2022 年 10 月 07 日
イオンサヴール株式会社

【10 月 18 日は「冷凍食品の日」】
冷凍パンが普及する中、パン商品の「クロワッサン」「パン・オ・ショコラ」が上位独占！
3 年連続首位に「クロワッサン」、3 年連続トップ 3 に「じゃがいものガレット」がランクイン

“第 3 回ピカール総選挙”結果発表
スタッフ人気投票でランクインした“隠れた名品”もご紹介！
https://www.picard-frozen.jp/

写真左から、第 1 位クロワッサンと第 2 位パン・オ・ショコラ 第 3 位ジャガイモのガレット

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、10 月 18 日の
「冷凍食品の日」を記念し、今年で 3 回目となる「第 3 回ピカール総選挙」を開催しました。
ピカールを普段からご利用いただいているお客さまへアンケートを実施し、売れ筋上位 30 品の中から、お気に入り商
品 3 点を上限として投票いただきました。投票から選ばれたピカールの人気商品を第 10 位まで発表します。現在、中食
需要の高まりから「冷凍パン」が一般的に普及しており、ピカール総選挙においても「クロワッサン」「パン・オ・ショ
コラ」のパン商品が上位を独占するという結果となりました。なお、「クロワッサン」は 3 年連続で首位を獲得し、殿堂
入りを果たしました。また、トップ 10 には、3 年連続トップ 3 ランクイン中の「ジャガイモのガレット」や、ワインに
合う「食前のおつまみ 4 種類のミニパイ」、「エスカルゴ・ド・ブルゴーニュ(L サイズ)」など、おうち飲みにぴったり
な“おつまみ商品”がランクインしました。

◆「第３回ピカール総選挙」トップ 3
＜第 1 位＞
クロワッサン

＜第 2 位＞
パン・オ・ショコラ

＜第 3 位＞
ジャガイモのガレット

本体価格 799 円 [55g×8 個入]

本体価格 749 円[70g×6 個入]

本体価格 549 円 [600g]

フランス南西部シャラント県産の AOP 認証

小麦粉、砂糖、バター、平飼い卵など

ジャガイモにオニオンパウダーを加え、

発酵バターを 24％配合、まろやかな風味に

生地の素材はすべてフランス産。

素材の甘みをひきたてたガレットです。

仕上げました。平飼い卵を使用し、

フランス産とベルギー産の厳選した

焼きあげると外はカリッと、中はしっとり仕上がる

チョコレートを併用し、

お肉にぴったりの付け合わせです。

アニマルウェルフェアに配慮した商品です。

リッチな味わいに仕上げました。

◆お客さまが選んだ「第３回ピカール総選挙」トップ 10

第3回“ピカール総選挙”(2022/9/2～9/30)
1

位

位

位

位

位

クロワッサン

パン・オ・ショコラ

ジャガイモのガレット

アトランティック

ピッツァ マルゲリータ

本体価格799円 [55g×8個入]

本体価格749円[70g × 6個入]

本体価格549円 [600g]

サーモンのタルタル

本体価格1,049円 [420g]

本体価格1,899円 [280g(70g×4個入)]
フランス南西部シャラント県産のAOP認証発酵

小麦粉、砂糖、バター、平飼い卵など 生地の素

ジャガイモにオニオンパウダーを加え、

モッツァレラチーズとトマトを使用した

バターを24％配合、まろやかな風味に

材はすべてフランス産。 フランス産とベルギー

素材の甘みをひきたてたガレットです。

新鮮なサーモンを細かくきざみ、オリーブ

ピカール一番人気のピッツァです。

仕上げました。平飼い卵を使用し、

産の厳選した チョコレートを併用し、 リッチな

焼きあげると外はカリッと、中はしっとり

オイル、レモン果汁、チャイブ、玉ネギ、

ご自宅で本格イタリアンが

アニマルウェルフェアに配慮した商品です。

味わいに仕上げました。

仕上がるお肉にぴったりの付け合わせです。

バジル、塩・コショウで和えました。

お楽しみいただけます。

6

7

位

エスカルゴ・ド・
ブルゴーニュ(L サイズ)

8

位

牛ひき肉のパルマンティエ

9

位

10

位

食前のおつまみ

モッツァレラチーズと

4種類のミニパイ

野菜のラザニア

位

南仏野菜の角切り
本体価格499円 [450g]

本体価格549円 [300g]

本体価格899円 [360g(30個入)]

本体価格1,199円 [900g]

炒めた牛ひき肉になめらかなジャガイモの
フランスブルゴーニュ地方の郷土料理です。

4種類のミニパイ(トマトとモッツァレラの

たっぷり使ったグリル野菜が美しく層に現れる

ピューレを重ねた、フランスの伝統的な家庭料

フライドオニオン、黄・赤ピーマンを

パセリやガーリックを効かせた風味豊かな

スクエアパイ、ほうれん草とリコッタの

野菜のラザニア。2種類のチーズとトマト、オ

理です。

使いやすいようサイコロ状にカットした

本体価格1,199円 [89g(12個入)]

ズッキーニ、トマト、揚げなす、

ロールパイ、シェーブルの六角パイ、ブラック リーブオイルで仕上げました。 パーティ等に取

バターの香りをお楽しみください。

オリーブのロールパイ)の詰め合わせです。

野菜ミックスです。

り分けて食べられるボリュームです。

第３回「ピカール総選挙」投票実施概要
投票期間 ：9 月 2 日（金）～9 月 30 日（金）
投票方法 ：店頭、LINE、メルマガなどを通じたピカールファン（お客さま）によるオンライン投票。
ピカールの中でも、売れ筋上位 30 品の中から投票。

◆スタッフが選ぶ人気ランキング
ピカールで働くスタッフを対象に、リピート買いするお気に入り商品の総選挙を実施しました。お客さま総選挙ではラ
ンクインしなかった「ミニパン・オ・ポム」や、
「キノコとゴルゴンゾーラの薄生地タルト」など、本場フランスならで
はの味が楽しめる商品がトップ３にランクインしました。

1

位

位

ミニパン・オ・ポム

クロワッサン

本体価格749円 [360g（8個入）]

本体価格799円 [55g×8個入]

位

キノコとゴルゴンゾーラチーズの
薄生地タルト
本体価格799円 [290g（直径約24cm）]

位

ジャガイモのガレット
本体価格549円 [600g]
ジャガイモにオニオンパウダーを加え、

バターの風味豊かな生地でリンゴのコンポートを包 フランス南西部シャラント県産のAOP認証発酵
んだクロワッサンとアップルパイの間のようなリッ

バターを24％配合、まろやかな風味に

薄くのばしたタルト生地に4種類のキノコ（マッ

素材の甘みをひきたてたガレットです。

チなパン・オ・ポム。フランス産の原料を使用した

仕上げました。平飼い卵を使用し、

シュルーム、ヌメリイグチ、アンズタケ、ヤマド

焼きあげると外はカリッと、中はしっとり

ナチュラルなおいしさをお楽しみいただけます。

アニマルウェルフェアに配慮した商品です。

リタケ）にゴルゴンゾーラチーズをトッピングし

仕上がるお肉にぴったりの付け合わせです。

たタルトです。

◆「冷凍食品の日」とは
6

7

8

9

冷凍(レイトウ)のトウ(10)につながることと、冷凍食品の世界共通の管理温度マイナス 18℃以下から 10 月 18 日を冷
凍食品の日と定めました。※一般社団法人 日本冷凍食品協会 HP より

◆Picard Channel https://www.picard-frozen.jp/Page/channel.aspx
「ハロウィンスープアート」など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 ソコラ武蔵小金井店
■Picard 武蔵小杉店
■Picard 横浜元町店

◆Picard オンラインショップ

■Picard 麻布十番店
■Picard 自由が丘店
■Picard 代官山店
■Picard 武蔵小山店

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

■Picard 神楽坂店
■Picard 品川シーサイド店
■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

