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イオンサヴール株式会社 

 
【12月のテーマは“みんなが幸せ。フレンチ・クリスマス”】 

プチ贅沢なキャビアやキャンドル型デザートなど、クリスマス限定商品が登場！ 

パーティー、家族、少人数など、タイプで選べる限定セットを 4種類ご用意 

ピカールで作る“わたしらしいクリスマス”をご提案 
約 380種類の“本格冷食”で、クリスマス直前の“駆け込み需要”にも対応 

フランスの新年定番スイーツ「ガレット・デ・ロワ」を予約販売開始 

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

 

 

 

 

 

 
 

写真左から、ファビュルーズ ファランドール / キャンドル（レモンクリームとクランブル）/ ミニプレッツェル・オ・フロマージュ  

 
 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 29日（月）から 12月 25 日（土）まで“みんなが幸せ。フレンチ・クリスマス”をテーマに、クリスマ
スにオススメの商品や今年ならではのクリスマス限定商品をご提供します。 
 
同期間中は、フランスの伝統的なクリスマスメニューとして毎年好評をいただいている「フランス産キャビ

ア」や「フランス産オマールエビ」、また、2021年の新作として、チーズをふんだんに使用したワインとの相
性抜群のプレッツェル「ミニプレッツェル・オ・フロマージュ」やプロバンス地方の民俗舞踊「ファランドー
ル」をモチーフにした味わい深いチョコレートのデザート「ファビュルーズ ファランドール」、さらには、ワ
ンプレートでクリスマスシーズンの特別感をお楽しみいただける「スズキのファビュルーディッシュ」など、
お客さまがそれぞれに“わたしらしいクリスマス”を演出できる約 30品目の商品をラインナップします。 

 
また、本年は、おうちで本格的なフレンチ・クリスマスをお楽しみただけるセットや、お友だち、お子さま

のパーティーにおすすめのカジュアルなパーティーを彩るセットなど、シーンに合わせて選べるお得なセット
を 4種類販売します。 
 
さらには、フランスの 1月には欠かせない伝統のスイーツ「ガレット・デ・ロワ」のご予約も開始致します。 

 
Picardクリスマス限定商品及びクリスマスセットは、下記 14店舗のほか、一部商品を除きオンラインショ

ップでもお買い求めいただけます。(商品・セットは順次発売予定。発売日は店頭や HP にてお知らせします。) 
 

◆パーティーにおすすめ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

クリスマス限定商品 

税込価格 6,480 円 [30g] 

フランスで養殖された、チョウザメのキャ

ビアです。ブリニ、サワークリーム、レモ

ンを添え、シャンパーニュ、白ワインと共

に豪華なオードブルとして 

お召し上がりください。 

年に一度の特別な機会に 

フランス産キャビア 

チョコとバニラのムース、 

プラリネが層になった 

ファビュルーズ ファランドール 

クリスマス限定商品 

税込価格 3,780 円 [610g] 

プロバンス地方の民俗舞踊「ファランドー

ル」をモチーフにしたケーキです。ココア

風味のスポンジ生地に、ベルギー産のブラ

ックチョコレートを使用したチョコレート

ムースとバニラムース、ヘーゼルナッツの

プラリネを重ねました。 

クリスマス限定商品 

税込価格 4,500 円 [140g] 

天然のヨーロッパオマール(ヨーロッ

パロブスター)の殻をむき、生のまま

急速冷凍しました。オードブルやお料

理に幅広くご利用いただけます。 

食卓が華やかになる一品 

フランス産オマールエビ（むき身） 

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


◆少人数での食事におすすめ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆2021 年限定 Picard クリスマスセット 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

クリスマス限定商品 

税込価格 980 円 [120g(12 個入)] 

チーズをふんだんに使用したプレッツ

ェルはワインとの相性抜群。食前のお

つまみとしても、ちょっとしたおやつ

としても楽しめる一品です。 

特別税込価格 10,000 円 

通常組み合わせ税込価格 11,542 円  

 

 

トラディショナルな 

フレンチ・クリスマスを楽しめる 

プレミアムディナーセット 

クリスマス限定商品 

税込価格 1,380 円 [110g(8 個入)] 

レモンピールがアクセントに入った

クリーミーなデザート。一口サイズ

の可愛いキャンドルのデザインが食

卓を華やかに彩ります。 

ワインと一緒に 

チーズが香るお洒落なアペリティフ 

ミニプレッツェル・オ・フロマージュ 

・サーモンのブーシェ（ひと口サイズのアペリティフ） 

・フランス南西部産フォアグラスライス（ソテー用） 

・フランス産オマール(むき身) 

・ＢＩＯ パンドカンパーニュ 

・4 種類のキノコのポワレ バターソース 

・4 種類のミニャルディーズ 

お皿に盛りつけるだけで素敵な仕上がり 

スズキのファビュルーディッシュ 

 

クリスマス限定商品 

税込価格 1,080 円 [350g(1 人用)] 

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)を使用したクリームソ

ースで仕上げました。 

クリーミーなレモンのデザート 

キャンドル 

（レモンクリームとクランブル） 

特別税込価格 5,500 円 

通常組み合わせ税込価格 6,288 円  

 
・サーモンのパイ包み焼き 

・ピッツァマルゲリータ 

・シーフードのパエリア 

・モッツアレラチーズと野菜のラザニア 

みんなで楽しむ大皿セット 

ノエルプラッターセット 

気軽につまめるフィンガーフードのセット 

カジュアルパーティセット 

特別税込価格 3,980 円 

通常組み合わせ税込価格 4,373 円  

 ・ミニプレッツェル・オ・フロマージュ 

・4 種類のミニャルディーズ 

・3 種のチーズのミニピッツァ 

・エスカルゴのミニパイ 

期間限定保冷バッグ付き 

ワインとのマリアージュで会話がはずむ 

ノエルディナーセット 

・シーフードのヴェリーヌ 

・フランス南西部産フォアグラスライス（ソテー用） 

・付け合わせ野菜ミックス 

・4 種類のマカロン 

（レモン、スペキュロス、赤いフルーツ、チョコレート） 

・折りたたみ保冷バッグ Noël2021 

特別税込価格 5,500 円 

通常組み合わせ税込価格 6,170 円  



◆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（月)～12月 12日（日) 
お渡し期間：12月 13日（月）～12月 25日（土） 
 
＜オンラインショップ受付（配送）＞ 
お申込期間：11月 9日（火)15時～12月 6 日（月) 23時 59 分 
お届け期間：12月 11日（土）～12月 18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、 
メッセージカードとしても使えるペーパーオーナメント 2枚セットを 
プレゼント。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆ガレット・デ・ロワ予約受付中 
＜店舗受付（店舗お渡し）＞ 
お申込期間：11月 1日（月)～12月 25日（土） 
お渡し期間：2022年 1月 1日（土）～1月 10日（月・祝） 

※2022年初売り日が店舗により異なりますので、 
お渡し開始日は、店舗ごとに営業日に準じます。 

 
＜オンラインショップ受付（配送）＞ 
お申込期間：11月 9日（火）15時～12 月 20日（月) 23時 59分 
お届け期間：2021年 12月 31 日（金）～1 月 10日（月・祝） 
 
 
 
◆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麻布十番店 ■Picard神楽坂店 

■Picardキラリナ京王吉祥寺店 ■Picard自由が丘店 ■Picard品川シーサイド店 

■Picardソコラ武蔵小金井店 ■Picard代官山店 ■Picard広尾店 

■Picard南町田グランベリーパーク店 ■Picard武蔵小杉店 ■Picard武蔵小山店 

■Picard横浜ベイクォーター店 ■Picard横浜元町店  

 
◆Picard オンラインショップ 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がございます。 

ペーパーオーナメントイメージ 

ボイルオマールロブスター（375g） 

税込価格 1,923 円[約 2 人分] 

サーモンのパイ包み焼き 

ご予約税込価格 2,980 円 

通常税込価格 3,219 円[700g(約 6 皿分)] 

小さなおかしの家 

※限定 100 個 

税込価格 2,679 円[240g] 

国産若鶏のローストチキン 

（ハーブ風味） 

税込価格 2,139 円[1 羽(約 3 人分)] 

ガレット・デ・ロワ 

税込価格 1,383円 

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

