2020 年 12 月 14 日
イ オ ン サヴ ー ル株 式 会 社

1 月のテーマは“パンとスープで温活”

寒い冬に心も体も温まる、ピカール流“おいしい温活”
新年特別企画！オリジナルスープボウル付きで 2,000 円以上お得な福袋や
1 月限定のフランス伝統スイーツ「ガレット・デ・ロワ」が登場
https://www.picard-frozen.jp/

写真左から、滑らかな BIO 野菜の黄色いスープ / 9 種類の BIO 野菜のポタージュとクロワッサン / 滑らかな BIO 野菜のスープ

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、
12 月 26 日（土）から 1 月 24 日（日）まで“パンとスープで温活”をテーマに、寒い冬にパンとスープで
心も体も温まる、ピカール流“おいしい温活”をご提案します。
同期間中は、新商品として BIO 野菜のおいしさが詰まった「滑らかな BIO 野菜の黄色いスープ」が登場しま
す。また、野菜が手軽にたっぷり摂れる「9 種類の BIO 野菜のポタージュ」や「英国風ポタージュ」、
「ミネス
トローネスープ」など、約 20 種類のスープをラインナップします。その他、お食事パンとしてスープとも
好相性の「クロワッサン」や「全粒粉パンスライス」、「BIO ミニパンドカンパーニュ」など、組み合わせや
アレンジ次第でバリエーション豊かな温活がお楽しみいただける商品を、一部特別価格にてご提供します。
さらに、新年限定の特別企画として、ピカールオリジナルのスープボウルや 1,000 円分のギフトカードが
付いたお得な福袋「Picard 福袋 2021」のほか、フランスでは新年の幕開けに欠かせないスイーツ「ガレット・
デ・ロワ」も期間限定で販売します。
1 月のおすすめ商品は、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。

◆1 月のおすすめスープ一例
野菜の自然な甘さが引き立つ
滑らかな BIO 野菜の黄色いスープ

野菜がたっぷり摂れる優しい味
9 種類の BIO 野菜のポタージュ

チェダーチーズの濃厚な風味
英国風ポタージュ
（人参、ジャガイモ、チェダーチーズ）

新商品

上記期間中の特別本体価格 680 円

本体価格 780 円 [1kg]

本体価格 780 円 [1kg]

通常本体価格 780 円 [1kg]

ヨーロッパ産のバターナッツカボチャ、
人参、西洋カブ（カブハボタン）を使用し、
クリームを加えた、まろやかで甘みのある
BIO 野菜のスープです。

9 種類の BIO 野菜を使い、味付けが
控えめでアレンジの自由度が高いスープ
です。牛乳や塩・コショウ、オリーブ
オイルなどを加えてお楽しみください。

人参とジャガイモをベースにチェダー
チーズ、生クリームを加えた、
濃厚で食べ応えのあるスープです。

野菜の食感が楽しめる
ミネストローネスープ

トマトの酸味とハーブがアクセント
バジル風味の野菜スープ

ボリュームたっぷりのお食事スープ
4 種類の BIO 野菜のスープ

上記期間中の特別本体価格 680 円

本体価格 498 円 [400g]

上記期間中の特別本体価格 498 円

通常本体価格 780 円 [1kg]

“ピストー”と呼ばれる、プロヴァンスの
伝統的なスープです。トマトをベースに、
インゲン豆、野菜、バジル、ガーリック、
チーズで風味豊かに仕上げました。

ヨーロッパ産の BIO 野菜（ズッキーニ、
人参、玉ネギ、ポロネギ）を使い、
素材の味を活かしたスープです。

9 種類の野菜をイタリアのレシピで
仕上げました。オリーブオイルとバジルの
風味に加え、それぞれの野菜の食感を
お楽しみいただけるスープです。

通常本体価格 580 円[400g]

◆1 月のおすすめパン一例
発酵バターの香り溢れる
クロワッサン

噛みしめるほどに香ばしい風味
全粒パンスライス

素朴でおいしいバゲット状の“田舎パン”
BIO ミニパンドカンパーニュ

本体価格 680 円 [55g×8 個入]

上記期間中の特別本体価格 398 円

上記期間中の特別本体価格 298 円

フランス南西部シャラント県産の
AOP 認証発酵バターを 24％配合し、
まろやかな風味に仕上げました。
平飼い卵を使用し、アニマルウェルフェア
に配慮した商品です。

通常本体価格 448 円 [450g]

通常本体価格 398 円 [260g（2 本入）]

小麦の表皮、胚芽、胚乳をすべて粉にして
作られています。スライス済みで、
必要な枚数を取り出して焼くだけなので、
忙しい朝にも便利です。

BIO の原料のみを使い、小麦粉、ライ麦粉、
水、塩で作ったシンプルなパンです。素朴な
おいしさから「カンパーニュ（田舎パン）」と
呼ばれています。小さなバゲットタイプで、
いつでも焼きたてをお召し上がりいただけます。

◆新年特別企画
本体価格 6,000 円相当の商品が入った福袋を 4,630 円で販売！
ギフトカード付きで、実質 2,000 円以上もお得に

Picard 福袋 2021

本体価格：4,630 円
福袋内容：冷凍食品 7 品とオリジナルスープボウルの 6,000 円相当。
さらに、Picard 店舗で使える 1,000 円分ギフトカード付き。
※写真はイメージです
販売開始：元旦～
※販売開始および期間は、各店舗の年始営業開始日によって異なります

新年の幕開けに欠かせないスイーツ
ガレット・デ・ロワ

本体価格 1,280 円 [600g]
フランスでは本来 1 月 6 日の公現祭（エピファニー）に、
家族や友人と集まって食べる、新年の定番スイーツです。
焼きたてパイの風味をお楽しみいただけます。
かわいらしいフェーヴつきです。

◆期間限定でエキュート東京にポップアップストアを出店
開催期間：2020 年 12 月 14 日（月）～25 日（金）
開催場所：エキュート東京 1F 催事スペース（JR 東京駅改札内）
営業時間：10:00 ～ 21:00（土・日は 20:30 閉店）
販売商品：ピカール一番人気商品の「クロワッサン」を含む約 40 商品。
東京駅限定のセットも販売。

◆Picard Channel https://www.picard-frozen.jp/Page/channel.aspx
「パングラタン」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
*年始の営業は 1 月 2 日(土)から
**年始の営業は 1 月 3 日(日)から

◆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/

■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 *

