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風味豊かな万能だし 8g×5包
旨味豊かな昆布だし 8g×5包
食べる、すき焼き 130g
国産九条ねぎのおかず味噌 140g
ゴロゴロほぐし焼鯖 80g
白米が美味しい 七味なめ茸 130g
信州のお漬物 おかか生姜醤油漬 80g
化粧箱包装

ごはんのおともギフト
税込￥4,680 （本体価格 ￥4,334）

商品番号　SET0153

旨味豊かな昆布だし 8g×5包
風味豊かな万能だし 8g×5包
信州のお漬物 おかか生姜醤油漬 80g
食べる、すき焼き 130g
韓国万能だれ ねぎ塩味 130g
黒豆でつくった、食べる醤油 140g
ゴロゴロほぐし焼鯖 80g
化粧箱包装

お決まりギフト
税込￥3,420 （本体価格 ￥3,167）

商品番号　SET0152

送料込 NEW NEW送料込

久 世 福 の 贈 りも の

※セットの内容の変更は承っておりません。　※店舗とは、商品、価格、サービス等が異なる場合がございます。　※ギフト包装については、14ページをご覧ください。
※ギフト用の紙手提げ袋をご希望の場合、14ページにご案内の袋をご購入ください。　※送料込みギフトを沖縄県へお届けの場合、送料税込￥1,430円を加算させていただきます。
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久 世 福 の 贈 りも の

天然わかめと海藻スープ 60g、素材の、うまみ引き立つ。
毎日だし7g×20包、究極の醤油 720ml、ごはんをおい
しく食べる混ぜご飯の素各２合用（山菜きのこちらし、
野沢菜ちりめん）、いわしの銚子煮 100g、七味なめ茸 
130g、あおさ海苔佃煮 145g
化粧箱包装

究極の醤油と毎日だしの
特選ギフト
税込￥5,790 （本体価格 ￥5,362）

商品番号　DMG0649

化粧箱包装

素材の、うま味引き立つ。毎日野菜だし7 g×7包、素材の、うま味引き立
つ。毎日昆布だし7 g×7包、素材の、うま味引き立つ。毎日だし7 g×7包、
お吸い物最中 各1(わかめの味噌汁 10g、ほうれん草のおすまし 5g、もず
くのおすまし 6g、たまごスープ 8g、野菜スープ 8g、きのこスープ 8g)、ご
はんをおいしく食べる 混ぜご飯の素各110g２合用(生姜きのこ、山菜き
のこちらし、野沢菜ちりめん)あおさ海苔佃煮 145g、七味なめ茸 130g

毎日だしが入った久世福の盛沢山ギフト

税込￥6,400 （本体価格 ￥5,926）

商品番号　DMG0688

あおさ海苔佃煮 145g、混ぜご飯の素 4 種のきのこ
130g、日本全国ごはんのおとも旅 「鶏の炭火焼き風」
135ｇ、生粋のあごだし 10g×5包、素材の、うまみ引き
立つ。毎日だし7g×7包
化粧箱包装

生粋のあごだしと
ごはんのおともギフト
税込￥4,100 （本体価格 ￥3,797）

商品番号　DMG0691

風味豊かな万能だし 8g×5包、風味豊かな万能野菜だ
し 8g×5包、食べる、だし醤油 140g、国産九条ねぎの
おかず味噌 140g、国産九条ねぎのおかず味噌 140g
化粧箱包装

食べる、だし醤油入り
久世福の贅沢な食卓ギフト
税込￥3,000 （本体価格 ￥2,778）

商品番号　DMG-0475

※セットの内容の変更は承っておりません。　※店舗とは、商品、価格、サービス等が異なる場合がございます。　※ギフト包装については、14ページをご覧ください。
※ギフト用の紙手提げ袋をご希望の場合、14ページにご案内の袋をご購入ください。　※送料込みギフトを沖縄県へお届けの場合、送料税込￥1,430円を加算させていただきます。

野菜が食べたくなる和風タルタルソース 160g、こめ油
をつかったドレッシング ごま 115ml、こめ油をつかった
ドレッシング　ゆずマヨ 120ml、素材のうま味引き立つ
毎日だし 7gx7包、素材のうま味引き立つ毎日昆布だし 
7P、韓国万能だれ ねぎ塩味
化粧箱包装

旨味引き立つ毎日のギフト

税込￥3,780 （本体価格 ￥3,500）

商品番号　SET0150

送料
無料

風味豊かな万能だし 8g×5包、素材の、うまみ引き立
つ。毎日だし 7g×7包、天然わかめと海藻スープ 60g、
薩摩焼酎 福松 石蔵造り 720ml、七輪手焼き 鶏の炭火
焼き 80g、こだわり珍味 やわらか鮭とば 36g、こだわり
珍味 浜焼きつぶ 57g、七味なめ茸 130g、食べる、すき
焼き 130g
化粧箱包装

芋焼酎福松と久世福の人気商品
詰め合わせギフト
税込￥7,800 （本体価格 ￥7,091）

商品番号　DMW0095

送料
無料

送料
無料

NEW

数量
限定

送料込

NEW

送料込

NEW

4



久 世 福 の 贈 りも の

海苔バター 145g
野沢菜の油炒め 120g
食べる、だし醤油 140g
食べる、すき焼き 130g
国産九条ねぎのおかず味噌 140g
七味なめ茸 130g
化粧箱包装

至福の贅沢ごはんギフト
税込￥3,880 （本体価格 ￥3,593）

商品番号　DMG0653

送料込

※セットの内容の変更は承っておりません。　※店舗とは、商品、価格、サービス等が異なる場合がございます。　※ギフト包装については、14ページをご覧ください。
※ギフト用の紙手提げ袋をご希望の場合、14ページにご案内の袋をご購入ください。　※送料込みギフトを沖縄県へお届けの場合、送料税込￥1,430円を加算させていただきます。

福松 純米吟醸 720ml、屋久島 さば節屋のさばスモーク 
40g、銚子沖産 いわしの銚子煮 100g、
化粧箱包装

純米吟醸福松と
選りすぐりおつまみギフト
税込￥3,190 （本体価格 ￥2,900）

商品番号　DMW-0072

風味豊かな万能野菜だし 8g×5包、風味豊かな万能だ
し 8g×5包、こめ油をつかったドレッシング（ゆずマヨ
120ml、ごま 115ml）、野菜がたべたくなる和風タルタル
ソース160g、韓国万能だれ ねぎ塩味130g
化粧箱包装

旨味調味料ギフト
税込￥3,000 （本体価格 ￥2,778）

商品番号　SET-0078

お吸い物最中（わかめの味噌汁 10gx2、ほうれん草の
おすまし 5gx2、たまごスープ 8gx2、もずくのおすまし 
6gx1、野菜スープ 8gx1、きのこスープ 8gx1）
かごラッピング

お吸い物最中 詰め合わせ 9個
税込￥3,024 （本体価格 ￥2,800）

商品番号　fsh01924

風味豊かな 万能だし 8g×5包、旨味豊かな 昆布だし 
8g×5包、風味豊かな万能野菜だ し8g×5包、久世福
のだし 贅沢の極み 8g×5包、生粋のあごだし 10g×5
包
化粧箱包装

贅沢なだしの食べ比べギフト
税込￥3,800 （本体価格 ￥3,519）

商品番号　DMG0700

NEW
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久 世 福 の 贈 りも の

※セットの内容の変更は承っておりません。　※店舗とは、商品、価格、サービス等が異なる場合がございます。　※ギフト包装については、14ページをご覧ください。
※ギフト用の紙手提げ袋をご希望の場合、14ページにご案内の袋をご購入ください。　※送料込みギフトを沖縄県へお届けの場合、送料税込￥1,430円を加算させていただきます。

ジンジャーエールの素 290ml
いちごミルクの素 290ml
バナナミルクの素 290ml
化粧箱包装

果実たっぷり
ドリンクベース3本ギフト
税込￥2,980 （本体価格 ￥2,760）

商品番号　SET0149

和ジャム 安納芋 125g、バターが香る あんバター 125g、
和ジャム 渋皮栗 125g
化粧箱包装

和ジャム3本ギフト
税込￥2,520 （本体価格 ￥2,334）

商品番号　DMG-0584

素材の、うま味引き立つ。毎日だし 7 g×7包、素材の、
うま味引き立つ。毎日野菜だし 7 g×7包、素材の、うま
味引き立つ。毎日昆布だし 7g×7包
化粧箱包装

久世福の毎日だし詰め合わせギフト
税込￥2,260 （本体価格 ￥2,093）

商品番号　DMG0696

日本全国ごはんのおとも旅 各135g（鳥の炭火焼き風、
味噌かつ風）、食べる、すき焼き130g
化粧箱包装

人気の食べる、すき焼きと
ごはんのおとも旅ギフト
税込￥2,680 （本体価格 ￥2,481）

商品番号　SET0148

ゴロゴロほぐし焼鮭 80g、ゴロゴロほぐし焼鯖 80g、
ゴロゴロほぐし焼ほっけ 80g
化粧箱包装

贅沢ゴロゴロほぐし食べ比べギフト

税込￥2,999 （本体価格 ￥2,777）

商品番号　SET0147

こめ油を使ったドレッシング各(イタリアン 120ml、ゆ
ずマヨ 120ml、ごま115ml)、野菜が食べたくなる和風タ
ルタルソース 160g、パスタソース　あさりとにんにくの
トマトソース　220ｇ
化粧箱包装

お手軽洋風調味料ギフト
税込￥2,700 （本体価格 ￥2,500）

商品番号　DMG0686

かつおなめ茸 130g、なめ茸 130g、七味なめ茸 130g

白米が美味しい！ なめ茸３種ギフト
税込￥1,400 （本体価格 ￥1,297）

商品番号　DMG-0573

化粧箱包装

送料込NEW

送料込

NEW

NEW

送料込

NEW

NEW
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久 世 福 の 贈 りも の

数量
限定

国産小麦にこだわったスパゲッティ 300ｇ×2、
渡り蟹のトマトクリームソース 220g、
オニオンマスタードマヨネーズソース 215g、
桜えびのトマトクリームソース 220g
化粧箱包装

渡り蟹と桜えびのトマトクリー
ムソース食べ比べギフト
税込￥3,700 （本体価格 ￥3,426）

商品番号　SET0149

※セットの内容の変更は承っておりません。　※店舗とは、商品、価格、サービス等が異なる場合がございます。　※ギフト包装については、14ページをご覧ください。
※ギフト用の紙手提げ袋をご希望の場合、14ページにご案内の袋をご購入ください。　※送料込みギフトを沖縄県へお届けの場合、送料税込￥1,430円を加算させていただきます。

国産小麦にこだわったスパゲッティ 300g、ふじ林檎
ジュース 1000ml、オールフルーツ各145g（ブルーベ
リー、いちご）、ドレッシング 各125ml（胡麻、生野菜入
り農場ソース）、農場タルタルソース 215g、パスタソー
ス各220g（ガーリック＆トマト、トマトクリーム）
化粧箱包装

食卓を彩るバラエティギフト
税込￥5,500 （本体価格 ￥5,093）

商品番号　DMG-0480

国産小麦にこだわったスパゲッティ 300g、ゆずみそド
レッシング 125ml、ガーリック＆トマト 350g、トマト
クリームソース 340g、オニオンマスタードマヨネーズ
ソース 215g、イタリア七味 50g
化粧箱包装

小さなワイン箱に入った
サンクゼール人気の調味料ギフト
税込￥5,200 （本体価格 ￥4,815）

商品番号　DMG0673

送料
無料

NEW

送料
無料
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久 世 福 の 贈 りも の

オールフルーツ各185g(ブルーベリー、いちご、りんご、
きいちご)、パンにぬる くるみ130g、パンにぬる アーモ
ンド130g
化粧箱包装

人気のオールフルーツと
パンにぬるアーモンド・くるみのギフト
税込￥3,800 （本体価格 ￥3,519）

商品番号　DMG0632

ドレッシング各125ml（カルパッチョソース、胡麻、たま
ねぎ）、オールフルーツ各185g（いちご、ブルーベリー）
化粧箱包装

サンクゼール
ジャム＆ドレッシングギフト
税込￥2,900 （本体価格 ￥2,686）

商品番号　DMG-0384

イタリア七味 50g、フランス七味 50g、オニオンマスター
ドマヨネーズソース 215g、ドレッシング 胡麻 125ml、
ドレッシング 農場ソース 125ml、ガーリック＆トマト 
220g、トマトクリームソース 220g
化粧箱包装

人気のスパイスが入った
おすすめ調味料ギフト
税込￥3,980 （本体価格 ￥3,686）

商品番号　DMG0662

※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。当社は20歳未満の者への酒類の販売はいたしません。当社は通信販売酒類免許を付与されています。
※セットの内容の変更は承っておりません。　※店舗とは、商品、価格、サービス等が異なる場合がございます。　※ギフト包装については、14ページをご覧ください。
※ギフト用の紙手提げ袋をご希望の場合、14ページにご案内の袋をご購入ください。

ラビットアイ 2019 750ml、シードル 2019  750ml
化粧箱包装

華やかラビットアイと
シードルギフト
税込￥4,340 （本体価格 ￥3,946）

商品番号　DMW0100

数量
限定

NEW

ナイアガラブラン2020 750mi、
キャンベルロゼ 2019  750ml
化粧箱包装

人気のフルーティーワインギフト

税込￥3,600 （本体価格 ￥3,273）

商品番号　DMW0099

数量
限定

NEW

化粧箱包装

ナイアガラブラン2020 750mi、
Nスパークリング 750ml

人気のナイアガラと
Nスパークリングギフト
税込￥3,850 （本体価格 ￥3,500）

商品番号　DMW0098

数量
限定

NEW
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お支払い方法ご注文方法

ご利用のご案内ギフト包装等のご案内

送　料

その他ご案内

商品のお届けについて

①【後払い.com コンビニ後払い】（後払い決済手数料　税込220円）
≪請求はがき発行後14日以内のお支払≫
サンクゼールにかわり株式会社キャッチボールよりご請求書はがきが
送られます。記載のお支払期限までに、お近くのコンビニエンスストア
（振込手数料0円）にてお支払ください。
※郵便局・銀行からもお支払いただけますが、振込手数料はお客様負
担となります。

◦請求書は商品到着後、1週間前後で届きます。
◦請求書に印字してありますお支払期限内にお支払が無い場合や請求書を
紛失の場合は、再度のご請求ごとに305円の再請求手数料がかかります。
◦与信結果（事前審査）によっては当サービスをご利用いただけない場合
がございます。その場合はご連絡いたします。
◦商品の運送会社への営業所止めサービスやお届け先変更の転送サービ
スは承ることが出来ません。
◦請求書の送付先は、ご注文者様の住所となります。変更はできませんの
で予めご了承ください。

②【クレジットカードでのお支払い】（手数料無料） ※電話注文不可
ご利用可能なクレジットカード（一括払いのみ）
───────────────────│ VISA  │ マスター │ JCB  │ Diners  │ AMEX │───────────────────
③【代金引換】（代金引換手数料　税込330円） ※オンライン注文不可
※ご購入金額税込12,000 円以上で代金引換手数料無料
※ご自宅への発送がある場合に限ります。

◦ご注文から商品到着までは4日～５日程度のお日にちを頂いておりま
す（沖縄県、離島を除く）。混雑期は1週間程度のお日にちがかかる場
合がございます。ご了承ください。
◦商品は宅配便にてお届けいたします。
※ご不在の場合、ご不在時連絡票を入れさせていただいております。

郵送用お申込書 （切手不要）
〒389-1３１５ 長野県上水内郡信濃町平岡２２４9-1
                       ㈱サンクゼール　通信販売　宛
※郵送でのご注文の場合、受付に時間を要するため、商品手配
が遅れる場合がございます。

オンラインショップ
https://stcousair.jp/
楽天ショップ http://www.rakuten.co.jp/sc-rkt/

※お電話でもご注文を承ります。
※お電話番号をお確かめの上、お掛け間違いのないようにお願いいたします。
※お支払いは、後払い.com コンビニ後払いと代金引換のみとなります。
─────────────────────

◦商品の規格・名称・価格・デザイン等は予告なく変更する場合があり
ます。また、それらの内容は店舗と異なる場合がございます。
◦数量限定商品が品切れの場合、ご容赦ください。
◦一部商品やセール等店舗と異なる場合がございます。
◦製品には万全を期しておりますが、万が一破損や不備等がございました
際には交換等対応させいただきます。お手数ではございますが、商品到
着後1 週間以内にご連絡をいただきますようお願い申し上げます。

お客様からお預かりした個人情報は、適切に管理し、承り商品の発
送、当社商品のご案内、コンビニ支払の決済代行会社（株式会社キ
ャッチボール）が行う与信及び請求関連の為にのみ使用し、これ以
外の目的で個人情報を利用することは一切ありません。お客様の
個人情報についてのお問い合わせや変更については、お手数です
が当社までご連絡をください。

※お届け先ごと、出荷日ごとの直送品を除いた購入金額に応じて上記の送料がかかります。
※本州・四国・北海道・九州へお届けの場合、お届け先、出荷日が同じて、直送品を除
いた購入金額が税込4,000円以上で送料無料となります。

※沖縄県へ届けの場合、お届け先、出荷日が同じて、直送品を除いた購入金額が税
込8,000円以上で送料無料となります。

※沖縄県へ送料込ギフトをお届けの場合、別途送料税込1,430円を加算させていた
だきます。

※店舗とは送料形態が異なります。予めご了承ください。

フリーダイヤル 　通話料無料
受付時間　平日　10：00～17：00
※土曜・日曜・祝日・8/13～8/16を除く

0120-537-002

フリーファックス 通話料無料（24時間受付）

0120-703-906

─────────────────────

─────────────────────

お届けの地域

購入金額
(お届け先ごと) 税込4,000円

未満
税込4,000円～
税込7,999円

税込8,000円
以上

沖縄県への送料 税込2,200円

税込770円

税込1,100円

税込2,200円 送料無料

送料無料

送料無料

本州・四国への送料

北海道・九州への送料

酒類販売管理者標識

販売場の名称及び所在地 （株）サンクゼール
長野県上水内郡信濃町平岡2249-1

酒類販売管理者の氏名 安達　正太郎

酒類販売管理研修受講年月日 令和1年10月23日

次回研修の受講期限 令和4年10月22日

研修実施団体名 長野小売酒販組合

｜お客様の個人情報について｜

カタログ有効期限　2021年10月末まで

※仏事包装紙をご希望の場合は備考欄へご記入ください。
※のしをご希望の場合は、外のしで対応しております。内のしをご希望の場合は、備考欄にご記入ください。（かごギフトは内のし対応不可です。）
※包装形態の変更は承る事ができませんのでご了承ください。
※商品や大きさや形状などによって包装が異なる場合がございます。　※化粧箱・かご・包装紙・手提げ袋は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。

サンクゼール・久世福商店では、本カタログに掲載するギフト商品に
ギフト用カード・シール・のし・ことばのし等、承っております。大切な方への贈り物にぜひご利用ください。

※通信販売ではお客様がお選びいただいた単品商品やまとめ買い商品をギフトに詰め合わせるサービスは承っておりません。
　あらかじめご用意しておりますギフト商品の中からお選びください。

のし（お名前入れ可・無料）

サンクゼール 久世福商店

お中元・御歳暮・内祝・
快気祝・仏事など、ご用向き
により、各種のしをご用意し
ております。
ご希望ののしの種類、上書き
を備考欄にご記入ください。

※単品商品・まとめ買い商品
にはのしの対応は致しており
ません。

リボン（税込￥55）

※リボンの色は、包装紙や
用途によりこちらでご用意
いたします。
※リボンをご希望の場合、
のしは不可となります。

────────
商品番号
zb-50021
────────

セロファンリボンラッピング（税込￥55）

────────
商品番号
zb-5002
────────

単品商品をひとつつづラッ
ピングいたします。
ご希望の商品をご記入くだ
さい。
※複数の商品をまとめての
ラッピングは不可です。

本カタログに掲載するギフトは以下のような包装形態でお届けしております。

ありがとうHappy Bir thday

おめでとう！

ギフト用カード・シール（無料）

ギフト用カード　サイズ／6.7cm×6.5cm 
※カードはご希望のギフトの中に同梱してお届けします。

ギフト用シール サイズ／（7cm×3.2cm） 
※シールはご希望のギフトに貼ってお届けします。

Happy
Birthday
───────
商品番号
zb-52062
───────

ありがとう
───────
商品番号
zb-5205
───────

おめでとう！
───────
商品番号
zb-52051
───────

ありがとう
───────
商品番号
zb-5108
───────

こころばかり
───────
商品番号
zb-5107
───────

Happy
wedding
───────
商品番号
zb-52052
───────

※カード・シールはギフト1セットにつきいずれか1枚となります。
※カード・シールのみのご注文は承っておりません。
※お客様オリジナルのメッセージカードは承っておりません

包装紙（化粧箱包装ギフトの包装例） 手提げ袋

▲仏事包装紙▲通常包装紙 ▲仏事包装紙▲通常包装紙

サンクゼール 久世福商店

※数量は購入いただいた商品数量までとしてください。
※ご注文お申込書に袋の希望枚数と袋に入れたい商品をご記入ください。
※ブランドとサイズは、弊社にて選ばせていただきます。
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アップルブランデー 2020
Light&Mellow 35ml

35ml ／税込￥825 （本体価格 ￥750）

商品番号　WB00013

アップルブランデー 2020
Light&Mellow 245ml

245ml ／税込￥3,520 （本体価格 ￥3,200）

商品番号　WB00012

数種類のりんご果汁とサンクゼール・ワイナ
リーのある長野県飯綱町の天然記念物の和り
んご「高坂りんご」の果汁から造った原酒をブ
レンドして、ブランデーに。和りんごを使った
熟成ブランデーは日本初。軽やかさの中に熟
成した丸みのある味わいを楽しんで。

樽熟成アップルブランデー 2020 
Light & Mellow

Pomme
（いいづなりんごの樽熟リキュール）350ml

350ml ／税込￥2,420 （本体価格 ￥2,200）

商品番号　WL00018

「Pomme」とはフランス語で「りんご」のこと。
カラメルの濃厚な甘い香りが広がり、濃縮され
たりんごを感じるとろりとした甘さにうっとり。
しっかりとりんごを味わうなら、ストレートや
ロックで。しゅわっと気軽に楽しむなら炭酸で
割ってカクテルにするのもおすすめ！

Pomme（ポム）

※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。当社は20歳未満の者への酒類の販売はいたしません。当社は通信販売酒類免許を付与されています。




