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The Great Puzzle

ハンプティーダンプティーは、こう言いました。

『毎年、誕生日は一度しかない…

でも誕生日じゃない日は、364日もあるんだよ。』

『何でもない日バンザイ！！』

皆さんも、経験したことはないですか？

何でもない日に、思いがけずもらったプレゼントって

記憶に残るし、すごく嬉しかったことって。

プレゼントする方も、なんだか気恥しいけど、

相手が喜んでくれた笑顔を見て幸せな気持ちになったこと。

毎日、どこかで誰かが、そんな嬉しく幸せな気持ちになるお手伝いを

私達、ハンプティーダンプティーが出来たら、こんな嬉しいことはありません。

ハンプティーダンプティーには、

時計に、ティーカップ、ワイングラスに手鏡・・・

たくさんのピースで溢れてる！まるでパズルみたいに！！

何をプレゼントしたらいいのか、迷っている人も、その人を想う気持ちがあれば

ちょっぴりヘンテコでも贈る人も贈られる人も楽しくなれば、それでいい！

さぁ、ハンプティーダンプティーの扉を開けて、

色んなピースを見つけて364日楽しく過ごしましょう！
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❹
❸

出会いと別れ
Encounter and Farewell

「今までありがとう」と、「これからよろしくね」に。
新しい一歩を踏み出すあの人に贈りたいギフトです。

アリスハンカチ＆
クッキーギフト
RD／BL
アリスのタオルハンカチと手作り
クッキーがセット。お友達へのプ
レゼントにおすす
めです。

¥864（税込）

キャニスタークッキー缶ギフト
アンティーク風なアリスデザインのキャニスター缶にクッ
キーが10枚入ったギフト。※PKの缶はチョコチップクッ
キー、BLの缶はチョコ
チップココアクッキーが
入っています。

¥1,326（税込）

❶ ❷

谷小夏ギフト
イラストレーター谷
小夏さんデザイン
のBOXに入ったお
菓子の詰め合わ
せ。お配りギフトに
おすすめ。

キャニスター
アッサムティー
12TB
アンティーク風なアリス
デザインのキャニスター
缶にアッサムティーが
12TB入ったギフト。ア
フターユース出来る缶
が嬉しい。

¥1,326（税込）

トキメキブーケ
ハンカチバスギフト
吸水速乾性に優れたハンカチ・ハン
ドクリーム・バスアイテムのギフト。
まるでブーケのようなギフトは、喜
ばれること間違いな
しです。

¥1,452（税込）
¥540（税込）

❶ テディベア
■ チョコチップ
   クッキー10枚

¥540（税込）

❷ フォレスト
■ チョコチップココア
   クッキー10枚

PK BL

RD NV

カラフル ムーミンマグ
ハンカチ、ビスケット、マグカップが入った
ムーミン谷の仲間たちのギフト。
［内容］
■ HDスプラッシュマグ（RD or NV）
■ ミニタオル（リトルミイ or ムーミン）
■ ムーミン袋入りビスケット（ラズベリー or ミルク）

¥1,650（税込）
¥1,188（税込）

❸ バレリーナ
■ チョコチップ
   クッキー10枚
■ 焼き菓子２個

¥1,188（税込）

❹ メイド
■ チョコチップココア
   クッキー10枚
■ 焼き菓子２個
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刻印入り POKETLE（ダークピンク）＆
ハンカチギフト
人気のポケトルにお名前やお好きなメッセージを刻印してお届け。
特別な気持ちが伝わる贈り物です。
［内容］
■ POKETLE（ポケトル）
■ スクエアレースタオルチーフ
■ 私の30日茶「東方美人ブレンド」

¥2,728（税込）

出会いと別れ
Encounter and Farewell

「今までありがとう」と、「これからよろしくね」に。
新しい一歩を踏み出すあの人に贈りたいギフトです。

ムレスナティー ¥777（税込）

白桃アールグレイ
ホワイトピーチにベルガモットをうまくブレンドしました。
ノンシュガーでもとてもおいしい。

完熟リンゴ
リンゴの皮を煮出したような甘い香りに包まれるとき、それ
がムレスナ！リンゴの香りのおいしい紅茶です。

薔薇と桃
バラとモモの紅茶をバランスよくブレンドしたムレスナらしい
はっきりした大人の紅茶です。

ブルービードロ
アールグレイ、ジャスミンにサワーサップをブレンド
しゃきっと元気になる香り！

女神の祈り
こころからあなたの“ありがとう”という想いをおいしいリンゴ
に甘～いバニラで包みアールグレイでバランスをとりました。

ムレスナ＆ハンカチギフト 2種
お花をイメージしたハンカチと、スリランカで
栽培されるハイクオリ
ティの紅茶ギフト。

¥1,155（税込）

風呂敷ギフト
大人気のやみつきシリーズのお菓子を風呂敷
で包んだギフト！
［内容］
■ 8種の野菜チップス 80g
■ 塩バナナチップス 90g

¥1,430（税込）名入れ
対応

名入れ

犬 猫
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結婚祝い
Wedding

おめでとうの気持ちを込めて贈る結婚祝い。
ふたりの門出を祝福するとっておきをセレクトしました。

ブライダル フラワーフレーム 
カモミール
お花がさわやかでかわいらしいポストカード
サイズの写真立て。お気に入りの写真を包
み込むように、白と黄色の優しい組み合わせ
がポイント。繊細なデザインですが、しっか
りとした作りなので重厚感や安心感を感じ
られて◎

¥2,750（税込）

BRUNO コンパクト ホットプレート
鋳物ホーローをイメージしたデザイン。2～3人に良いサイズ。
毎日のお料理からパーティーまで幅広く楽しめます。

¥9,680（税込）

一双 桐箱箸置付
夫婦箸  ほのか 
箸の産地、福井県小浜市で丁寧に作
られた夫婦箸。高級感もありギフトに
ピッタリです。

¥4,400（税込）

Fineday Pair Gift
ペアカップ ギフト
カップ＆ソーサー2客と12本入
りコーヒーがセットに。お祝い
に喜ばれるペア食器ギフト。

¥5,500（税込）
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新築祝い・誕生日
Housewarming / Birthday

新築祝いや大切な人の誕生日には、
日常使いにぴったりな暮らしを彩るアイテムを。

ツヤのある美しい髪といきいきとした頭皮に
仕上げる、大人気のラ・カスタヘッドスパブラ
シギフト。

¥4,085（税込）

至福のバスタイムギフト
口コミで話題！
薬用BARTHのギフトセット。
一度は使ってみたい、
憧れのバスアイテムです。
［内容］
■ 薬用ＢＡＲＴＨ中性重炭酸入浴剤  ９錠
■ BARTH中性重炭酸洗顔パウダー  10包
■ BARTH中性重炭酸
    FaceMask  1包 

¥3,465（税込）¥3,267（税込）

枕カバーではじめる
スキンケア幾何学

名入れ
対応

ヘッドスパブラシ刻印入りギフト
ラ・カスタ lacasta 名入れ

１日の1/3、睡眠中も肌にやさしくしてあげ
たい。美肌ケアのために生まれた枕カバー
です。

STORM CLOUD
WEATHER STATION
ガラスの中で結晶が季節や日々の天気に応じ
て変化する、不思議なインテリア。新生活や新
築祝いにおすすめ。

¥3,300（税込）
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お祝い返し・内祝
A  Little Gift 

人生の節目に貰った「おめでとう」の気持ち。
そのお礼に贈るギフトには、本当に喜んでもらえるアイテムを。

お米10個セット
全国のお米を食べ比べ!厳選した
銘柄のお米を2合パックにし、10
個のギフトセットにしました。

¥4,303（税込）

ちきりさん
お出汁ギフト　
使いやすく、よりお出汁が出や
すいメッシュのテトラパックで
す。実用的な「おだし」のプレ
ゼントが人気です。

¥3,456（税込）

fuwa moco
タオルセット
ひつじの毛のようなふわ
ふわの触り心地。羊は
家族の安泰や平和の象
徴であり、幸せのシンボ
ルです。木箱入りでお祝
いや内祝いのギフトにお
すすめです。

¥5,500（税込）

湯躍円筒詰合せ
温泉湯治を50年以上考察・研究し続け開発
された別府温泉の“湯の花エキス”配合薬用
入浴剤ギフト。
［内容］
■ 緑光3包
■ 月白3包
■ 春霞3包

¥3,850（税込）
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ごあいさつ
Greeting

貰って嬉しいこだわりアイテムをピックアップ。
日々の感謝を伝えるプチギフトにぴったりです。

もなか茶漬け
ふっくら可愛い鯛のもなかで、お
茶漬けを包みました。皆さまにお
召し上がりいただきタイ、新感覚
ギフトです。

¥1,080（税込）

タオルではじめる
スキンケア
ウォッシュタオル
WH／MIN／MOC
スキンケアをタオルではじめる
という新発想。目指したのは、
肌への刺激を考えた低ダメー
ジ処方のふわふわ“摩擦レス”
タオル。

¥880（税込）

¥110（税込）

白雪友禅ふきん用
ギフトパッケージ 
［２枚用］

¥165（税込）

白雪友禅ふきん用
ギフトパッケージ
［３枚用］

優れた機能と可愛いデザインで、ギフトに
もぴったり。ご挨拶ギフトや手みやげに
ちょうど良く、友人から年輩の方まで喜ば
れる品です。

¥418（税込）

白雪友禅ふきん
bow wow wow YE／
桜 PK／クローバー 若葉

はちみつで免疫力UP！ギフト　
免疫を高める栄養素を含み、病気の予防や改善
の効果が期待される"ハチミツ"。そんな大人気の
ハチミツ達を、ギフトセットにしました。
［内容］
■ 極上はちみつ紅茶  25TB
■ アルゼンチン産蜂蜜
■ マヌカハニーをそのまま
    包み込んだのど飴

¥3,402（税込）
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First Light miffy&friends
Miffy
柔らかい触り心地が、思わず抱きしめた
くなるソフトシリコン製ライト。お子様を
優しく照らしてくれます。

¥11,000（税込）

10mois mamamanma
プレートセット PK／BL
離乳食～キッズのおやつ皿まで長く使えるサ
イズ。もくもくした雲の形はごはんがすくいや
すい設計です。
［内容］
■ 1枚皿　■ 仕切り皿（PK or BL）　■ カトラリー

¥3,630（税込）
レンジ◎ 食洗機◎

出産祝い
Celebration of a Birth

新たな命の誕生を祝福する出産祝い。
パパ・ママに喜んでもらえるアイテムを厳選しました。

❶ ❷

PK BL

クラシック スワドル mickey+minnie
伝統的なモスリンコットンのおくるみに、みんな
大好きミッキー＆ミニー
デザインが新登場。

¥5,940（税込）

バースデーベアギフト
0歳、1歳のバースデーギフトに。性別を問わず、
気軽に贈れるバースデーギフトです。
［内容］
■ ペンダント  バースデーベア
   （ペンダントは１２ヶ月それぞれの誕生石）
■ HAMICO専用ハブラシホルダー
■ ベビー歯ブラシHAMICO

¥1,793（税込）

ルルド ホットネック
マッサージピロー
プロ
首・肩にフィットするフォルムがしっ
かりとしたマッサージを再現。マ
シュマロ綿でフワフワ
やみつき。

¥8,800（税込）

オーガニックコットンを使用した、赤ちゃんに優しく、ギフトBOXまで可愛い、
もらって嬉しいギフトです。

Haruulala（ハルウララ） 出産祝い3点セット

¥9,900（税込） ¥9,020（税込）
❶ 花たちの祝福  ❷ 自由飛行

頑張っ
た

ママへ
の

ご褒美
に
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オンラインショップにてご購入いただけます。

https://shop.humpty-dumpty.jp/

贈り物
ワンランクUPのコツ

こころをつなげるギフトに。
贈る時のちょっとしたコツをご紹介します。

贈るタイミング
Point 01

結婚式の招待状が届いたあとがベスト。結婚式の1～2ヶ月前が最適です。
挙式をしない場合は、結婚の報告を受けてからなるべく早いタイミングで贈り
ましょう。

結婚祝い

新居に招かれた当日に。お披露目会がない場合は、入居してから1か月~2か月
の間がベストです。

新築・
引っ越し祝い

受け取ってから1週間から1ヶ月くらいの間に贈るのが最適なタイミングです。
結婚の内祝いは、お祝いの半額程度を返す『半返し』が一般的です。
ただし、高額のお祝いへの半返しは、かえって相手を恐縮させてしまう
ことも。目下の人の場合は、いただいたものと同額くらいを目安にお返しし
ましょう。

お祝いの
お返し

直接相手先に届ける際は、吉日を選んでお届けを。大安や友引に届けるのが
ベストです。

その他、
郵送で贈る時

生後7日後からお宮参りをする1カ月の間に。出産祝い

メッセージカードで気持ちを添えて。
Point 02

贈り物には、一言メッセージを添えて。
想いのこもったメッセージは、一番気持ちが伝わるもの。
メッセージを読むと、贈り手の顔も浮かびます。
ハンプティーダンプティーでは、
無料のメッセージカードをご用意しております。
オンラインショップでも対応しています。

カジュアルに贈り物を飾って。
Point 03

慶事や弔事など、かしこまった場面で大切な熨斗。
通常の熨斗だとなんだか堅苦しい…。
もっとさりげなく、ギフトを贈れたら。
そんな声にお応えして、ハンプティーダンプティーでは
カジュアルにつけれる熨斗をご用意しました。
『いつもありがとう』、『感謝』、『ご挨拶』…。
オリジナル熨斗をつければ、
大切な人へ気兼ねなく贈れるギフトが完成します。

オリジナル熨斗
ございます

無料の
メッセージカード
ございます


