
生け方説明書付き

入会費
年会費
  無料！！

花瓶生けや水盤生けなど
毎週違ったお花の組み合わせで
季節を感じていただける、

当社自慢の
大人気コースです。

心をこめて  あなたのお家や職場に

新鮮なお花を定期的にお届けします

※切花コースは月3回のお届けです。

配送料込み

料金に配送料が
含まれてこの安さ！8801 回

当たり

1ヶ月3回お届けで月額2,640円（税込2,851円）
円

花材名、花言葉、生け方を詳
しく解説した説明書を毎回お
花と一緒にお付けいたしま
す。生け花の経験がなくて
も届いたその日から上
手に生けて楽しんで
いただけます。

お支払いは
安心の後払い

月末3回目のお届け時にお支払いただきま
す。なお、便利な郵便・銀行自動引落がお
すすめです。

お届け例
１回目

お届け例
２回目

お届け例
３回目

新 鮮 な お 花 を 、 新 鮮 な ま ま お 届 けし ま す 。

0120‐03‐7438

0120‐716‐087

お気軽にお電話ください。（通話料無料）

FAXでも承っております。（通信料無料）

お気軽にお電話ください。

受付時間
AM9時～PM5時30分
（土・日除く）

受付時間
AM9時～PM5時30分
（土・日除く）

24時間受付

TEL

FAX

0744‐32‐0687
IP電話・携帯電話

花ちゃんの定期便からお届けまでの手順

アフターフォローも万全！　園芸に関することはすべて当社におまかせください。

さん・らいふ事業部

ガーデン&エクステリア事業部

当社独自のネットワークにより
お花を仕入れてから最短でお客様の手元までお届けします。

当社自慢のお正月花や母の日、花苗･球根、
園芸資材から、「さん・らいふ事業部」の自然
食品・生活用品にいたるまで、1年を通して
ギフト・イベント情報が、お花と一緒にお届け
するチラシに満載！満足度120パーセント！

私たちは、関西地区を中心に安心・安全の自然食品を宅配
して35年になります。また食品のみならず、地球を汚さない
ことをモットーとし、人、地球環境の全ての調和と健康を考
えた商品のご提案をさせていただいております。資料請求、
ご質問などありましたらお気軽にお問い合わせください。

当社独自のネットワークにより、地元協力店が施工を承ります。出張料等心配
することなくお気軽にご相談いただけます。

当社ではお客様第一の価格設定をとっています。そのため施工前に充分な
打ち合わせを行いお見積もりいたしますので、価格にバラつきがなく、また、
無駄な出費がなく経済的です。

窓口は（株）日本総合園芸が行い、施工は地元協力会社が行います。完成ま
で当社が責任をもって対応いたしますので、知らない業者に頼むより、いつ
もお花をお届けしている会社だから安心です。

※お客様情報は、弊社から各種商品・情報のご提供、ご送付にのみ使用します。ただし、送付に際し発送代行会社に作業を委託する場合がございます。

～お庭づくりのお手伝いもいたしております～

お気軽に

経済的です

安心です

もちろんお見積もりは無料！　お気軽にご相談ください。
当社施工例

会員様限定

ギフトやイベント情報も
盛りだくさん！

配達には万全を期しておりますが、万が一花
折れ等の不備がございましたらすぐにご連
絡ください。素早く対応させていただきま
す。お客様が安心してお買い求めいただけ
るシステムを目指しております。

クレームクイックシステム

切り花コースをいくつも楽しんだり、夏場は鉢
花、冬場は切り花、そしてたまには苗ものなど
など…。月単位でコースの変更ができます。ご
自由に各コースの魅力を感じてみてください。
夏場は月4回配達も承ります。（希望の方のみ）

コース変更も
お電話ひとつで（月単位）

切り花コースの場合はバケツをご用意
いただけましたら、当社スタッフが責任
をもって配達させていただきます。
※お届け時間の指定はできません。

玄関先までお届け。
お留守がちでもご安心を！

http://www.nihon-sogo-engei.com

配送料
込み

http://www.sizen-sunlife.com/

お届け状態（写真はAコース）

初心者の方でも大丈夫！

入会費
年会費
  無料！！

0120‐03‐7438
お気軽にお電話ください。（通話料無料）

受付時間
AM9時～PM5時30分（土・日除く）

TEL



※写真は一例です。季節のお花をお届けします。

鉢花コース

完成イメージ

吸水性フォーム付き

花瓶生けや水盤生けなど
毎週違ったお花の組み合わせで
季節を感じていただける、
当社自慢の大人気コースです。

バラエティコース
１回当たり 880円

月額 2,640円（税込 2,851円）
A

ファンタジーコース
１回当たり 1,100円

月額 3,300円（税込 3,564円）
B

セレクト四季コース
１回当たり 1,100円

月額 3,300円（税込 3,564円）
C

アレンジメントコース
１回当たり 1,300円

月額 3,900円（税込 4,212円）
E

ユリ・バラコース
１回当たり 1,100円

月額 3,300円（税込 3,564円）
SS

初めての方にもおすすめ！
一番人気の Aコース

水盤生けのお花を組み合わせお届けします。

花瓶生けのお花を組み合わせ
お届けします。

ユリとバラを交互に
お届けします。
ユリのみバラのみを
ご希望の方は
お申し付けください。

豪華なお花をご希望の方に。鉢物コース人気№1！
季節の鉢花をお届けします。

ラブリーコース
月額 2,000円（税込 2,160円）

毎月、多種多彩な観葉植物をお届けします。

グリーン B コース
月額 2,000円（税込 2,160円）

鉢花を2鉢（2種類）
お届けします。

ツインポエムコース
月額 2,000円（税込 2,160円）

鉢花と観葉植物を1種類ずつ2鉢お届けします。

ポエム＆グリーンコース
月額 2,000円（税込 2,160円）

観葉植物を2鉢（2種類）お届けします。

ツイン
グリーンコース
月額 2,000円
　　　　（税込 2,160円）

高級感のあるグリーンをご用意します。

グリーン C コース
月額 3,000円（税込 3,240円）

季節の花苗＋鉢＋用土

ガーデンセットコース
月額 2,800円（税込 3,024円）

季節の花苗をポット苗で10～20株ご用意（植物のみ）

フリーガーデンコース
月額 2,800円（税込 3,024円）

ハイジコース
月額 3,000円（税込 3,240円）

蘭コース
月額 3,500円（税込 3,780円）

ロイヤルコース
月額 5,000円（税込 5,400円）

洋花を中心にお届けします。 花持ちの良い、蘭限定のコースです。

水盤生けなら、
Cコースがおすすめ！

フラワーアレンジメントを
手軽に楽しめる Eコース

ハーモニーコース
１回当たり 1,100円

月額 3,300円（税込 3,564円）
F

花瓶生け、水盤生けのお花を
交互にお届けするコースです。

花瓶生け、水盤生けをどちらも
楽しみたい方には Fコース！

アレンジメントに最適なお花を
中心にお届けします。

花瓶生けのコースなら、
B・SS がおすすめ！

切 花 コ ー ス 鉢 苗 コ ー ス当社指定の
配達曜日に 生け方説明書付 育て方説明書付月3回お届け 当社指定の

配達曜日に 月1回お届け

切花コース・鉢苗コースの変更は自由です。
特に、夏場に切花コースから観葉植物などの鉢苗コースに
変更される方がたくさんいらっしゃいますよ。

人気
 No.1

人気！

おすすめ

育て方
説明書付

植え方
育て方
説明書付

観葉植物コース 2鉢セットコース

苗物コース
お届け例

お届け例


