
＜福袋 2021＞ 

皆さまにたくさんの「福」が届きますように！ 

気になる中身を大公開【久世福商店・サンクゼール】 

株式会社サンクゼール 2020-11-10 13:10 

 株式会社サンクゼールは、11 月 14 日より全国のサンクゼール・久世福商店店舗にて、

「2021 年 福袋」の予約販売の受付を開始いたします。久世福商店・サンクゼールともに 3 種

類の福袋をご用意しました。※12月 1 日より販売開始、順次配送（予約販売ではありませんの

でご了承ください）。 

 

 今回は一足先に、福袋の気になる中身を大公開！〝ハズレなし〟の人気アイテムが盛りだく

さんです。2021 年、たくさんの「福」が皆さまに訪れますようにという想いを込めてつくりま

した。 

 

 
  

     

福袋 

https://stcousair.jp/SHOP/1077231/1103923/list.html 
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 福袋限定あんずジャム入り！お年賀にもおすすめの 6 点セット！ 

久世福商店 1,800 円＜梅＞ 

  

 人気アイテムに「福袋限定あんずジャム」が加わった 6 品のセットです。いつものアイテム

をお得に GET！お年賀にもおすすめ◎ 

 
税込 1,800 円 ▶税込 658 円お得！ 

  

内容：素材の、うまみ引き立つ。毎日だし(7 包)・こめ油ドレッシング ゆずマヨ・なめ茸・あ

んバター・ありがとうハートせんべい・福袋限定あんずジャム  

 

素材の、うまみ引き立つ。毎日だし 

  

 鹿児島県枕崎産のかつお節をベースに、い

わし煮干し、むろあじ節・さば節などを使

用。塩味が控えめなのに、旨味がしっかり濃

縮されています。だしパックなので簡単に本

格だしが楽しめる優秀アイテム。「毎日だし

で作るお味噌汁がおいしい！」と、飽きのこ

ない味わいが多くのリピーターを集めていま

す。 
 

 

 



人気のだしが 3 種類！だしとごはんのお供を味わう THE 久世福なセット 

久世福商店 3,000 円＜竹＞ 

  

 「素材の、うまみ引き立つ。毎日だし」、「風味豊かな野菜だし」、「旨味豊かな昆布だ

し」に、「風味豊かな万能だし」を使った「二段仕込み染みおでん」や「万能だし入りツナマ

ヨソース」などだしづくし！「梅なめ茸」など人気のごはんのお供も入り、老若男女問わず楽

しめる THE 久世福なセットです♪ 

 
税込 3,000 円 ▶税込 1,206 円お得！ 

  

内容：素材の、うまみ引き立つ。毎日だし(7 包)・二段仕込み染みおでん・風味豊かな野菜だ

し(5 包)・旨味豊かな昆布だし(5 包)・万能だし入りツナマヨソース・梅なめ茸・混ぜご飯の素 

エリンギバター醤油・パンにぬるきなこ   

https://stcousair.jp/SHOP/set0119.html 

 

二段仕込み染みおでん 

  

 「風味豊かな万能だし」を丁寧に抽出、白

だしと合わせ、上品ですっきりとした味わい

に仕上げています。だしが強みの久世福商店

だから作ることができるおでん！最後の一滴

までだしの旨味をお楽しみいただけます。 

  

  

https://stcousair.jp/SHOP/set0119.html


見ているだけで楽しくなる！ 

久世福の絶対的エースと、スタッフのイチオシ商品を集めた豪華 12 点！ 

久世福商店 6,000 円＜松＞ 

  

 「風味豊かな万能だし」や「あんバター」、「食べる、すき焼き」などの人気商品に、スタ

ッフで人気の高い「天然わかめと海藻スープ」や「七輪手焼き 鶏の炭火焼き」を加えた 12 品

の超豪華セット！  

 
税込 6,000 円 ▶税込 1,544 円お得！ 

  

内容：風味豊かな万能だし(25 包)・久世福のだし 贅沢の極み(5 包)・天然わかめと海藻スー

プ・ひび揚げ煎餅・塩バナナチップス・あんバター・食べる、だし醤油ふりかけ・食べる、す

き焼き・おかず味噌 国産九条ねぎ・土佐はちきん地鶏が旨味の秘訣 たまごかけ醤油・さつま

芋チップス・七輪手焼き 鶏の炭火焼き   

https://stcousair.jp/SHOP/set0120.html 

土佐はちきん地鶏が旨味の秘訣 

たまごかけ醤油  

 久世福商店オリジナルのたまごかけごはん

専用醤油です。「土佐はちきん地鶏」の鶏が

らスープを使い、そのコクと甘味にかつおの

旨味をプラス！どんな卵料理にも合う甘めの

お醤油に仕上げています。卓上サイズで、か

けすぎてもしょっぱくないのが良い！納豆、

しらす丼にかけるのもおすすめです。 
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人気 No.１商品に限定エコバッグが付いた 6 点セット 

サンクゼール 1,800 円 

  

 お弁当箱サイズの福袋限定エコバック付き！ジャム、パスタソース、ドレッシングなど、そ

れぞれの人気 No.1 を集めたセットです☆ 

 
税込 1,800 円 ▶税込 699 円お得！ 

  

内容：オニオンマスタードマヨネーズソース・ガーリック＆トマト・ゆずみそドレッシング・

低温製法のペンネマカロニ・オールフルーツジャム いちご・福袋限定エコバッグ  

  

オニオンマスタードマヨネーズソース 

  

 愛され続けて約 20 年のロングセラー商

品！しかも最近、よりおいしくリニューアル

したばかり。オニオンのシャキッとした食感

に加え、口に含んだ瞬間の香ばしい香り、だ

んだん広がっていく甘味と旨味がたまりませ

ん。サラダやサンドイッチに。 

  

 
  

  



自信をもっておすすめ！スタッフ愛用商品を集めた 7 点セット 

サンクゼール 3,000 円 

  

 スタッフが愛用しているアイテムを集結！絶対後悔しない使えるものばかりです。自信をも

っておすすめします！  

 
税込 3,000 円 ▶税込 1,182 円お得！ 

  

内容：イカスミ＆トマト・農場タルタルソース・パンにぬるピーナッツ・農場ソース・オール

フルーツジャム きいちご・ソルトバナナチップス・ゆず茶  

https://stcousair.jp/SHOP/set0122.html 

  

パスタソース イカスミ＆トマト 

  

 想像よりずっとおいしい！トマトをベース

にイカスミやアンチョビなど海の恵みを加え

たパスタソースです。パスタはもちろん、お

米との相性も抜群。トマトの味をしっかり残

しつつ、イカスミにしか出せないコク深い旨

味は、１度食べたら忘れられません！ 
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キュートなワイン型トートバッグ付き！シードルも入った超豪華な福袋 

サンクゼール 6,000 円 

  

 今回は特別に、本店限定のワイン型トートバッグをこちらの福袋にセット。渡り蟹パスタソ

ース、ナイアガラ飲む酢など、ファンが喜ぶアイテムを厳選しました！ 

 
税込 6,000 円 ▶税込 1,749 円お得！ 

  

内容：N.Y. Map Tote オリジナルワイン型トートバッグ・飯綱シードルブラムリー&ふじ 

2019・メープルくるみ・ソルトバナナチップス・オールフルーツジャム ブルーベリー・飲む酢 

ナイアガラ・低温製法のペンネマカロニ・渡り蟹のトマトクリーム  

https://stcousair.jp/SHOP/set0123.html 

 

渡り蟹のトマトクリーム 

  

 よりおいしくなって復活した、人気商品。

イタリア産の真っ赤なトマトに、渡り蟹のほ

ぐし身を贅沢に加えたパスタソースです。国

産の生クリームを加えたまろやかな味わいは

お子様も大好きな味。パスタはもちろん、グ

ラタンやキッシュのソースに使っても OK！ 

  
 

https://stcousair.jp/SHOP/set0123.html


N.Y. Map Tote オリジナルワイン型トートバッグ 

 ニューヨークから取り寄せたデニム生地のワイン型トートバッグはオーガニックコットン

製。ワインを入れるのはもちろん、お財布やスマホを入れてちょっとしたお出掛けに！バッグ

in バッグにも使えます。通常は本店限定販売のアイテムですが、今回だけ特別に福袋に入れて

販売します。 

  

  
  

 

 

【数量限定 100 セット】久世福とサンクゼールの良いとこどり！ 

地域限定のワインも入った、たっぷり贅沢な 11 点セット 

オンラインショップ限定福袋 10,000 円 

  

 普段オンラインでは買えない地域限定のワイン「竜眼」、「飯綱シードルふじ・高坂」と、

人気 No.1 ワイン「ナイアガラブラン」の新酒を詰め合わせました！人気の「いちごミルクの

素」、おつまみの他、久世福のごはんのお供のニュースター「大人のしゃけしゃけめんたい」

も入った、たっぷり贅沢な福袋です。 

  



 
税込 10,000 円 ▶税込 2,845 円お得！ 

  

内容：長野竜眼 2019、飯綱シードル ふじ･高坂 2019、七輪手焼き 鶏の炭火焼き、柿の種、あ

られ&野菜スティック、ガーリック＆トマト、国産小麦のスパゲティ、いちごミルクの素、ナ

イアガラブラン 2019、大人のしゃけしゃけめんたい、風味豊かな万能だし(25 包) 

https://stcousair.jp/SHOP/SET0124.html 

  

  

 いつから予約できるの？ 

  

 11 月 14 日(土)より、全国の店舗にて予約販売開始！お好きな福袋を選んで、引き渡し日を

選び、購入したら予約完了です。引き渡し日当日は、指定の時間にご来店いただき、引換券を

渡すだけ！予約時にご配送を承ることも可能です（別途、配送料がかかります）。 

 

※予定数に達し次第、予約受付終了。 

※一部店舗では福袋の内容や対応が異なる場合がございます。 

※福袋の受け渡し開始日は各店へお問い合わせください。 

※オンラインショップでは 12 月 1 日より販売開始、順次配送。（予約販売ではありませんの

でご了承ください） 

 また、オンラインショップでは「久世福商店 1,800 円＜梅＞」および「サンクゼール 1,800

円」の福袋はお取り扱いがございませんのでご了承ください。 
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 一般販売もあります！ 

  

 例年通り、店舗での一般販売も行います！ただし、今年は密を避けるために各ショッピング

モールによって初売りのスケジュールが例年と変更になる可能性がございます。一般販売の日

程は最寄りの店舗にご確認ください。 

 

店舗一覧：https://www.stcousair.co.jp/store 

  

 会社概要 

  

会社名 ：株式会社サンクゼール 

本社  ：長野県上水内郡飯綱町芋川 1260 

代表者 ：代表取締役社長 久世 良太 

創業  ：1979 年 

設立  ：1982 年 

事業内容：ジャム・ワイン、その他食品の製造販売、 

     ワイナリー、レストラン、売店などの直営、 

     及びフランチャイズ展開 

ホームページ URL   ： https://www.stcousair.co.jp/company 

公式オンラインショップ： https://stcousair.jp/ 

楽天市場店      ： https://www.rakuten.co.jp/sc-rkt/ 
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