2020 年 11 月 16 日
イ オ ン サヴ ー ル株 式 会 社

【今年のテーマは“HAPPY NEW CHRISTMAS!”】
限定約 40 品登場！ニューノーマルにぴったりなミニサイズのチーズフォンデュやワンプレート商品など

家族でもおひとりさまでも楽しい“おうちクリスマス”をご提案
初登場の 3 種の選べるクリスマス限定セットを販売
事前予約で人気イラストレーター描き下ろし特製コースターをプレゼント
https://www.picard-frozen.jp/

写真左から、チーズフォンデュ サヴォワ風

/ クリスマスリース

/ 小さなスノードーム

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、
11 月 24 日（火）から 12 月 25 日（金）まで“HAPPY NEW CHRISTMAS!”をテーマに、クリスマス限定約 40 商品
の販売を順次開始します。
同期間中は、パーティーのメインディッシュになる、ラベル・ルージュ認証「シャラン産 丸鶏（黒鶏）
」や、
クリスマス定番の前菜「フォアグラのテリーヌ オリジネル」
、おとぎの国から飛び出してきたようなスイーツ
「クリスマスリース」などが登場します。また、少人数でお召し上がりいただける、ミニサイズの「チーズ
フォンデュ サヴォワ風」や、必要な数だけ温めて使える「ジャガイモとエメンタールのワッフル」、おひとり
さま向けのワンプレートディッシュ「スズキのファビュルーディッシュ」など、ニューノーマルで迎える
クリスマスに、お客さまのスタイルに合わせてお楽しみいただける商品をラインナップします。
さらに、お食事プランに合わせて選べる、クリスマス限定のグルメでお得なセット 3 種類も販売します。
Picard クリスマス限定商品及びクリスマスセットは、下記 15 店舗のほか、一部商品を除き通販サイトでも
お買い求めいただけます。

◆パーティーにおすすめ
クリスマスのメインディッシュに
シャラン産 丸鶏（黒鶏）

フランス流・クリスマスの定番
フォアグラのテリーヌ オリジネル

おもちゃの世界を表現したスイーツ
クリスマスリース

クリスマス限定商品

クリスマス限定商品

クリスマス限定商品

本体価格 2,480 円 [1.5kg]

本体価格 3,980 円 [300g]

本体価格 2,580 円 [680g(6～8 人用)]

家禽の飼育で有名な、フランス西部の
ヴァンデ県シャラン産の平飼い鶏です。
フランスの品質認証「ラベル・ルージュ」
を取得しています。調味、ローストして
お召し上がりください。

フランス南西部産のフォアグラ、
ゲランドの塩、粗挽き黒コショウ
のみを使用し、素材の味を引き立てた
シンプルなテリーヌです。

カカオビスケット、ヘーゼルナッツ
クリーム、ヌガティーヌのチップ
塩バターキャラメルチョコレートソース、
チョコレートムースを重ねた、
見た目も華やかなスイーツです。

◆少人数での食事におすすめ
ミニポット入りのとろとろチーズ
チーズフォンデュ
サヴォワ風

星形のかわいらしいアペリティフ
ジャガイモとエメンタールの
ワッフル

簡単＆贅沢メインディッシュ
フランス南西部産
鴨肉のコンフィ

クリスマス限定商品

クリスマス限定商品

上記期間中の特別本体価格 1,380 円

本体価格 1,280 円 [180g(2 ポット/12 本入)]

本体価格 780 円 [168g(12 個入)]

通常本体価格 1,480 円[360g(2 本入) ]

ハードチーズ（グリュイエール、エメンター
ル、コンテ）に白ワインを加え、ガーリック、
塩・コショウで風味付けしました。
2 種類の味のスティックパンつきです。

ジャガイモのピューレに、クリーム、卵
エメンタール、チャイブを練りこみ
星形に焼き上げたワッフルです。
小さなお子さまにも喜ばれる
味とかわいらしさが特徴です。

フランス南西部の伝統的な料理、鴨肉の
オイル煮です。鴨の脂でじっくり煮込み、
しっとりやわらかく仕上げました。
温めるだけのスペシャルディナーとして
クリスマスにもおすすめの一品です。

特別な日のワンプレートディッシュ
スズキのファビュルーディッシュ

ひと口サイズのチョコレート菓子
小さなスノードーム

◆おひとりさまの食事におすすめ
クリスマスディナーの前菜に
滑らかなバターナッツカボチャ、
サツマイモ、ジロル茸のスープ

クリスマス限定商品

クリスマス限定商品

クリスマス限定商品

本体価格 780 円 [600g]

本体価格 980 円 [350g(1 人用)]

本体価格 980 円 [104g（8 個入）]

自然な甘みのバターナッツカボチャと
サツマイモに、アンズのような風味の
ジロル茸を合わせました。
電子レンジや鍋で温めるだけで、
心も体もほっこり温まるスープです。

スズキのフィレに、美しい紫色の
ジャガイモのエクラゼと彩りのよい
野菜のポワレを添え、ジュラソンワイン
(甘口の白ワイン)を使用した

ミルクチョコレートでコーティングした
カリカリ食感のビスケットに、
ブラックチョコレートムースをのせました。
スノードームの形をした
プティフール（ひと口スイーツ）です。

クリームソースで仕上げました。

◆2020 年限定 Picard クリスマスセット
テーブルに彩を添える
オードブル中心のセット
フィンガーフードセット

アペリティフからメインまでが揃う
期間限定保冷バッグ付きのセット
ノエルディナーセット

フルコースを豪華に楽しめる
グルメなセット
プレミアムディナーセット

特別本体価格 3,500 円

特別本体価格 5,000 円

特別本体価格 9,260 円

通常組み合わせ本体価格 4,220 円

通常組み合わせ本体価格 6,200 円

通常組み合わせ本体価格 10,880 円

・サンジャックのアペリティフ

・サーモンのブーシェ（ひと口サイズのアペリティフ）

・サーモンのブーシェ（ひと口サイズのアペリティフ）

・シェーブルチーズ、ズッキーニ、

・サンジャックのオーブン焼き ノルマンディー風

・フォアグラのテリーヌ オリジネル

・付合せ野菜ミックス

・付合せ野菜ミックス

・3 種類のチーズのミニピッツァ

・フランス南西部産マグレドカナール（加熱用）

・サンジャックのオーブン焼き ノルマンディー風

・ミニチーズケーキ

・折りたたみ保冷バッグ（2020 年クリスマスデザイン）

・フランス南西部産鴨肉のコンフィ

トマトのミニケーキ
アソート

・ミニチーズケーキ

アソート

◆クリスマス商品予約受付中
＜店舗受付（店舗お渡し）＞
お申込期間：11 月 1 日(日)～12 月 13 日（日）
お渡し期間：12 月 18 日（金）～12 月 25 日（金）
＜通販サイト受付（配送）＞
お申込期間：11 月 1 日(日)～12 月 9 日（水）15 時
お届け期間：12 月 12 日（土）～12 月 19 日（土）
ご予約特典：人気イラストレーターの米澤よう子氏が
ピカールのために描き下ろした、
オリジナルコースターセットをプレゼント。

コースターイメージ

サーモンのパイ包み焼き

チョコレートの

チョコレートのビュッシュアイス

国産若鶏のローストチキン

ロブスター

本体価格 2,980 円[700g(約 6 皿分)]

ファビュルーサパン

本体価格 2,580 円[625g]

（ハーブ風味）

本体価格 1,780 円[400g]

本体価格 2,580 円[610g]

※店頭のみの販売

本体価格 1,980 円[1 羽(600g)]

◆Picard Channel

https://www.picard-frozen.jp/Page/channel.aspx

「フォアグラのオードブル」他、ピカールの商品を使用した、アレンジレシピ動画を公開中。

◆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

■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

https://www.picard-frozen.jp/

※輸入の状況により、商品販売の開始が遅れる場合もございます

■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

