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スポーツの秋は
ピカールでおうち観戦

フランスおいしい旅2019
食卓でフランスを旅しよう！
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アルザス＝ロレーヌ

ロレーヌ風キッシュ（ベーコン入り）

ピカールのお助け食材で作る

フランス伝統の味

フランシュ＝コンテ

コンテチーズと
ズッキーニのフラン

オニオングラタンスープ
出来上がり	 ：	 4人分
アレンジレベル	 ：	★★☆
事前解凍するもの	：	なし
準備時間目安	 ：	 20分
加熱時間目安	 ：	 60分

〈包丁いらずでそのまま使える〉

450g
本体価格　398円

プロヴァンス

ピサラディエール

ブルターニュ

クレープ

バスク

ガトーバスク

 手軽に本格派
フランス郷土の味
フランス各地に根付く伝統料理、伝統菓子を味わうフランスの旅。
美食大国の食文化をご自宅で手軽にお楽しみください。

フランス産の小麦粉とサワー種を使用
した芳醇な風味が豊かに香る、表面に
うっすらと粉が残るように仕上げた 
窯焼きバゲットです。

フランス産の玉ネギを角切りにして急速凍結
しました。必要な量だけ使えて手間抜き調理
に活躍。冷凍庫に常備しておきたい一品です。

細かく刻んだベーコンとチーズを使った
食べごたえのあるキッシュ。
アルザス＝ロレーヌ地方の名物料理です。

フランス産のズッキーニと
A.O.P.を取得している高品質な
コンテチーズをたっぷり使った生地を型に
流して焼き上げました。前菜、または、お料理に添えて。

玉ネギ、オリーブ、アンチョビをトッピングした伝統的な
プロヴァンス地方のタルト。前菜や軽食に、ワインがすすむ一品です。

牛乳をはじめヨーロッパ産の小麦、
卵、砂糖等で作ったほんのり甘いクレープ生地。
加熱し、フルーツやクリームを添えて。

フランス南西地方発祥のお菓子です。
サブレ生地の真ん中にとろけるような
アーモンドクリームを詰めました。
ほんのり温かい状態でお召し上がりください。

〈フランス産の石窯パン〉

260g（130ｇ×2本入）
本体価格　348円

ミニバゲット	クラシック

玉ネギ（角切り）

ミニバゲットクラシックをパッケージ 
記載の方法で焼き上げます。

1

鍋でバターを溶かし、玉ネギを入れ、 
焦がさないよう飴色になるまで炒めます。

2

②に小麦粉を加えて混ぜ合わせます。3

③に白ワイン、水2リットル、チキン
ブイヨン、塩・コショウを加え、蓋を 
して約40分煮込みます。

4

トースターを予熱しておきます。5

耐熱のココットなどに④を分け入れ、 
シュレッドチーズ、スライスした①、 
再度、シュレッドチーズの順にトッピン
グします。

6

トースターに入れ、チーズに焼き目が 
ついたら出来上がりです。

7

作り方

材料

《ピカールの食材》
玉ネギ（角切り）……1袋（450g）
ミニバゲットクラシック……1本

《他に必要な食材》
バター……50g
小麦粉……大さじ1
白ワイン……200ml
水……2L
チキンブイヨン（顆粒）…… 40g
シュレッドチーズ……75g
塩・コショウ……適量

300g（150g×2個入）
本体価格　780円

ピサラディエール
（玉ネギ、オリーブ、
アンチョビのタルト）

270g（30g×9個入）
本体価格　980円

ミニカヌレ

340g（85g×4個入）
本体価格　680円

コンテチーズと
ズッキーニの
フラン

620g
本体価格　980円

ガトーバスク

360g（180g×2個入）
本体価格　780円

ロレーヌ風
キッシュ

（ベーコン入り）

420g（70g×6枚入）
本体価格　580円

クレープ

※商品価格はすべて税別表記です

 乳製品と
小麦粉が織りなす
豊かな風味とコク

乳製品と小麦粉をいかに美味し
く食べるか？		人々の知恵と工夫
が詰まったフランス郷土の味を
再現しました。本場と変わらぬ
豊かな風味とコクを楽しめます。

ピカールのこだわり

ピカールのこだわり
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ミニカヌレ
生地の外側はカリッと、
こんがりカラメリゼされ、中はラムと
バニラが香るしっとりした食感。
コントラストを楽しめる
一口サイズのカヌレです。

塩分、甘さは控えめに。素材の風味を生かした味つけ
レシピ開発で大切にしているのは、良い食材を選び、調味は控えめにすること。

だから毎日でも食べ飽きず、自分好みの味に調整できます。
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キノコとゴルゴンゾーラチーズの薄生地タルト
290g（直径約24cm）　本体価格　580円

スポーツの秋は
ピカールでおうち観戦
急な来客でも、手軽につまめるスナックをさっと用意。
みんなで観戦したくなる人気の味を揃えました。

旬のキノコのおいしさを

たっぷりトッピング

薄くのばしたタルト生地に4種類のキノコ（マッシュルーム、ヌメリイ
グチ、アンズタケ、ヤマドリタケ）にゴルゴンゾーラチーズをトッピン
グしたタルト。秋を待たずにいつでも秋の味覚を楽しめる一品です。

300g
本体価格　780円

300g
本体価格　580円

黄金色の衣に包まれたモッツアレラとエメンタール
のコクととろける風味を楽しめるチーズスティック。 
アペリティフとしておすすめのフィンガーフードです。

粗めに挽いた肉感のあるミートボールに、
スモーク風味を効かせたバーベキューソース
をかけて、フライドポテトを添えました。

モッツァレラチーズ
スティックのフライ

ミートボールとバーベキューソース		
ポテト添え

600g
本体価格　498円

蕾がかたく引き締まったフラ
ンス産のBIOのカリフラワー。
サラダ、グラタンなど、各種
の料理に使用できます。

BIOカリフラワー

ピカール
商品開発・マーケティングディレクター

デルフィーヌ・クルティエさん

片手でつまめる、
ビールがすすむチーズスティック

※商品価格はすべて税別表記です

大人も子供も喜ぶ
肉×BBQソース

ほくほくのカリフラワーで

エメンタールを包んだ

優しい味わい

カリフラワーと
エメンタールのナゲット
Nuggets choux-fleurs et emmental

出来上がり	 ：	 4〜6人分
アレンジレベル	 ：	★☆☆
事前解凍するもの	：	なし
準備時間目安	 ：	 15〜30分
加熱時間目安	 ：	 30分

バイヤーに聞くピカールの食材探しストーリー

ピカールのフランス産食材で作るビールのおつまみ

こ｠のBIOカリフラワーは、フランス西部ブルターニュ地方の生産者から仕入れています。甘やかなカリフラワーが育つ土壌の地

域です。歯ごたえよく引き締まった花房になるよう栽培条件を細かく指定

し、旬の完熟状態で収穫します。ピカールの野菜にはそれぞれ「これ

がフランス産野菜のおいしさ」という明確なイメージがあり、それに即し

た商品をお届けできるよう、産地訪問や味見を毎年行っています。

　収穫後はその鮮度を維持するため、迅速にカットしてさっと湯通しし、

超低温で急速冷凍。開封してそのまま蒸してオリーブオイルを垂らした

り、ベシャメルソースをかけてオーブンでグラタンにすると、フランス定番

の付け合わせになります。おろし金で細かな粒状にし、クスクス風のサ

ラダにするのもよいですね。ピカールならではの鮮度と品質管理技術で、

おいしく安全にお召し上がりいただけます。味覚でフランスを感じる一品

として是非、お試しくださいね。

オーブンを180℃に予熱して
おきます。

1

エメンタールチーズをさいの
目状にカットします。

2

BIOカリフラワーをパッケー
ジ記載の方法で茹で、よく 
水を切ります。

3

フードプロセッサーで③を 
カットし、小麦粉、卵1個、 
塩・コショウ、ナツメグを加
えて混ぜます。

4

②を包み込むように④をナゲ
ット状に形成し、溶き卵にく
ぐらせ、パン粉をまぶします。

5

クッキングシートを敷いた 
オーブン皿に⑤を並べ、オリー
ブオイルをまわしかけます。

6

オーブンで片面を約10分、
裏返してさらに約10分程焼
けば出来上がりです。

7

作り方

《ピカールの食材》
BIOカリフラワー…… 600g

《他に必要な食材》
卵……2個
エメンタールチーズ……80g
小麦粉……140g
ナツメグ……ひとつまみ
パン粉……適量
オリーブオイル……適量
塩・コショウ……適量

材料

Bou
lette

s de b
œuf et porc, 

sauc
e barbe

cue et potatoes

Bâtonnets panés à la mozzarella

Choux-fleurs en fleurettes bio

Tarte fine champignons gorgonzola

「フランス産野菜のおいしさ」を守る生産者との信頼関係

ピカールのこだわり

Supporters de l'apéro Supporters de l'apéro



30 mini-feuilletés saveurs du soleil

儚い食感、山羊乳の香り
大人の楽しみ

2 cr
ousti

llants chèvre, miel, figue

12 peti
tes corolles

さくっと軽やか
一口アミューズ

400g　本体価格　1,380円

タラ（メルラン）のパン粉付け

200g（約12ポーション入り）
本体価格　580円

レモンバターソース

200g（約10ポーション入り）　
本体価格　580円

クレーム・ド・クリュスタッセ
（甲殻類のクリームソース）

少量の水を沸騰させ、ほうれん草を加えて
蓋をし、加熱します。

途中フォークでほぐし、仕上げに軽く水気
を切ります。

ほうれん草の戻し方

500g
（丸型のパイシート2本、
直径30㎝、厚さ5mm前後）
本体価格　780円

パイシート

タラ（メルラン）のパン粉付け
ほうれん草とアーモンド、レーズンのガルニチュール
甲殻類のクリームソース添え

ほうれん草、リコッタ、
オレンジのタルト・ソレイユ

Tarte s
oleil 

Épinards-ricotta-orange

パイシートを冷蔵庫で解凍し、
ほうれん草をパッケージ記載の
方法で加熱します。

1

切り込みを入れた部分を3～4回
ずつひねり、グラスを外します。

9

黄金色になるまで約35分オー
ブンで焼けば出来上がりです。

10

⑦の中心にグラスを置き、 
外側から内側に向かって14～
16程度の切り込みを入れます。

8

ほうれん草の粗熱が取れたら、
水分を切り、ボウルにリコッタ
チーズ、オレンジの果皮すりお
ろし、塩・コショウを加えて 
混ぜ合わせます。

4

オーブンを210℃に予熱して 
おきます。

2

オーブン皿にパイシート1枚を
広げます。

3

③のフチを2cm残して、④を
広げます。

5

もう1枚のパイシートを⑤に 
重ねます。

6

刷毛を使って⑥の表面に溶いた
卵黄を塗ります。

7

作り方材料（4〜8人分）

《ピカールの食材》
パイシート……2枚　　　　
BIOほうれん草……250g　

《他に必要な食材》
リコッタチーズ……150g
オレンジの果皮すりおろし……適量
卵黄……1個
塩・コショウ……適量

キッシュブームの先駆けとなった
『QUICHESキッシュ』、『ケー
ク・サレ』『シャルキュトリー フ
ランスのおそうざい』『ごちそう
マリネ』など著書多数。近著は
『QUICHES et TERRINE』。

ピ カールの商品は味つけが強過ぎな

いから、組み合わせるだけでワイン

がすすむ一皿になりますね。ほうれん草も味

わいの濃さとやわらかな口当たりは欧州産

ならでは。そこでナッツとレーズンを加えて、

ワインがすすむ魚料理の付け合わせに仕

立てました。甲殻類のソースを温めて添え

ればおもてなしにも、残ったらバゲットに挟ん

でサンドイッチにするのもおすすめです。

フランス通の料理家・渡辺麻紀さんオススメ！

材料（2人分）

《ピカールの食材》
タラ（メルラン）のパン粉付け……2枚
BIOほうれん草……2ポーション
レモンバターソース……2ポーション
クレーム・ド・クリュスタッセ……2ポーション

《他に必要な食材》
ローストアーモンド（粗みじん切り）……10粒
ドライレーズン……大さじ1.5
オリーブオイル……小さじ2
塩・コショウ……各少々
レモンの果皮すりおろし……適量

タラ（メルラン）のパン粉付けをパッケージ記載の 
方法で焼きます。

1

①を焼いている間に、パッケージ記載の方法でほうれ
ん草とレモンバターソースをそれぞれ加熱します。

2

水気を切ったほうれん草とレモンバターソース、 
アーモンド、レーズンを和えます。お好みで塩・コショウ
をして味を調えます。

3

クレーム・ド・クリュスタッセをパッケージ記載の 
方法で加熱します。

4

器に①を置き、③をのせます。クレーム・ド・クリュ
スタッセをスプーンでまわりに流し、お好みで全体に
レモンの果皮をすりおろします。

5

作り方

＼	プ
ラスアイテム	／

＼	プラスアイテム	／

滑らかな舌触りはレストラン級
王道のフランスの味をご自宅で

320g　本体価格　4,800円

EUが規定したフランス南西部産の認証ラベ
ル付き。まろやかで繊細な味わいのフォアグ
ラを丁寧に下拵えしたテリーヌは、切って盛
りつけるだけで食卓が華やぎます。

フランス南西部産
フォアグラのテリーヌクラシック
（ブロック）

”Le c
lassique” Terrine de foie gras de canard du Sud-Ouest

150g（12個入）
本体価格　980円

食前のおつまみ　
3種の小さな花冠

山羊乳チーズと相性の良いイチジク、
ハチミツコンフィをクリスピーな生
地で包みました。オードブルとして
お楽しみいただけます。

164g（2個入）
本体価格　980円

シェーブルチーズ、ハチミツ、
イチジクのクルスティアン

シェーブルチーズと玉ネギのコンフィ、
トマト、ズッキーニとモッツァレラ、
シェーブルチーズとミントの3種の
花冠の形のおつまみです。

BIOほうれん草
で作る

おつまみレシピ

Épinards en branches bio

600g　本体価格　498円
BIOほうれん草

太陽と土の力でじっくり育てた
欧州産のB I Oのほうれん草を
急速凍結しました。

4種類のミニパイ（トマトとモッツァレラのスクエ
アパイ、ほうれん草とリコッタのロールパイ、シェ
ーブルの六角パイ、ブラックオリーブのロールパイ）
の詰め合わせ。生地に発酵バターを使用しているの
で、サックリと風味豊かに仕上がります。

360g（約30個入）　本体価格　680円

食前のおつまみ		4種類のミニパイ

※商品価格はすべて税別表記です

発酵バターが香る
カラフルな味わい

ワインがすすむ
ピカールのおつまみ

良質な素材の風味を生かしたピカールの
おつまみはワインとの相性もぴったり。
秋の夜長をワイン片手に過ごすひと時を。

Un avant goût de fêtes Un avant goût de fêtes



Picard Shop List

INFORMATION

ピカール	
青山骨董通り店
〒107ｰ0062
東京都港区南青山5ｰ9ｰ12
OPEN 10:00ｰ21:00
TEL 080ｰ3311ｰ5120

ピカール	
自由が丘店
〒152ｰ0035
東京都目黒区自由が丘1ｰ26ｰ5 
OPEN 10:00ｰ21:00
TEL 070ｰ3165ｰ1346

ピカール	
武蔵小杉店
〒211ｰ0004
神奈川県川崎市中原区
新丸子東3ｰ1100ｰ12 
パークシティ武蔵小杉
ミッドスカイタワー1F
OPEN 10:00ｰ21:00
TEL 050ｰ3376ｰ2124

ピカール	
麻布十番店
〒106ｰ0045
東京都港区麻布十番2ｰ9ｰ2 
OPEN 10:00ｰ22:00
TEL 080ｰ9183ｰ9239

ピカール	
代官山店
〒150ｰ0034
東京都渋谷区代官山町17ｰ3 
代官山アドレス・プロムナード＜イースト＞2F
OPEN 11:00ｰ21:00
TEL 070ｰ3351ｰ5242

ピカール	
南町田グランベリーパーク店
〒194-8589
東京都町田市鶴間3ｰ3ｰ1
グランベリーパーク1F
ステーションコート B120
OPEN 10:00～20:00
TEL 042ｰ850ｰ6308

ピカール	
神楽坂店
〒162ｰ0825
東京都新宿区神楽坂2ｰ11ｰ2
OPEN 10:00ｰ22:00
TEL 080ｰ3699ｰ6635

ピカール	
中目黒店
〒153ｰ0042
東京都目黒区青葉台1ｰ30ｰ10 
OPEN 10:00ｰ21:00
TEL 080ｰ4128ｰ2635

ピカール	
武蔵小山店
〒142-0062
東京都品川区小山3ｰ15ｰ1
パークシティ武蔵小山 ザ モール1F
OPEN 11:00～21:00
TEL 未定

通販サイトはこちらから！
https://www.picardｰfrozen.jp

店舗や新商品の情報を
SNSでチェック！

@petit_bonheur_m_@noborungram

ピカール	
キラリナ京王吉祥寺店
〒180ｰ0003
東京都武蔵野市吉祥寺南町2ｰ1ｰ25 
キラリナ京王吉祥寺1F 
OPEN 10:00ｰ21:00
TEL 080ｰ7008ｰ2056

ピカール	
広尾店
〒150ｰ0012
東京都渋谷区広尾5ｰ17ｰ10 
OPEN 10:00ｰ21:00
TEL 080ｰ3759ｰ9836

ピカール	
品川シーサイド店
〒140ｰ0002
東京都品川区東品川4ｰ12ｰ5 
イオンスタイル品川シーサイド店 B1F
OPEN 9:00ｰ22:00
TEL 070ｰ3351ｰ5246

ピカール	
横浜ベイクォーター店
〒221ｰ0056
神奈川県横浜市神奈川区
金港町1ｰ10 
横浜ベイクォーター3F
OPEN 10:00ｰ21:00
TEL 080ｰ7004ｰ7925

ピカール日本版公式の Facebook、instagram

ページでは店舗情報やイベント案内、新商品のご

紹介などを続々投稿しています。耳よりな情報、

最新情報を、いつでもPC、スマホからチェック。

より楽しいピカールライフをお楽しみいただけるよう、

フォローまたは「いいね」をお願いします。

picard journal #011　｜　発行：イオンサヴール株式会社　｜　＊諸事情により商品の産地・内容・デザイン・価格が変更となる場合、または入荷がない場合がございます。あらかじめご了承ください。

ピカールの商品を活用して日々の食卓を

充実させているインスタグラマーの皆さんの投稿をピックアップ。

素材の組み合わせや盛りつけのアイデア満載です。

#ピカールフードで投稿お待ちしています！

今号で紹介したブルターニュの郷土菓子「クレープ」に、
フレッシュなオレンジをたっぷり使ったソースとバニラ
アイスを添えたアレンジ。爽やかでおいしい。

ピカールのアーティチョークは
フランス・ブルターニュ産のもの
で、甘みとホクホクさが絶品！

@picardjapon

	私のピカールスタイル	

まとめ買いも楽々＆スムーズ！
配送サービスも承り中！
詳しくはスタッフにお尋ねください。

RETROUVEZ-NOUS SUR

11/13  OPEN

11月下旬  OPEN
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