上げる場合があります。必ずメールを受信できるよう受信許可設定の上、お申し込みください。
●お届け先が不在の場合は、基本はポスト投函いたします。投函が不可能な場合や佐川急便配達分は、不在票を投函し、ご連絡があり次第、再配達を行います。
●「母の日・父の日」の電報は、カードタイプは日本郵便株式会社（時間帯指定郵便）、ギフトタイプ・生花は佐川急便が配達いたします（一部地域・商品除く）。
●お客様のご都合による返品・キャンセルはご遠慮いただいておりますので、予めご了承ください。

父の日は5/31（火）まで

※父の日は6/17（金）・18（土）・19（日）

※父の日は6/1（水）

「お申し込み確認・変更・キャンセル」から行ってください。
左記の日時以降、変更・キャンセルはご対応いたしかねます。
※ご紹介IDの追加・変更は出来かねます。
　「お申し込み確認・変更・キャンセル」から一旦キャンセルし、
　再申し込みください。

「VERY CARD（クレジット・キャリア決済）」の
「母の日」「父の日」特設ページよりお申し込みください。
※「VERY CARD for Bussiness」「飛脚電報便」サイトでは販売いたしません

一次締切：4/5（火）
二次締切：4/17（日）

※「ご紹介ID（配送員コード）」の入力漏れにご注意ください。
※ご紹介価格について
　申込画面では一般価格で表示されますが、「内容確認」画面で割引が適用されていることを
　ご確認いただけます。
※一部商品は割引はございません

お支払いはクレジットカード決済・auかんたん決済・docomo払いのみとなります。

初版　2022年2月
※撮影用の小物類は商品に含まれません。  ※お届けする商品のデザインや仕様は掲載画像と異なる場合がございます。

お申込みは
こちらから

ご紹介IDは
こちらです
ご紹介IDは
こちらです

ご不明点があれば、佐川ヒューモニー株式会社 コールセンターまでお尋ねください。

販売元

r_takahashi
スタンプ



サイズ：直径100mm×厚さ50mm
重さ：約400g

［hikka］
ブルームアクアラウンド

レッドピンク

イエロー

植物が必要な水分だけを
ゆっくりと吸い上げる
“アクアセル”使用。水やりの
回数が驚くほど減ります。

生花 生花

生花 生花 生花 生花

透明度の高いアクリルで花を閉じ込めた
ハーバリウム

鮮明な赤と、母の日に
ピッタリの商品名の
感謝の気持ち

フリルのように波打つ
花びらの発色がキレイな
グランルージュ

華やかな濃いピンクが
魅力的なマミーピンク

ピンクと白の
ツートンカラーが
可愛いテルーラピンク

ストライプがかった
ピンクが特徴の
コーラルパラダイス

黄色と白のグラデーションが
さわやかなキナコ

アクアセル 水

サイズ：４寸鉢
高さ約40～45cm

ミニ胡蝶蘭
コーラルパラダイス（ピンク）

MF11母 FF11父 電報（メッセージ）料・送料込

ご紹介価格 6,510円（税込）
一般価格 6,888円（税込）サイズ：5寸鉢

高さ約35cm　幅約20cm

カーネーション
サキーネ テルーラピンク（複色ピンク）

MF10母 電報（メッセージ）料・送料込

ご紹介価格 4,650円（税込）
一般価格 4,888円（税込） サイズ：5寸鉢

高さ約35cm　幅約20cm

カーネーション
サキーネ マミーピンク（ピンク）

MF09母 電報（メッセージ）料・送料込

ご紹介価格 4,650円（税込）
一般価格 4,888円（税込）

サイズ：5寸鉢
高さ約35cm　幅約20cm

カーネーション
感謝の気持ち（レッド）

MF07母 電報（メッセージ）料・送料込

ご紹介価格 4,650円（税込）
一般価格 4,888円（税込） サイズ：5寸鉢

高さ約35cm　幅約20cm

カーネーション
グランルージュ（レッド）

MF08母 電報（メッセージ）料・送料込

ご紹介価格 4,650円（税込）
一般価格 4,888円（税込）

サイズ：４寸鉢
高さ約40～45cm

ミニ胡蝶蘭
キナコ(黄色)

MF12母 FF12父 電報（メッセージ）料・送料込

ご紹介価格 6,510円（税込）
一般価格 6,888円（税込）

電報（メッセージ）料・送料込

ご紹介価格 各7,610円（税込）
一般価格 各8,070円（税込）

長くお花を楽しんでいただく為、
つぼみが多い状態でお届けします

ボックスサイズ：W8.5×H8×D31.5cm

華やかなフラワーボックスと選べるドリンクのセット

プリザーブドフラワー
ボックス＆
選べるドリンク

電報（メッセージ）料・送料込

ご紹介価格 各6,800円（税込）
一般価格 各7,199円（税込）

各カーネーションの共通仕様

レッドM037母 F037父

ピンクM038母 F038父

イエローM039母 F039父

リキュール
M051母

（苺にごり酒）
スパークリングワイン
M052母

テッレ デイ ブース
フリッツァンテ ロゼ（                      ）

脱アルコールワイン
M053母

カールユング
スパークリング ロゼ（                       ）

このパンフレットに掲載のないWeb限定商品もございます。撮影用の小物類や商品内容として記載がない物は商品に含まれません。

※お花は自然の植物ですので実際の商品の色、サイズは写真、表記と多少異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

〈 商品の詳細やお申し込みはWebサイトをご覧ください 〉 表紙の  ご紹介IDからお申し込みいただくとご紹介価格が適用されます。

20歳未満のお酒の購入や飲酒は法律で禁止されています。  佐川ヒューモニーでは20歳未満の方に酒類を販売いたしません。



内容量：砂糖 50g、塩 75g、酢 100ml、
醤油 100ml、ソース 100ml

東京さしすせそ
（5種類の調味料セット）

［梅干し／甘仕立て］3粒
［梅干し／レモン仕立て］3粒
［贅沢茶漬け、贅沢山椒だし茶漬け］各1袋

［勝僖梅］南高梅と
お茶漬けの詰め合わせ

贅沢な鯛だしカレーと
甘口カレーの食べ比べセット

坂井宏行シェフ監修の
チョコレートパウンドケーキセット

坂井宏行シェフ監修の
チーズパウンドケーキ
アソート

昔ながらの伝統的な技法で作った調味料セット 甘仕立てとレモン仕立ての南高梅と
お茶漬けのセット

電報（メッセージ）料・送料込

ご紹介価格 3,400円（税込）
一般価格 3,543円（税込）

電報（メッセージ）料・送料込

ご紹介価格 5,850円（税込）
一般価格 6,178円（税込）

色とりどりの花々が可憐に咲く
庭をイメージしたカード

清楚な白い胡蝶蘭が大きく
デザインされたカード

ピンクのバラの花束をそのまま
閉じ込めたようなカード

電報（メッセージ）料・送料込

ご紹介価格 4,050円（税込）
一般価格 4,242円（税込）

電報（メッセージ）料・送料込

ご紹介価格 2,420円（税込）
一般価格 2,489円（税込）1,507円（税込） 1,540円（税込） 1,507円（税込）

坂井宏行シェフ監修
チョコレートケーキ アソートA

［パウンドケーキチョコレート］1本 ［カップケーキプレーン］1個
［カップケーキメープル］1個 ［オニオンスープ］7g×6袋

電報（メッセージ）料・送料込

ご紹介価格 3,550円（税込）
一般価格 3,704円（税込）

坂井宏行シェフ監修
チョコレートケーキ アソートB

［パウンドケーキチョコレート］1本
［カップケーキプレーン］1個 ［カップケーキメープル］1個
［カップケーキチーズ］1個 ［カップケーキバナナ］1個
［オニオンスープ］7g×6袋 ［イチゴクッキー］30g

電報（メッセージ）料・送料込

ご紹介価格5,300円（税込）
一般価格 5,586円（税込）

［チーズパウンドケーキ］1本
［メープルクッキー］50g ［チョコクッキー］50g

坂井宏行シェフ監修
チーズパウンドケーキアソート

ドトールのオレンジケーキとコーヒーを楽しめるセット

東京・銀座「椿屋珈琲」の
2種類のブレンドをセレクト

ギフトにぴったりの
スタイリッシュなスリムボトル入り

［ドトールコーヒー］オレンジケーキギフトセット

ピーターラビットとハート型の
リースが可愛いデザイン

M023母 F023父

M024母 F024父

M025母 F025父

M030母 F030父

プレーン、チーズ、チキン、
ビーフ、かんころ 各2袋

電報（メッセージ）料・送料込

ご紹介価格 4,610円（税込）
一般価格4,844円（税込）

ごとのカレーあじわいセット
M019母 F019父

紅椿ブレンド5袋､
白椿ブレンド5袋（各12ｇ）

［椿屋珈琲］
ドリップ珈琲ギフト（紅椿・白椿）

電報（メッセージ）料・送料込

ご紹介価格3,960円（税込）
一般価格 4,144円（税込）

M009母 F009父

アイスコーヒー1本、
カフェオレベース1本（各500ml）

［椿屋珈琲］
アイスコーヒー＆カフェオレベース

電報（メッセージ）料・送料込

ご紹介価格 5,150円（税込）
一般価格 5,425円（税込）

M010母 F010父

［オレンジケーキ］3個
［ドトールほろにがカフェ・オ・レ］3本
［ドトールまろやかカフェ・オ・レ］3本
［ドトールドリップコーヒーオリジナルブレンド］4袋
［ドトールドリップコーヒークラシックブレンド］4袋

電報（メッセージ）料・送料込

ご紹介価格3,960円（税込）
一般価格 4,144円（税込）

ギフトセットAM013母 F013父

［オレンジケーキ］6個
［ドトールほろにがカフェ・オ・レ］6本
［ドトールまろやかカフェ・オ・レ］6本
［ドトールドリップコーヒーオリジナルブレンド］4袋
［ドトールドリップコーヒークラシックブレンド］4袋

電報（メッセージ）料・送料込

ご紹介価格 4,950円（税込）
一般価格 5,209円（税込）

ギフトセットBM014母 F014父

M033母 F033父

メッセージカードのみのお届けとなります。

プレスティッジ

MCC7母

ピンク・ローズ

MCC8母 フラワーガーデン
MP06母

ピーターズ ハート

MMRB母
電報（メッセージ）料・送料込 電報（メッセージ）料・送料込 電報（メッセージ）料・送料込

このパンフレットに掲載のないWeb限定商品もございます。撮影用の小物類や商品内容として記載がない物は商品に含まれません。

〈 商品の詳細やお申し込みはWebサイトをご覧ください 〉 表紙のご紹介IDからお申し込みいただくとご紹介価格が適用されます。



カズチー1袋あたり7粒／
ホッティー1袋あたり6粒

～選べるおつまみ～
次の3種類からおひとつお選びいただけます。

白えび素干し／焼きほたるいか
各1袋　

アーモンド／カシュー／くるみ
各1袋　　

カズチー・ホッティー 白えび素干し・
焼ほたるいか

金沢のこだわり醤油で
つくったおいしいナッツ

網走ビール缶8本セット
＆選べるおつまみ

日本酒飲み比べ
（吟醸・特別純米）
＆選べるおつまみ

猿岩ボトル
ー弐DOSー（麦）
＆選べるおつまみ

常陸野ネストビールと
しゅわしゅわ木内梅酒セット
＆選べるおつまみ

甕雫（芋）
＆選べるおつまみ

竹葉　日本酒仕込みの
リキュールセット（梅酒・ゆず酒）
＆選べるおつまみ

喜多方テロワール
EPISODEＩ
＆選べるおつまみ

吟の一滴（芋）
＆選べるおつまみ

ゆず・しそ
スパークリングセット
＆選べるおつまみ

日本酒飲み比べ
（純米大吟醸・大吟醸）
＆選べるおつまみ

金滴
純米吟醸酒「感謝」
＆選べるおつまみ

日本酒飲み比べ
（特別純米・純米酒）
＆選べるおつまみ

焼酎飲み比べ（麦・芋）
＆選べるおつまみ

常陸野ネストビール
飲み比べセット
＆選べるおつまみ

山梨県産紅白ワインと
ミックスナッツのセット

日本ワイン紅白セット＆
トリュフ薫るミックスナッツ

電報（メッセージ）料・送料込

ご紹介価格

6,150円（税込）
一般価格 6,499円（税込）

［P o n y  ブラック・クイーン  
2021（赤）］1本
［Pony 甲州 2021（白）］1本
［トリュフ薫るミックスナッツ］
1袋

くんせいかずのことチーズを組
み合わせた新感覚おつまみ「カ
ズチー」と、噛むほどにホタテの
旨味があふれ出す「ホッティー」
のセット。

富山湾でしか獲れない貴重な白
えびの美味しさが味わえる「白え
び素干し」と、コクのある肝が絶
品の国産（日本海産）の「焼ほた
るいか」のセット。

江戸時代から続く老舗「直源醤
油」自慢のこだわり醤油『もろ
みの雫』を使用した、あましょっ
ぱい風味に仕上げたナッツの
セット。

ビール

ビール

日本酒

日本酒

日本酒日本酒

日本酒焼酎

焼酎

焼酎

焼酎

ワイン

リキュール

リキュール

梅酒
ビール

電報（メッセージ）料・送料込

ご紹介価格

各6,350円（税込）
一般価格 各6,715円（税込）

金沢のこだわり醤油でつくったおいしいナッツ
M056母 F056父

白えび素干し・焼ほたるいか
M055母 F055父

カズチー・ホッティー
M054母 F054父

電報（メッセージ）料・送料込

ご紹介価格

各6,150円（税込）
一般価格 各6,499円（税込）

金沢のこだわり醤油でつくったおいしいナッツ
M089母 F089父

白えび素干し・焼ほたるいか
M088母 F088父

カズチー・ホッティー
M087母 F087父

電報（メッセージ）料・送料込

ご紹介価格

各5,700円（税込）
一般価格 各6,015円（税込）

金沢のこだわり醤油でつくったおいしいナッツ
M077母 F077父

白えび素干し・焼ほたるいか
M076母 F076父

カズチー・ホッティー
M075母 F075父

電報（メッセージ）料・送料込

ご紹介価格

各5,850円（税込）
一般価格 各6,178円（税込）

金沢のこだわり醤油でつくったおいしいナッツ
M062母 F062父

白えび素干し・焼ほたるいか
M061母 F061父

カズチー・ホッティー
M060母 F060父

電報（メッセージ）料・送料込

ご紹介価格

各4,500円（税込）
一般価格 各4,725円（税込）

金沢のこだわり醤油でつくったおいしいナッツ
M068母 F068父

白えび素干し・焼ほたるいか
M067母 F067父

カズチー・ホッティー
M066母 F066父

電報（メッセージ）料・送料込

ご紹介価格

各5,700円（税込）
一般価格 各6,015円（税込）

金沢のこだわり醤油でつくったおいしいナッツ
M095母 F095父

白えび素干し・焼ほたるいか
M094母 F094父

カズチー・ホッティー
M093母 F093父 M096母 F096父

電報（メッセージ）料・送料込

ご紹介価格

各4,500円（税込）
一般価格 各4,725円（税込）

金沢のこだわり醤油でつくったおいしいナッツ
M083母 F083父

白えび素干し・焼ほたるいか
M082母 F082父

カズチー・ホッティー
M081母 F081父

電報（メッセージ）料・送料込

ご紹介価格

各7,900円（税込）
一般価格 各8,382円（税込）

金沢のこだわり醤油でつくったおいしいナッツ
M071母 F071父

白えび素干し・焼ほたるいか
M070母 F070父

カズチー・ホッティー
M069母 F069父

電報（メッセージ）料・送料込

ご紹介価格

各6,350円（税込）
一般価格 各6,715円（税込）

金沢のこだわり醤油でつくったおいしいナッツ
M092母 F092父

白えび素干し・焼ほたるいか
M091母 F091父

カズチー・ホッティー
M090母 F090父

電報（メッセージ）料・送料込

ご紹介価格

各7,250円（税込）
一般価格 各7,682円（税込）

金沢のこだわり醤油でつくったおいしいナッツ
M080母 F080父

白えび素干し・焼ほたるいか
M079母 F079父

カズチー・ホッティー
M078母 F078父

電報（メッセージ）料・送料込

ご紹介価格

各5,850円（税込）
一般価格 各6,178円（税込）

金沢のこだわり醤油でつくったおいしいナッツ
M059母

白えび素干し・焼ほたるいか
M058母

カズチー・ホッティー
M057母

電報（メッセージ）料・送料込

ご紹介価格

各4,350円（税込）
一般価格 各4,565円（税込）

金沢のこだわり醤油でつくったおいしいナッツ
M065母 F065父

白えび素干し・焼ほたるいか
M064母 F064父

カズチー・ホッティー
M063母 F063父

電報（メッセージ）料・送料込

ご紹介価格

各4,500円（税込）
一般価格 各4,725円（税込）

金沢のこだわり醤油でつくったおいしいナッツ
M086母 F086父

白えび素干し・焼ほたるいか
M085母 F085父

カズチー・ホッティー
M084母 F084父

電報（メッセージ）料・送料込

ご紹介価格

各5,700円（税込）
一般価格 各6,015円（税込）

金沢のこだわり醤油でつくったおいしいナッツ
M074母 F074父

白えび素干し・焼ほたるいか
M073母 F073父

カズチー・ホッティー
M072母 F072父

このパンフレットに掲載のないWeb限定商品もございます。撮影用の小物類や商品内容として記載がない物は商品に含まれません。 20歳未満のお酒の購入や飲酒は法律で禁止されています。  佐川ヒューモニーでは20歳未満の方に酒類を販売いたしません。

〈 商品の詳細やお申し込みはWebサイトをご覧ください 〉 表紙の  ご紹介IDからお申し込みいただくとご紹介価格が適用されます。


