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イオンサヴール株式会社  

【12月のテーマは“Joyeux Noël(s)”】 

今年は 6年ぶりの休日クリスマス！パーティーにぴったりなクリスマス限定商品が登場！ 

贅沢なキャビアやタルトタタン風ビュッシュドノエル、シーンで選べるセット商品等を用意 

ピカールで彩る“魔法のフローズン・クリスマス！”をご提案 
フランスの新年定番スイーツ「ガレット・デ・ロワ」の予約も受付中 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

 
 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 28 日（月）から 12月 25 日（日）まで“魔法のフローズン・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、クリスマス限定メニューとしてシャンパーニュと共に食卓を豪華に彩る「フランス産キャビア」

や原材料が全てフランス産の見た目が可愛らしいブリオッシュ「マネル（ブリオッシュのお人形）」、また 2022
年の新作としてキャラメリゼされたリンゴで包んだケーキ「タタン風リンゴとバニラのムース」や、バニラア
イスと 3 種類の赤いフルーツのソルベをフランスの伝統的な洋菓子ミルフィーユに見立てた「ミルフィーユ風
赤いフルーツのソルベとバニラアイス」など、クリスマスにぴったりな商品をお届けします。 
 
そして、本年はおうちで華やかなフレンチ・クリスマスをお楽しみいただけるセットや、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 3 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」のご予約も開始していま

す。Picard クリスマス限定商品及びクリスマスセットは、下記 12 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。 
 

◆パーティーにおすすめ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

クリスマス限定商品 

税込価格 6,499 円 [30g] 

フランスで養殖された、2022 年水揚げの

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 

ミルフィーユのアイス 
ミルフィーユ風赤いフルーツの 

ソルベとバニラアイス 

クリスマス限定商品 

税込価格 1,899 円 [410g(8 人用)] 

フランスの伝統的な洋菓子ミルフィーユに 

見立てて、アーモンド風味のビスキュイに、

バニラアイスと 3 種類の赤いフルーツ 

（カシス・ラズベリー・イチゴ）のソルベを

美しく絞り、ホワイトチョコレートで飾った

アイスデザートです。 

クリスマス限定商品 

税込価格 2,999 円 [550g(8 人用)] 

バニラのムースのまわりを黄金色に 

キャラメリゼされたリンゴで包んだケーキ

です。リンゴの甘みとバニラの芳香な 

香り、ビスケットの香ばしさが奏でる 

ハーモニーと、伝統的なフランスのお菓子

タルトタタンを思わせるナチュラルな 

風合いをお楽しみください。 

タルトタタンをビュッシュドノエルの 

スタイルにしたケーキ 

タタン風リンゴとバニラのムース 

写真左から、オマールムースのブリオッシュ / タタン風リンゴとバニラのムース/ ミルフィーユ風赤いフルーツのソルベとバニラアイス  

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


◆おうちでの食事におすすめ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆2022 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 1,799 円 [85g(8 個入)] 

生クリーム、マスカルポーネ、 

オマールのむき身のムースを、 

ひと口サイズのブリオッシュの上に 

載せたおしゃれなアペリティフです。 

ワインと一緒にぜひお召し上がり 

ください。 

クリスマス限定商品 

税込価格 4,998 円 [220g(2 尾)] 

フランス領の南極地域（TAAF）で漁獲された

ランゴストゥのテールです。しっかりとした

肉質と比類のない風味が特徴です。 

温かいうちにホワイトバターソースと一緒に

貝殻の中にメダイヨンを入れて食べたり、 

冷たいうちにオリーブオイルをかけて食べた

りすると、その美味しさが際立ちます。 

オマールが香るお洒落なアペリティフ 
オマールムースのブリオッシュ 

（ひと口サイズのアペリティフ） 

・オマールムースのブリオッシュ（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） 

・シーフードのナヴァラン 

・森のキノコのポワレ クリームソース 

・付合せ野菜ミックス 

・ミニババ・オ・ラム 

・ミニパン・オ・フィグ（いちじく） 

 

※店舗とオンラインショップで一部セット内容が異なります 

デコレーションを楽しんで！ 
マネル（ブリオッシュのお人形） 

 

クリスマス限定商品 

税込価格 899 円 [200ｇ(4 個入)] 

アルザス地方の伝統的なお祭り（12 月 6

日にサンタクロースのモデルになってい

る聖人ニコラ（Saint-Nicolas）を祝

う）の時に食べられるブリオッシュ。 

原材料は全てフランス産にこだわりまし

た。添付のチョコレートチップでかわい

らしく仕上げてお楽しみ下さい。 

しっかりとした肉質 
フランス産 ラングストゥ 

（ミナミイセエビ） 

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 

期間限定の折りたたみ保冷バッグ付き！ 
ノエルディナーセット 

特別税込価格 5,599円 

通常組み合わせ税込価格 通常 6,520 円  

 
・サーモンのブーシェ（ひと口サイズのアペリティフ） 

・ムール貝の漁師風 

・牛肉のマリネ 胡椒風味 

・ジャガイモのロテサリー風 

・折りたたみ保冷バッグ（ノエルレッド 2022） 

特別税込価格 3,499円 

通常組み合わせ税込価格 4,046 円  

 
・3種類のチーズのミニピッツァ 

・エスカルゴ・ド・ブルゴーニュ（Ｌサイズ） 

・モッツァレラチーズスティックのフライ 

・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） 

トラディショナルなフレンチ・クリスマスを楽しめる 
プレミアムセット 

特別税込価格 9,999 円 

通常組み合わせ税込価格 12,143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：10 月 28 日（金）～12 月 11 日（日） 
お渡し期間：12 月 12 日（月）～12 月 25 日（日） 
 
＜オンラインショップ受付（配送）＞ 
お申込期間：11 月 01 日（火）～12 月 11 日（日） 
お届け期間：12 月 11 日（日）～12 月 18 日（日） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆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：2022 年 10 月 28 日（金）～12 月 25 日（日） 
お渡し期間：2022 年 12 月 26 日（月）～2023 年 1 月 9 日（月・祝） 
※2023 年初売り日が店舗により異なりますので、年始のお渡しは 

店舗ごとの営業日に準じます。 
 

＜オンラインショップ受付（配送）＞ 
お申込期間：11 月 01 日（火）～12 月 11 日（日)  
お届け期間：12 月 11 日（月）～12 月 18 日（日） 
 

※オンライン、店舗どちらでもオリジナル王冠（紙製）＆フェーブ（陶器製・別添）が付きます 

 
◆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 南町田グランベリーパーク店 

■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。 

サーモンのパイ包み焼き 

 

予約特別価格 3,099 円 

通常税込価格 3,499 円[700g(約 6 皿分)] 

ガレット・デ・ロワ 

予約特別価格 ¥1,249 

通常価格\1,399 

ミルフィーユ風赤いフルーツのソルベと 

バニラアイス  

予約特別価格 1,699 円 ※店舗限定販売 

通常税込価格 1,899 円[410g（8 人用）] 

 

タタン風リンゴとバニラのムース 

 

予約特別価格 2,699 円 

通常税込価格 2,999 円[550g（8 人用）] 

ファビュルーズ ファランドール  

 

予約特別価格 1,949 円 

通常税込価格 2,199 円[655g（6 人用）] 

国産若鶏のローストチキン（ハーブ風味） 

 

予約特別価格 2,149 円 

通常税込価格 2,399 円[1 羽（800g）] 

[280 個限定] 

ボイルオマールロブスター（アメリカ産）  

予約特別価格 1,699 円  

通常税込価格 1,998 円[400ｇ] 

＜本件に関する報道関係者のお問い合わせ先＞ 
Picard PR 事務局（プラチナム内） 担当：齋藤、古澤、室田、新井 

TEL：03-5572-7351 FAX：03-5572-6075 MAIL：picard-pr@vectorinc.co.jp 

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

