2020 年 8 月 13 日
イ オ ン サヴ ー ル株 式 会 社

9 月 6 日は「クロワッサンの日」！今年のテーマは“クロワッサンバリエ”
1 日 5,000 個売れている人気 No1 商品「クロワッサン」のキャンペーンを開催

ピカールクロワッサン WEEK2020
期間：9 月 4 日（金）～9 月 22 日（火・祝）
https://www.picard-frozen.jp/

写真左から、Picard の「クロワッサン」

/ クロワッサンバリエ イメージ

イオンサヴール株式会社が展開する、美味しさと品質にこだわる冷凍食品専門店 Picard(ピカール)は、
9 月 6 日（日）を「ク(9)ロ(6)ワッサンの日」とし、9 月 4 日（金）～9 月 22 日（火・祝）まで「ピカール
クロワッサン WEEK2020」を開催します。 3 度目となる今年は、“クロワッサンバリエ”をテーマに、
Picard ならではのクロワッサンの多様なお楽しみ方をご提案します。
同期間中、「クロワッサン」または「ミニクロワッサン」を含む 2,500 円（税抜）以上のお買い上げで、
Picard のクロワッサンを贅沢に味わうための、オリジナルブレンドティーをプレゼントします。
また、朝食に限らず、ランチ、おやつ、アペロなど様々なシーンで Picard の“クロワッサンバリエ”を
お楽しみいただける、簡単・お手軽アレンジレシピを公開します。
さらに、期間中のご購入で、アンケートにご回答いただいた方の中から抽選で 5 組 10 名さまに「フランス
バーチャル旅行」
が当たるキャンペーン※1 や、
抽選で 5 名さまに「Picard 詰め合わせセット」が当たる instagram
の「クロワッサンフォトキャンペーン」を開催し、Picard でのお買い物から食卓で味わうまで、ずっと
ワクワクが続くキャンペーンを、下記 15 店舗と通販サイトにて実施します。
※1：東京・池袋までご来場いただける方に限ります。

【「ピカールクロワッサン WEEK2020」実施概要】
■「オリジナルブレンドティー」プレゼント
実施期間
対象店舗
内
容

：9 月 4 日（金）～9 月 22 日（火・祝）
：Picard 全店舗及び通販サイト（Petit Picard を除く）
：キャンペーン期間中に「クロワッサン」または「ミニクロワッサン」
を含む 2,500 円（税抜）以上のお買い上げで、
Picard のクロワッサンにあわせて特別にブレンドした、
Picard のクロワッサンをより贅沢に味わうための、
オリジナルブレンドティーをプレゼントします。
※在庫がなくなり次第終了します。

オリジナルブレンドティーとクロワッサン

■「フランスバーチャル旅行」プレゼント
実施期間
対象店舗
内
容

：9 月 4 日（金）～9 月 22 日（火・祝）
：Picard 全店舗及び通販サイト（Petit Picard を除く）
：キャンペーン期間中に Picard で商品をご購入、
アンケートにご回答いただいた方の中から抽選で 5 組 10 名さまに、
フランスバーチャル旅行が当たるプレゼントキャンペーンを開催。
※東京・池袋までご来場いただける方に限ります。

フランスバーチャル旅行 イメージ

■ピカールの食材で作る「クロワッサンバリエ」
クロワッサン×アボカド×エビ
エビアボカドサンド
焼き上げたクロワッサンを水平にカットし、
マッシュしたアボカドにマヨネーズと塩・コショウを加え、味を調える。
加熱したエビとあわせて、たっぷりとトッピング。

皮むき小エビの
アボカド（角切り）

ガーリックパセリ風味

本体価格

本体価格

580 円[300g]

1,480 円[300g]

ミニクロワッサン×赤いフルーツ
フルーツサンド
焼き上げたミニクロワッサンを水平にカットし、
粉糖を加えたマスカルポーネチーズと赤いフルーツをサンド。
お好みで、仕上げにピスタチオをトッピング。

フルーツサラダ（赤いフルーツ）
本体価格

1,080 円[750g]

ミニクロワッサン×フォアグラのテリーヌ
フォアグラのアペリティフ
焼き上げたミニクロワッサンを水平にカットし、
解凍したフォアグラのテリーヌ（スライス）を
対角線上にカットしてサンド。

フランス南西部産フォアグラのテリーヌ（スライス）
コニャック（フィーヌ・シャンパーニュ）とペッパー
本体価格

3,980 円[320g]

■ハウス食品シーズニング「パパン」で作る「クロワッサンバリエ」
販売期間
対象店舗
内
容

：9 月 4 日（金）～9 月 22 日（火・祝）
：Picard 全店舗及び通販サイト（Petit Picard を除く）
：パンを焼く前や焼いた後にふりかけるだけで、お手軽に味のバリエーションを
楽しめるハウス食品のシーズニング「パパン」5 種類を、キャンペーン期間限定で販売。
さらに、「パパン」と「クロワッサン」を使った進化系アレンジレシピを、
Picard 店舗および通販サイトにて公開。
「パパン」チョコバナナ味とクロワッサン

■instagram「クロワッサンフォトキャンペーン」
実施期間
内
容

：9 月 4 日（金）～9 月 22 日（火・祝）
：キャンペーン期間中にピカール instagram 公式アカウント「@picardjapon」をフォロー。
ハッシュタグ「#ピカールフード」
「#クロワッサン」「#ピカクロ」をつけて、
Picard のクロワッサンを投稿いただいた方の中から、抽選で 5 名さまに、
Picard のおすすめ商品をセットにした「Picard 詰め合わせセット」をプレゼント。
クロワッサンフォトキャンペーン

■毎日が“ピカクロデー”
実施期間
対象店舗
内
容

：9 月 4 日（金）～9 月 22 日（火・祝）
：Picard 全店舗及び通販サイト（Petit Picard を除く）
：毎月 6 のつく日（6 日/16 日/26 日）は“ピカクロデー”で
「クロワッサン」と「ミニクロワッサン」が 100 円 OFF になるお得な日。
さらに、“ピカクロデー”にしかもらえないシールを 6 枚集めると、
オリジナルグッズがもらえる、ピカクロファンのためのスペシャルな日。
キャンペーン期間中は毎日“ピカクロデー”を開催。

“ピカクロデー”ロゴ

【Picard のクロワッサン関連商品】
Picard の一番人気商品

おやつやアペロにもぴったりなミニサイズ！

クロワッサン

ミニクロワッサン

本体価格 680 円 [55g×8 個入]

本体価格 580 円[25g×10 個入]

【Picard のクロワッサンが人気な 3 つの理由】
① 素材はすべて“こだわりのフランス産”
フランス産の小麦と、まろやかな風味に仕上がるフランス南西部シャラント県産 AOP 認証発酵バターを 24％配合した、こだわりの
クロワッサンです。素材はすべてフランス産、フランスで生産しているため、日本にいながら本場フランスのクロワッサンを手軽に
お楽しみいただけます。卵は平飼い鶏に限定し、アニマルウェルフェアにも配慮しています。

②

いつでも焼き立てが味わえる

おうちで焼き上げるため、一番美味しいタイミングを逃さず、いつでも焼きたてをお召し上がりいただけます。

③

調理が簡単

冷凍庫から取り出し、事前解凍なしで温めたオーブンに入れるだけで、黄金色のサクサクなクロワッサンが焼き上がります。

◆Picard Channel
https://www.picard-frozen.jp/Page/channel.aspx
「クロワッサン・オ・ザマンド」他、Picard 商品を使ったアレンジレシピ動画公開中

◆Picard 店舗
■Picard 青山骨董通り店
■Picard キラリナ京王吉祥寺店
■Picard 自由が丘店
■Picard 南町田グランベリーパーク店
■Picard 横浜ベイクォーター店

◆通販サイト
https://www.picard-frozen.jp/

■Picard 麻布十番店
■Picard 代官山店
■Picard 中目黒店
■Picard 武蔵小杉店
■Picard 横浜元町店

■Picard 神楽坂店
■Picard 品川シーサイド店
■Picard 広尾店
■Picard 武蔵小山店
■Picard ソコラ武蔵小金井店

