
家族で囲むチーズバリエ

クリスマスの魔法
ピカールで食卓に魔法をかけよう
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 Les entrées apéritives et plats 

ピカールで食卓に魔法をかけよう
大切な人と、素敵な時間を過ごすクリスマス。

食卓をロマンチックでファビュラスに彩るなら、ピカール・マジックを。

食前酒に合わせた小さな前菜からメインディッシュ、デザートまで

見た目も楽しく、食べておいしく、みんなが笑顔になる魔法です。

フランスで養殖され2019年に水揚げ
し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。

天然のオマールエビの殻をむき、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。

アトランティックサーモンをブナの 
おがくずで冷燻製にした色づきの良い
スモークサーモンです。

フォアグラと同じ地域のフランス南西
部産の白ワイン（モンバジャック）を合
わせたテリーヌです。中に、フォアグラ
と相性の良いいちじくのコンフィを包み 
込み、フルーティーに仕上げました。

3種類のシーフードのアペリティフ（サヴァ
イヨンソースと合わせたスズキ、カボチャの
ムースと栗を合わせたホタテの貝柱、オレン
ジの風味を添えたエビと野菜）のアソートメ
ントです。雪が積もった山をモチーフにした
かわいらしい器に盛り付けました。

アーモンドのフィナンシェ、洋ナシとキャラメルのコン
ポート、塩バターキャラメルとチョコレートのムース
の3層を、美しくデザインされたホワイトチョコレート
と洋ナシのムースで包み込みました。香ばしさとフルー 
ティーさをお楽しみいただけるケーキです。

細かく砕いたコーンフレーク、
シリアルをフランスまたはベル
ギー産のチョコレートで混ぜ込
みました。サクサクとした食感
がお楽しみいただけるチョコ 
レートです。

チョコレートのムース、 
ミルクチョコレートの 
ガナッシュ、カカオのビス
ケット、ゴマのクルスティ
アンを層に重ねたユニー
クな１人用のケーキです。

チョコレートとバニラの
2種類のムース、ガナッ
シュ、メレンゲを層に重
ねました。ベルギー産チ
ョコレートの抜群な風味、
キャラメリゼしたアーモン
ドとメレンゲのユニークな
食感をお楽しみいただけ
ます。2019年クリスマス
のイチオシケーキです。

いちじくのピューレとクリームでまろやかに
したフォアグラを層に重ね、そば粉入りの 
ビスケットにのせました。チーズクリーム、
いちじく、カボチャの種をトッピングし、 
見た目にも美しく華やかなアペリティフです。

30g　
本体価格  
5,800円

140g　
本体価格  
3,980円

100g　
本体価格  
1,080円

フランス産
キャビア

フランス産オマールエビ（むき身）

240g
本体価格
2,980 円

130g（6個入）
本体価格
980円

140g（ 2個入）
本体価格
1,480円

540g（6個入）　
本体価格
1,580円

350g（1人用）
本体価格
980円

フランス南西部産
フォアグラのテリーヌ

（いちじくのコンフィ）

モンターニュ
（3 種類のシーフードアペリティフ）

ベルギー産のチョコレートを使用したチョコ
レートアイスをバニラアイスで包み込んだ、
白くまの形のかわいらしいアイスクリームです。

120g（2個入）
本体価格  
580円

白くまのアイス（チョコレートとバニラ） クランチチョコレート

素敵な贈り物

チョコレートの
ファビュルーサパン

フォアグラと
いちじくのアペリティフ

そば粉のビスケットにのせて

BIOスモークサーモン

 Les bûches et desserts 

洋ナシと塩バターキャラメルのビュッシュ

貝柱をたっぷり使用したグラタンを貝殻に 
盛り付けました。ノルマンディーのお料理に
は欠かせないシードル、生クリーム、フュメ・
ド・ポワソンを使用し、素材の味を引き出す 
ことで、まろやかさ、コク、豊かな香りを 
お楽しみいただける一品に仕上げました。

サンジャックのオーブン焼き
ノルマンディー風

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良い野菜の 
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。見た目にも 
美しい特別な日のお料理です。

スズキの
ファビュルーディッシュ

100g（1人用）
本体価格
680円

610g（約6人分）
本体価格
2,580円

125g（約20個入）
本体価格  
680円

685g（約8人分）
本体価格  
2,180円
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DO IT YOURSELF!

華やかなパーティーを
おうちで作ろう !
聖なる夜は、家族や友人とおうちで楽しく過ごそう。
特別な日を演出する食卓も、ピカールの食材を使えば簡単に作れます。

600g
本体価格　498円

BIO
ズッキーニ 

（輪切り）

450g
本体価格　680円

BIO
マッシュルーム 

（スライス）

600g
本体価格　398円

BIO
フレンチフライ

ピカール
品質管理 ＆

サスティナブル・ディベロップメント
ディレクター

エリザベス・ブトンさん

おせちに飽きたら、BIOでお手軽ピッツァパーティー!

バイヤーに聞くピカールの食材探しストーリー

ピ｠カールがBIO商品を始めたのは1998年、フランスの冷凍食品市場では 先進的な取り組みでした。インゲンやほうれん草など馴染み深いカット

野菜からスタートし、現在は調理済みオードブルやスイーツなど約80種類の 

品揃え。環境保護志向の高まりで、商品数はこの2年で2倍になりました。

当社のBIO商品だけで、前菜・メイン・デザートとフルコースが作れるんですよ。

　原材料は1/3 がフランス産、その他がイタリアなど近隣国の生産です。 

フランス国内の生産量を増やすため、2年前より、脱農薬してBIOに転換する 

生産者の商品を“コンバージョン（脱農薬への転換）シリーズ”として販売 

する形で支援をしています。

　BIO商品の最大のメリットは、それを選び味わうだけで環境保護に参加できる 

こと。農薬不使用は健康面でも安心ですし、自然を尊重して作られた野菜類は 

味覚面でも秀でています。おいしく地球を守れるBIO習慣、まずはフランス 

でも大人気のピッツァやスープなどから始めるのはいかがでしょうか？

COURGETTES 
EN RONDELLES BIO

CHAMPIGNONS DE PARIS 
ÉMINCÉS BIO

FRITES BIO

おいしく安心なBIO商品で、環境保護にも取り組む。

ピカールのこだわり

マグレ・ド・カナール 
オレンジソース  Canard à l'orange

フォアグラ・オ・ショコラ  Foie gras au chocolat

Marque-places

濃厚な鴨肉の旨味に
オレンジの爽やかさをまとわせて

滑らかなフォアグラとチョコレートがとろける大人の味

材料（4人分）

 《ピカールの食材》
・ フランス南西部産
 マグレ・ド・カナール……2個

   《他に必要な食材》
・ 砂糖……大さじ4
・ カンパリ（リキュール）……40ml
・ 米酢……100ml
・ オレンジジュース……250ml
・ チキンブイヨン（顆粒）……6g
・ 塩・コショウ……適量
・ タイム……小さじ1

材料

・ゴールドの糸
・縫い針

・画用紙
・フェルトペン

材料（8人分）

  《ピカールの食材》
・  フランス南西部産フォアグラ
 （加熱用）……1箱

 《他に必要な食材》
・ ウォッカ……大さじ2
・ チョコレート（カカオ70%の板チョコ）
 ……5ピース
・ ゲランドの塩……小さじ2
・ 粗挽き白コショウ……小さじ1

マグレ・ド・カナールをパックのまま冷蔵庫で解凍し、
調理の前に常温に戻しておきます。

1

鍋に砂糖とカンパリを入れ約2分加熱します。2

2に米酢を加え、約1分沸騰させます。3
3にオレンジジュース、チキンブイヨンを加え、 
とろみがつくまで加熱します。

4

常温に戻した 1の皮面に碁盤状の切り込みを入れ、 
両面に塩・コショウをふり、皮面はタイムもちらします。

5

中火にかけたフライパンで 5の皮面から約6分焼き、
肉から出る脂は適宜取り除きます。

6

6を裏返し、約12分焼きます。焼き時間が残り5分程
度になったら、4の半量を加えてかけながら焼きます。

7

作り方

画用紙を手でちぎりながら、長方形に整え、 
フェルトペンでゲストの名前を書きます。

1

画用紙の裏面に、星の形を下書きし、星の角5点、
線が重なる内側の5点に縫い針で穴を開けます。

2

星の形になるように、糸を通せばできあがりです。3

作り方

フォアグラをパッケージ記載の方法で解凍し、塩・ 
コショウ、ウォッカで味を付け、冷蔵庫で約2時間 
漬け込みます。

1

ラップを数枚重ねて広げ、1の半分を置き、中心に 
一列になるようにしてチョコレートを並べます。

2

2に残りの 1をのせ、巻き寿司のように、 転がしながら
ラップできつめに巻き、両端をリボン状にひねります。

3

3をアルミホイルで巻き、蒸し器で15分蒸します。
粗熱を取り、24時間以上冷蔵庫で冷やし、スライス
してお召し上がりください。

4

作り方

食べやすい厚さに 7をスライスし、残りのソースを
かけてお召し上がりください。

8

フランス南西地方産の質の良い鴨胸肉です。皮をカリッと焼き上げ、
鴨の豊かで深い味わいと香ばしさをお楽しみください。

フランス南西部産のフォアグラ
です。まろやかで繊細な味の物
を厳選し、血管を取り除くなど、
ご家庭で扱いやすい下処理済で
す。冷蔵庫で解凍後、パテやテ
リーヌの材料をはじめ、様々な
お料理にご利用いただけます。

370g　本体価格　1,680円

フランス南西部産　マグレ・ド・カナール（加熱用）

400g　本体価格　5,800円

フランス南西部産
フォアグラ（加熱用）

食卓をロマンティックに飾る

刺繍のネームタグの作り方

1 2 3 4

新しい年をBIOで楽しむ
新しい年は気分も新しく、2020年はBIO生活を始めてみませんか？

普段の食材をBIO素材に替えるだけで、日々の生活に手軽に取り入れられます。

薄く伸ばしたピッツァ生地にトマトソース、 
バジル、オリーブオイル、エメンタール、モッツァ 
レラを散りばめ、BIO野菜（ナス、ズッキーニ、 
パプリカ、アーティチョーク）をふんだんに 
トッピングしました。

3種類のチーズ（モッツァレラ、
ゴルゴンゾーラ、エメンタール） 
をたっぷり使った、トマトベース
のBIO素材で作ったピッツァ
です。

5種類のBIOの野菜（人参、セロリ、キヌサヤ、
ポロネギ、玉ネギ）をスープ状（味をつける前段階）
のまま凍らせました。お好みの量だけ温めながら
味つけをしてお召し上がりください。

フランス産のBIOのインゲン、カリフラワー、
ジャガイモをベースにクリームを加え滑らかに
仕上げたスープです。ポーションタイプなので
必要な量だけ温められて便利です。

420g
本体価格　880円

四季の BIO 野菜のピッツァ 
（ナス、ズッキーニ、赤パプリカ、
  黄パプリカ、アーティチョーク）

400g
本体価格　880円

BIO 
3 種類のチーズの
ピッツァ

1kg　本体価格  780円

5 種類のBIO野菜のポタージュ
（調味料不使用）

1kg　本体価格  780円

滑らかなBIO 野菜のスープ

PIZZA 3 FROMAGES BIO

POTAGE DE LÉGUMES BIO VELOUTÉ
 CUISINÉ HARICOT VERT,

PIZZA 4 SAISONS BIO

農薬や化学肥料などを
使わずに、ナチュラル
な製法にこだわった農
法や農畜産物のこと。
またはそれらを使用し
て作った加工品のこと。

CHOU-FLEUR, POIREAU BIO

Foie gras cru de canard
du Sud-Ouest

Magret de canard
du Sud-Ouest

BIOとは？

疲れた胃腸にも優しいB IOスープ

L'année commence bio !



240g　
本体価格  680円

弱火でゆっくり、玉ネギがくた
っとするまで炒めて、甘味を引
き出します。

凍ったままグラタン皿に並べて
オーブンで焼くだけ。立体的に
並べると見栄えも良くなります。

玉ネギの炒め方 クリームグラタンの使い方

900g
本体価格　880円

ジャガイモのクリームグラタン

R
iso

tto
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ux

 as
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ges vertes

Lasagnes

aux légumes grillés 

et à la mozzarella

2 tourtes courgette,  fromage de brebis, tomate

Cannelloni ricotta épinard

Pizza chèvre, miel, noix

牛こま切れ肉はフードプロセッサーか包丁
で挽肉にします。

1

鍋にオリーブオイルを熱し、中弱火で玉ネギ
を6分間炒めたら、軽く塩をしておきます。

2

①を加え、色が変わるまで中火で炒めます。3

赤ワインを加え、ひと煮立ちさせてから 
トマトソースを凍ったまま加えます。

4

混ぜながら馴染ませ、トマトソースが完全
に溶けたら2～3分煮ます。

5

お好みで塩・コショウ、ナツメグを加え 
味を調えます。

6

オリーブオイルを塗ったグラタン皿に⑥を
敷き、ジャガイモのクリームグラタンを 
凍ったままのせます。

7

180℃に温めたオーブンで20～ 30分、 
お好みの焼き色がつくまで焼きます。

8

作り方材料（3～4人分）

   《ピカールの食材》
・ ジャガイモのクリームグラタン 
……650g

・ 玉ネギ（角切り）……150g
・ トマトソース 
……10ポーション（約170g）

   《他に必要な食材》
・ 牛こま切れ肉（または牛挽肉） 
……300g

・ オリーブオイル……大さじ1
・ 赤ワイン……50ml
・ 塩・コショウ……適量
・ ナツメグ（好みで）……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『Q U I C H E S  e t  
TERRINE』。

初 めて「ジャガイモのクリームグラタン」

を使ったとき、この形状に驚きました。 

クリームを絡めたジャガイモ1切れずつがバラバ

ラに凍っているから、好きな分だけ使いやすい。

メリハリがあって、フランスらしい本場の味です。 

今回はたっぷりのミートソースと合わせ、ボリューム 

満点に仕立てました。手間のかかるミートソース 

も、ピカールのトマトソースやカット済み玉ネギを

使えば、簡単においしく作れますよ。

チーズが香るアレンジレシピ

＼ プラスアイテム ／

ホクホクのジャガイモと
濃厚なミートソースの

黄金コンビ

家族で囲むチーズバリエ 寒い冬には、あったかとろーり、濃厚なチーズのお料理はいかが？
簡単調理でボリューム満点なチーズのバリエーションをご紹介。

300g
本体価格　498円

300g
本体価格　680円

サーモンと
リコッタチーズの

パスタ

4 種類の
チーズのリゾット

200g（1枚）
本体価格　498円

600g（6枚入）
本体価格　580円

レンジで！
4 種類の

チーズピッツァ

ジャガイモの
千切りと

チーズのロスティ

400g
本体価格　680円

1kg
本体価格　780円

シェーブルチーズと
ほうれん草の

ラザニア

英国風
ポタージュ

（人参、ジャガイモ、 
チェダーチーズ）

もっと、ピカールで楽しむチーズバリエ

風味豊かな欧州産チーズを贅沢に

ピカールの商品には、チーズの本場・欧州で作られた 
チーズをたっぷりと使用。そのため、料理に仕上げたときの 
香りや味わい、コクの深さが格別です。

ピカールのこだわり

エメンタールチーズとベルギー産のジャガイモ
のおいしさをたっぷりお楽しみいただけます。
オーブンに入れる前に粉チーズをふりかけると
さらに香り豊かに。

500g　
本体価格  980円

900g　
本体価格  980円

300g
本体価格  680円

アッシ・パルマンティエ風 クリーミーポテトグラタン
Gratin dauphinois façon hachis parmentier

Gratin dauphinois

Sauce tomateOignons en cubes

渡辺麻紀さん

500g（約29ポーション入）
本体価格　680円

450g
本体価格　398円

トマトソース玉ネギ（角切り）

リコッタチーズソースのサーモンとポロネギのショート 
パスタです。ほんのりレモンが香り、ほどよいコクのある
味わいに仕上げています。

イタリア最高峰の4種類のチーズ（ゴルゴンゾーラ、 
プロヴォローネ、グラナパダーノ、モンタジオ）を合わせた 
濃厚なリゾットです。

モッチリタイプの生地にイタリアを代表するモッツァレラ、
プロヴォローネ、ゴルゴンゾーラ、アシアゴを使用しています。
レンジで温めるだけのお手軽ピッツァです。

ジャガイモとエメンタールチーズの千切りを円形に焼き上
げたスイスの郷土料理です。カリッと焼き上げてお召し 
上がりください。

シェーブルとほうれん草を使用し、まろやかなソースで 
仕立てたラザニアです。緑のほうれん草と白いラザニアの
層が美しく、カットして取り分けても素敵です。

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、風味豊かに仕上げました。小さいポーションタイプ 
なので、お好みの量だけ温められます。

※商品価格はすべて税別表記です

PIZZA AUX 4 FROMAGES

RISOTTO
 AUX 4 FROMAGES

RÖSTIS DE POMME

PÂTES 
AU SAUMON ET AUX POIREAUX,

LASAGNES
 CHÈVRE, ÉPINARDS

DE TERRE

SAUCE RICOTTA CITRON

POTAGE BRIGHTON

教えてくれる人

グリーンアスパラガスの
リゾット

リコッタチーズと
ほうれん草のカネロニ、

トマトソース

モッツァレラチーズと野菜のラザニア

ズッキーニ、
ブルビチーズ、
トマトの
パイ包み焼き

パルミジャーノ・レッジャーノを使った
ポピュラーなリゾットに、彩り良い
グリーンアスパラガスが加わり
美しく仕上がりました。

イタリア産のリコッタチーズと
ほうれん草を詰めたカネロニを
トマト、バジル、オニオンソースと
たっぷりのチーズで覆いました。

たっぷり使ったグリル野菜が美しく層に現れる野菜のラザニア。
2種類のチーズとトマト、オリーブオイルで仕上げました。
パーティー等に取り分けて食べられるボリュームです。

ゴルゴンゾーラソースを
ニョッキに包み、
トマトソースを添えました。

味つけしたズッキーニ、
羊のチーズ（ブルビチーズ）、
玉ネギ、トマトを
パイ生地で包みました。

クルミ、ハチミツ、
シェーブルチーズのピッツァ
イタリア産のストラッチーノチーズをベースに、
レッドオニオン、ほうれん草、クルミ、
輪切りのフレッシュシェーブルチーズ、
ハチミツを大胆に組み合わせたピッツァです。
クラストは小麦とオリーブオイルの香りが
豊かに仕上げています。
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Gnocchi farcis au gorgon
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,北イタリアで作られるハードチーズ。「イタリアチーズの王様」と呼ばれています。熟成が
進むにつれてアミノ酸が結晶化し、じゃりじゃりとした食感で旨味も香りも濃厚になります。

パルミジャーノ・レッジャーノ
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世界三大ブルーチーズに数えら
れるイタリアの青カビチーズ。
滑らかなチーズ全体に青カビが
筋状に入っています。まろやか
で塩分も控えめ、青カビチーズ
としては比較的青カビのクセも
少ないチーズです。

ゴルゴンゾーラ
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クセのないフレッシュチーズ。
もとは濃厚な水牛の乳で作られ
ていましたが、現在は牛乳で 
作ることが多くなっています。
固めた乳に熱湯を注いで練り、
ちぎって成形するので、もちもち
した独特の食感が楽しめます。

モッツァレラ
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「ブルビ」はフランス語で「羊」のこと。羊乳チーズ 
全般を指します。フレッシュなものやセミハードタイプ 
などがあり、見た目や味わいは様々です。

ブルビ
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乳からチーズを作った際に残ったホエーを煮詰めて作ったチーズ。もとは羊の
ホエーを使いましたが、現在では牛乳のホエーでも作られます。さっぱりした
味で軟らかく、もそもそとした食感が特徴です。

リコッタ
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ヤギ乳で作ったチーズの総称です。 
ヤギ乳独特の酸味やほのかな 
香りがあります。フランスでは 
ロワール渓谷が一大産地。インド 
のパニールや中国の乳餅など、 
ヨーロッパ以外でもヤギのチーズ 
が作られています。

シェーブル
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350g　
本体価格  680円

400g
本体価格　880円

et sauce tomate

ゴルゴンゾーラのニョッキ、
トマトソース
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…羊乳 ch
èvr

e

…ヤギ乳

C'est la fête du fromage ! C'est la fête du fromage !



Picard Shop List

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ｰ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ｰ21:00
TEL 03ｰ6421ｰ5155

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

私のピカールスタイル

イベントや新商品情報は
公式アカウントをチェック！

@ eri9920@ mog0206meg

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 
横浜元町店
〒231ｰ0861
神奈川県横浜市中区元町2ｰ84
OPEN 10:00ｰ20:00
TEL 045ｰ264ｰ6224

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！

picard journal #012　｜　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。

サーモンのタルタルに、かわいらしい
フォルムのプティオニオンや花野菜の
サラダを添えた華やかなアレンジ。

ヨーロッパの小麦、バターをたっぷり使用した 
ピカールのクロワッサンとパンオショコラは、香り
高くリッチな味わい。焼きたてのおいしさは格別！

@picardjapon

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。
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クロワッサン パンオショコラ
アトランティック
サーモンの
タルタル

芽キャベツ

花野菜ミックス
（ブロッコリー、

カリフラワー、
ロマネスコ）

プティオニオン
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