
贈った方に自由に選んでいただけるカタログギフト

THE COZY
ザ 　 　 　 　 　 　 　 コ ー ジ ー

どのカタログを選んでも

送料無料
熨斗カード・喪中葉書

作成無料
※喪中葉書はご注文金額合計 5 万円以上から無料作成

※熨斗カードは 1 つの商品に 1 つずつ同封

特典についての詳細は裏面をご覧ください



大切な想い、お届けします。
言葉では言いあらわせないほどの想いを

あの人の心に響く最高のかたちで贈りたい…

そんなあなたに代わって

心を込めてご用意いたしました。

ステキな笑顔が

ぱっと広がりますように…
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父・母の日新築内祝い 長寿祝い お中元・お歳暮

転勤・転居 販売促進 記念品

成長の節目を祝福するギフト “はじめまして”の喜びを贈る 幸せと感謝の想いを込めて…

故人への想い出を偲んでくださる方へ 新しいマイホームやスタートのお祝い さらなる健康と長寿を願って…

他にもこんなシーンで
ご利用いただけます。

最大約1,040点のバラエティ豊かなラインナップ
欲しい物がきっとみつかる豊富なラインナップ
選ぶ"楽しさ"も一緒に詰め込んでます。

コンパクトギフトだから荷物にならない
重くないから持ち運びも楽らく!
手荷物でもかさばらない、気遣いも詰まってます。

Gift Scene

選ばれるには理由があるカタログギフト THE COZY

様々なギフトシーンでご利用いただけます。
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新入学・卒業・就職内祝い 出 産 内 祝 い 結婚引出物・結婚内祝い

法　要 新 築 祝 い 敬 老 の日
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貰って嬉しいアイテムを厳選した

THE COZY は
豊富な品揃えで世代を問わずお贈りいただけます。

※システム料800円(税抜価格)を含んだ価格です。　※商品のお届けは日本国内に限らせて頂きます。一部離島については別途料金が加算になる場合がございます。

本カタログの商品価格は、税抜となっております。消費税が別途課税されます。

ご予算に合わせて

充実の13コース

Catalog
Lineup

総ペ−ジ数／294ページ
掲載点数／約1,040アイテム

5,800円（税抜価格）

キキョウ

総ペ−ジ数／182ページ
掲載点数／約415アイテム

25,800円（税抜価格）

ダリア

総ペ−ジ数／294ページ
掲載点数／約877アイテム

4,300円（税抜価格）

カーネーション

総ペ−ジ数／182ページ
掲載点数／約360アイテム

30,800円（税抜価格）

ボタン

総ペ−ジ数／182ページ
掲載点数／約461アイテム

20,800円（税抜価格）

バ　ラ

総ペ−ジ数／294ページ
掲載点数／約914アイテム

4,800円（税抜価格）

ガーベラ

体験型ギフトや
温泉、グルメなども充実
コース最大294ページ、
商品数1,040点掲載

ご注文番号 MM8-1-4

ご注文番号 MM8-1-10

ご注文番号 MM8-1-5

ご注文番号 MM8-1-11

ご注文番号 MM8-1-6

ご注文番号 MM8-1-12



04
※生鮮食料品は生産地の状況により、配達期間が限定される商品もございます。また、商品の性質上、お届けできない地域もございますので予めご了承下さい。

本カタログの商品価格は、税抜となっております。消費税が別途課税されます。

総ペ−ジ数／246ページ
掲載点数／約608アイテム

15,800円（税抜価格）

クレマチス

総ペ−ジ数／246ページ
掲載点数／約725アイテム

8,800円（税抜価格）

クロッカス

総ペ−ジ数／246ページ
掲載点数／約757アイテム

10,800円（税抜価格）

ユ　リ

総ペ−ジ数／166ページ
掲載点数／約262アイテム

50,800円（税抜価格）

カトレア

案内パンフレットの「QRコード」を 
読み込むと、デジタルカタログ 

（全ページ）がご覧いただけます。

パソコンや、スマートフォン、タブレット端末から、

全コースの電子カタログが
簡単にご覧いただけます。
http://www.harika.co.jp/cataloggift/cozy/

総ペ−ジ数／148ページ
掲載点数／約530アイテム

2,800円（税抜価格）

パンジー
ご注文番号 MM8-1-1

ご注文番号 MM8-1-7

ご注文番号 MM8-1-13

総ペ−ジ数／278ページ
掲載点数／約833アイテム

3,300円（税抜価格）

ナデシコ
ご注文番号 MM8-1-2

ご注文番号 MM8-1-8

総ペ−ジ数／294ページ
掲載点数／約1,010アイテム

3,800円（税抜価格）

ポピー
ご注文番号 MM8-1-3

ご注文番号 MM8-1-9



ブランド
信頼のクオリティを誇る、選び抜かれた名品の数 。々デザインはもちろん。
機能性にも優れた一流品で毎日の生活をランクアップ。

BRAND GALLERY

0505



日本製
世界に誇る日本の逸品。物づくりへの真摯な姿勢が伝わる、こだわりの
日本製品。世界中で愛されるメイドインJapanをお手元に。

MADE IN JAPAN
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認定番号：第2013-528号

made in 
underground
osaka.japan



グルメ
自然の恵みを受けた素材、多くの料理人が試行錯誤しながら

受け伝えてきた伝統の味、特別な時間を過ごして欲しいというおもてなしの心。
その全てが調和した至高のグルメをご用意いたしました。

GOURMET GALLERY
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築地の手巻きずし



体　験

温　泉

楽しさやおいしさが「体験」出来るギフト。日常とは違う時間をご用意いたしました。

その土地ならではの個性と魅力に溢れる温泉。心からくつろげる時間をお楽しみいただけます。

EXPERIENCE & HOTSPRING
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ルミナス神戸 2

天下車屋 グランドプリンスホテル高輪

西浦温泉 天空海遊の宿 末広

下呂温泉 下呂温泉山形屋

水上温泉 源泉湯の宿松乃井



Fashion

Kids & Baby

Outdoor/Sports/Hobby

プラスワンアイテムで、
オシャレ度UP !

大人も子供もうれしい、
楽しいアイテム。

きっと見つかるお気に入りアイテム。
毎日が楽しくなること間違いなし。
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Kitchen

Life

GourmetOutdoor/Sports/Hobby

毎日の料理も、たまのお料理も、
楽しくなること間違いなし。

自分だけの空間、家族の空間、
それぞれにあったスタイルで選べる豊富な品揃え。

人気のスイーツから、名店の味まで、
笑顔を誘うおいしさがいっぱい。
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パンジー PANSY

※表示価格にはシステム料800円（税抜価格）が含まれています。

2,800円（税抜価格）

総ペ−ジ数／148ページ
掲載点数／約530アイテム

ご注文番号 MM8-1-1

11
本カタログの商品価格は、税抜となっております。消費税が別途課税されます。



ナデシコ NADESHIKO

※表示価格にはシステム料800円（税抜価格）が含まれています。

3,300円（税抜価格）

総ペ−ジ数／278ページ
掲載点数／約833アイテム

ご注文番号 MM8-1-2

12
本カタログの商品価格は、税抜となっております。消費税が別途課税されます。



ポピー POPPY

※表示価格にはシステム料800円（税抜価格）が含まれています。

3,800円（税抜価格）

総ペ−ジ数／294ページ
掲載点数／約1,010アイテム

ご注文番号 MM8-1-3

13
本カタログの商品価格は、税抜となっております。消費税が別途課税されます。

R



カーネーション CARNATION

※表示価格にはシステム料800円（税抜価格）が含まれています。

4,300円（税抜価格）

総ペ−ジ数／294ページ
掲載点数／約877アイテム

ご注文番号 MM8-1-4

14
本カタログの商品価格は、税抜となっております。消費税が別途課税されます。

石和温泉 華やぎの章 慶山



ガーベラ GARBERA

※表示価格にはシステム料800円（税抜価格）が含まれています。

4,800円（税抜価格）

総ペ−ジ数／294ページ
掲載点数／約914アイテム

ご注文番号 MM8-1-5

15
本カタログの商品価格は、税抜となっております。消費税が別途課税されます。



キキョウ KIKYOU

※表示価格にはシステム料800円（税抜価格）が含まれています。

5,800円（税抜価格）

総ペ−ジ数／294ページ
掲載点数／約1,040アイテム

ご注文番号 MM8-1-6

16
本カタログの商品価格は、税抜となっております。消費税が別途課税されます。



クロッカス CROCUS

※表示価格にはシステム料800円（税抜価格）が含まれています。

8,800円（税抜価格）

総ペ−ジ数／246ページ
掲載点数／約725アイテム

ご注文番号 MM8-1-7

17
本カタログの商品価格は、税抜となっております。消費税が別途課税されます。

鞆の浦温泉 ホテル鷗風亭



ユリ LILY

※表示価格にはシステム料800円（税抜価格）が含まれています。

10,800円（税抜価格）

総ペ−ジ数／246ページ
掲載点数／約757アイテム

ご注文番号 MM8-1-8

18
本カタログの商品価格は、税抜となっております。消費税が別途課税されます。

ザ ･ リッツ ･ カールトン大阪 

• • • • • • • • • • • • • •アッシュ・エル



クレマチス CLEMATIS

※表示価格にはシステム料800円（税抜価格）が含まれています。

15,800円（税抜価格）

総ペ−ジ数／246ページ
掲載点数／約608アイテム

ご注文番号 MM8-1-9

19
本カタログの商品価格は、税抜となっております。消費税が別途課税されます。

基本パターン

PANTONE 286C

C100%　M70%

白抜きパターン



バラ ROSE

※表示価格にはシステム料800円（税抜価格）が含まれています。

20,800円（税抜価格）

総ペ−ジ数／182ページ
掲載点数／約461アイテム

ご注文番号 MM8-1-10

20
本カタログの商品価格は、税抜となっております。消費税が別途課税されます。

太平洋フェリー



ダリア DAHLIA

※表示価格にはシステム料800円（税抜価格）が含まれています。

25,800円（税抜価格）

総ペ−ジ数／182ページ
掲載点数／約415アイテム

ご注文番号 MM8-1-11

21
本カタログの商品価格は、税抜となっております。消費税が別途課税されます。

S E L E C T I O N



ボタン BOTAN

カトレア CATTLEYA

※表示価格にはシステム料800円（税抜価格）が含まれています。

30,800円（税抜価格）

総ペ−ジ数／182ページ
掲載点数／約360アイテム

※表示価格にはシステム料800円（税抜価格）が含まれています。

50,800円（税抜価格）

総ペ−ジ数／166ページ
掲載点数／約262アイテム

ご注文番号 MM8-1-12

ご注文番号 MM8-1-13

22
本カタログの商品価格は、税抜となっております。消費税が別途課税されます。

PANTONE
181C

PANTONE
181C

PANTONE
181C

PANTONE
465C

PANTONE
465C

PANTONE
465C

鞆の浦温泉 ホテル鷗風亭



2018.4～2019.2

お申込方法

ご予算に応じてご希望のコースをお選びください。

化粧箱に、カタログ、お申込みハガキをセットし、包装・のし掛けのうえ、
贈り先さまにお渡しします。

届いたカタログの中からお好みの１点をお選びいただき、
同封の専用ハガキに必要事項をご記入の上、お申し込み（投函）ください。
※WEBでもお申し込みいただけます。

お申込みハガキが到着次第、お申込み商品を贈り先さまへ宅配便でお届けいたします。

贈り先さまのお手元に商品が届くのは、お申込みハガキ投函から約２～３週間後です。
なお、商品のお届けは簡易包装となります。

〒261-8501 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 幕張テクノガーデンD棟11階

※このシステムは日本国内の発送に限ります。本カタログ掲載の商品写真・記載内容等の全ての無断転載・複製・複写することを堅く禁じます。

お申込を頂いた方には下記の特典がございます

Fax:043-296-0631TEL:0120-394-394
E-mail:aeonlife.cc@aeonlife.biz

・送料無料

・作成無料
どのカタログを選んでも「送料無料」でお届けいたします

熨斗カード・喪中葉書・寒中見舞を無料で作成いたします

熨斗カードとは、熨斗と挨拶状が1つに
なった、二つ折りのカードです

熨斗カード、喪中葉書・寒中見舞の見本・お申込方法については「返礼品・喪中葉書ご注文の手引き」をご覧ください

1つの商品に1つずつ無料で同封
いたします

※喪中葉書・寒中見舞いは5万円以上のお買い上げが対象となります
※宛名書きと切手のご準備は、お客さまに行っていただきます

熨斗カード 寒中見舞喪中葉書

無料で作成できる枚数
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