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バゲットをオーブンで焼く時は、
表示時間よりも1～2分長く加熱 
すると皮にしっかり焼き色が 
付き、香ばしさがアップ。

バゲットを縦半分に切ることで、
長さを大胆に活かして迫力満点
のビジュアルに。パーティーで
も盛り上がること間違いなし。

長めに焼いて香ばしく

〈使い方のコツ〉

バゲットを縦に長く使う

バゲット、アスパラガス、皮むき小エビはそれぞれ、 
パッケージに記載の方法で調理します。バゲットは粗熱
が取れてから縦半分に切り、座りのいいように端を少し 
切り落とします。

バゲット、ブロッコリー、サンジャックはそれぞれ、
パッケージに記載の方法で調理します。ブロッコリー
の水気はよく切っておき、サンジャックの汁とブロッ
コリーを和えます。バゲットは粗熱が取れてから厚さ 
７mmほどに斜めにスライスします。

1 1 全粒粉パンはパッケージに記載の方法で調理します。1

クリームチーズとバターを滑らかに混ぜ合わせ、バゲット
の断面に塗ります。 バゲットの片面にサワークリームを塗り、マヨネーズを小さじ 

1/2ずつところどころに落として塩少 を々振ります。ブロッ
コリーとサンジャックを盛り、好みで塩・コショウをします。

2
2

ホワイトチョコレートは湯煎で溶かします。お湯から外し、
チョコレートが冷めて少しとろみが出てくるまで涼しい 
ところに置きます。

2

②に水気をよく切ったアスパラガス、小エビ、ポーチド
エッグをのせます。塩・コショウを振り、ラディッシュ
を散らしてオリーブオイルを回しかけます。 ミモレットチーズをおろしかけます。

3

3

フルーツボールはパッケージに記載の方法で解凍し、 
大きいものは食べやすい大きさにカットします。汁気を
切ってハチミツと和えます。

3

①に②を塗り、フルーツをのせます。エディブルフラワー
を飾り、好みでハチミツをさらに回しかけます。

4

作り方 作り方 作り方

材料（２個分） 材料（4～5個分） 材料（4 個分）

   《ピカールの食材》
・ ミニバゲットクラシック……1本
・ グリーンアスパラガス……6本
・ 皮むき小エビの
ガーリックパセリ風味……100g

   《ピカールの食材》
・ ミニバゲットクラシック……1/2本
・ ブロッコリー……70g
・ サンジャックの貝柱
 （ドライトマトとローズマリー風味）……100g

   《ピカールの食材》
・ 全粒粉パンスライス……4枚
・ フルーツボール（エキゾチック）……１パック

   《他に必要な食材》
・ クリームチーズ（室温）……90g
・ バター（室温）……30g
・ ポーチドエッグ＊……2個
・ ラディッシュ（薄い輪切り）……1個分
・ オリーブオイル……小さじ4
・ 塩・コショウ……各少々

   《他に必要な食材》
・ サワークリーム……100g 
・ マヨネーズ……小さじ2
・ 塩……少々
・ ミモレットチーズ
（または好みのハードタイプチーズ）
……30gほど

・ 塩・コショウ……各少々

   《他に必要な食材》
・ ホワイトチョコレート……60g
・ ハチミツ……大さじ1
・ 好みでエディブルフラワー……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』。

パンに好みの具材を盛りつけたタル

ティーヌは、片手でつまめてパー

ティーフードや前菜にぴったりです。ピカー

ルのバゲットを使えば、焼きたての香ばしさ

がタルティーヌの味わいをランクアップして 

くれますよ。「皮むき小エビのガーリックパセ

リ風味」や「サンジャックの貝柱（ドライ

トマトとローズマリー風味）」など味付きの

素材を組み合わせれば、簡単にお店の 

ようなクオリティの 1 品に仕上がります。

ピカ ー ル の
パ ンと食 材 で 作 る

フルーツボールのタルティーヌ

＼ ピックアップアイテム
／

カラフルな
甘いタルティーヌが

食卓を華やかに演出
サンジャックとドライトマトの旨味を

ブロッコリーに吸わせて

旬のアスパラガスで
ダイナミックに

いつものスナックもピカールで！

パーティーの食卓も華やぐ
見た目の美しさを追求
ピカールでは日常のお食事に限らず、

パーティーシーンに華を添えるオードブルからスイーツまで、
美しさにもこだわった商品をラインナップ。

おもてなし料理にも活躍します。

ピカールのこだわり

170g
本体価格  1,480円

310g
本体価格  1,180円

春のタルティーヌ

130g×2本 
本体価格　348円

ミニバゲットクラシック

450g 
本体価格　448円

全粒粉パンスライス

教えてくれる人  ｜    渡辺麻紀さん

お洒落さんのミニエクレア

イカリングのフリット

チキンナゲット

チョコレート、マンゴー＆パッションフルーツ、
赤いフルーツ（フランボワーズ、チェリー、カシス）、
バニラ風味のピーカンナッツの４種類の
ミニエクレアをシックに仕上げました。

レモンとガーリックの
風味がほんのり香る
イカリングのフリットです。

外はカリッと、
チキンはしっとりした
肉質の高い
ナゲットです。

ヨーロッパ産のバターと小麦粉を使用した
パイ生地に、バジルの風味がきいたトマトソースを

はさみ、太陽のような形に仕上げました。

カリッとした生地に3種類のチーズ
（モッツァレラ、エメンタール、エダム）を
使用したシンプルなミニピッツァです。
おやつやおつまみにも最適！

タルトソレイユ  ペストロッソ

3種類のチーズのミニピッツァ

12 mini-eclairs tres gourmands 

Nuggets de poulet

9 petites pizzas 3 fromages

2 PETITES 
BAGUETTES 
DU FOURNIL

PAIN 
COMPLET 
TRANCHÉ

＊ポーチドエッグの作り方
小鍋にたっぷりの湯を沸かし、中火にか
けたまま酢小さじ1/3を入れ、スプーン
などで勢いよくかき混ぜて中心に渦を作
ります。渦めがけて割っておいた生卵を
落とすと、白身が黄身に巻きつき、形よ
く仕上げられます。２分半～３分加熱し、
ペーパータオルなどにそっと取り出します。

※商品価格はすべて税別表記です

600g 
本体価格　1,180円

グリーン
アスパラガス 450g 

本体価格　398円

ブロッコリー

150g 
本体価格　398円

フルーツボール（エキゾチック）
300g 

本体価格　1,480円

皮むき小エビの
ガーリックパセリ風味

300g 
本体価格　1,780円

サンジャックの貝柱
（ドライトマトと

ローズマリー風味）

春のフィンガーフード
お花見やパーティーなどが盛り上がる、春の行楽シーズン。
ピカールなら、手軽で見た目も華やかなフィンガーフードが揃います。

Tarte soleil au pesto rosso

タルティーヌって？

フランス式のオープンサンドイッチのこと。 
フランス語の動詞「tartiner=塗る」に由来する。
パン、バゲットをスライスしたものに何かを 
塗ったものをタルティーヌと呼ぶ。

ブロッコリーとサンジャックの
タルティーヌ

＼ プラスアイテム ／ ＼ プラスアイテム ／

＼ プラスアイテム ／

Beignets de calmars 

                 a la romaine

グリーンアスパラガスのタルティーヌ

300g
本体価格　498円

270g（9枚入）
本体価格　680円

500g
本体価格  780円

En mode traiteur



55g×8個入
本体価格　680円

25g×10個入
本体価格　580円

25g×10個入
本体価格　580円

クロワッサン ミニクロワッサン

ミニパンオショコラ

ピカール
プロダクトマネージャー

マリオン・マドレーヌさん

バイヤーに聞くピカールの食材探しストーリー

フ｠ランスの朝食の定番であるクロワッサンとパンオショコラは、 世界中の消費者に愛されるピカールのベストセラー。この看板 

商品を真の「フランス食品」にしたいとの思いから、今年、材料の

リニューアルを行いました。

　砂糖は北部のてんさい糖。卵は動物愛護のポリシーから、平飼い鶏 

限定です。クロワッサン生地には、バターを24％配合。各地に名産地が 

あるバターの中でも、スター職人御用達の大西洋岸シャラント産AOP※1

認証の風味のまろやかな発酵バターを選びました。

　パンオショコラのチョコレートはフランス産と、味に秀でるベルギー

産を併用。リッチな味わいに仕上がりました。

　オーブンで焼いている時から立ち上る香りも、この商品の大きな魅力。 

フランスでは冷凍庫に常備し、週末の楽しみにされるお客さまも多いの

ですよ。味も香りも丸ごと楽しめるフレンチ・ヴィエノワズリー※2体験を、

ぜひご自宅でどうぞ。

8 CROISSANTS

6 PAINS 
AU CHOCOLAT

パンオショコラ
70g×6個入

本体価格　680円

10 MINI-CROISSANTS

10 MINI-PAINS 
AU CHOCOLAT

素材を厳選し、「フランスらしさ」をアップグレード

ピカールのこだわり

新しい季節は、気分が上がる朝食で１日をはじめませんか。 ピカールなら、忙しい朝に役立つお手軽メニューが揃っています。

フランボワーズ、チェリー、ブラッ 
クベリーとブルーベリーに、2種類 
のフルーツソース（パッション 
フルーツとブルーベリー）を加えた 
フルーツミックス。そのままお召し 
上がりいただいたり、デザートや 
ヨーグルトに添えて。フルーツのみ
ずみずしさを思いっきり味わえます。

風味豊かな４種類のフルーツを楽し
めるフルーツサラダです。パッショ 
ンフルーツとフランボワーズの
フルーツシロップで和えました。 
朝食にもおすすめです。

フランス産の牛乳、小麦、卵で作っ
た素材の風味が生きているパンケー
キです。温めるとふわふわに仕上が
ります。忙しい朝のお食事に。また
は、ティータイムにデコレーション
してもおしゃれに楽しめます。

トーストすると、石臼で挽いたフラ
ンス産の小麦粉（全粒）の芳醇さが
増します。バターやジャムと一緒に。
また、スープとの相性もぴったりです。

ブリオッシュをしっとりとした
フレンチトーストにしました。
添付のコクのある塩バターキャ
ラメルのソースを添えてお楽し
みください。

外はサクッ、中はしっとり食感 
のワッフルです。オーブンまた
はトースターで焼き上げてくだ
さい。お好みのアイスクリーム、 
ホイップクリーム、ジャムなど
を添えてお召し上がりください。

750g
本体価格　1,080円

150g
本体価格　398円

25g×6個入
本体価格　398円

450g
本体価格　448円

70g×2枚入、ソース16g
本体価格　580円

40g×6個入
本体価格　580円

フルーツサラダ（赤いフルーツ）

フルーツボール
（マンゴー、フランボワーズ、オレンジ、チェリー）

パンケーキ 全粒粉パンスライス

ブリオッシュの
フレンチトースト

ワッフル
SALADE DE 

2 BRIO
CHES FAÇON PAIN PERDU,FRUITS ROUGES

BOL DE FRUITS 6 PANCAKES PAIN COMPLETTRANCHé

SAUCE AU CAR
AMEL BEURRE SALé 6 GAUFRES

フレッシュなフルーツで
ビタミンカラーの朝食に

レンチンもできてお手軽！
甘いジャムにも

ベーコンや卵にも合わせやすい

厳 選したチョコレートで 豊かな味 わ いに

素材の良さが生む
一段上のおいしさ

生地の材料は
すべてフランス産

フランス・シャラント産の
AOP 認証バター使用

小麦、バター、砂糖、卵　
すべてフランス産！

※商品価格はすべて税別表記です
※1　原産地呼称保護

※2　卵とバターを豊富に使った甘いパン

クロワッサンと
パンオショコラが
リニューアル！
ピカールの人気商品、クロワッサンとパンオショコラが
リニューアル。 新しいおいしさの秘密は材料にあり。
厳選したフランス、ベルギー産素材で、
本場フランスのおいしさを追求しました。

ピカールで叶える！
新生活のお手軽＆彩り朝食

平飼いの卵使用

保存料・着色料不使用

フランス、ベルギーの
厳選チョコレート

Bonjour à la Picard Bonjour à la Picard



ピカールで旅し  よう！  世界の料理
ピカールの各国料理で、おうちにいな    がら世界中を旅してみませんか？

ジャガイモとエメンタ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。

サンゴ色のレンズ豆と5種類
の野菜をココナッツミルクや
スパイスで風味をつけました。
お料理の付け合せとしても便
利です。

ハーブやスパイス（コリアンダー等） 
で風味付けしたエビの春巻です。 
別添えのヌクマム（ベトナムの魚醤）
ソースをつけてお召し上がりください。

濃厚なクリームチーズ生地と相性
の良いフランボワーズをあわせた
チーズケーキです。トッピングの
刻んだフランボワーズとケーキの
下に敷いたビスケット生地のシナ
モン風味が特徴的です。

本場アメリカのベーグルのまま、
生地の密度が高く、ほんのり甘み
のあるベーグルです。

タラとポテトフレークを加えてボール
状にし、スパイシーに仕上げました。
ビールにも合います。

メキシコ風に少しスパイシーに
味付けした野菜ミックスです。
そのまま温めて、またはひき肉
を加えて、パン、ライス、パス
タ等とあわせてもおいしくお召
し上がりいただけます。

トマトソース、オリーブオイル、
魚介のフュメを加えたライスにグ
リンピースと赤・緑パプリカを混
ぜ合わせました。サフラン、ター
メリック、唐辛子などのスパイス
で仕上げた風味豊かなライスは、
お料理の付け合せにも便利です。

6種類の野菜にスパイスやハーブ、
ガーリックを加えた味付きグリル 
野菜ミックスです。カレー味でアレ
ンジしやすいおすすめ商品です！

ポルトガル発祥のサクサクとした 
小さなタルト生地のペストリーです。

600g（6枚入）
本体価格　580円

ジャガイモの千切りと
チーズのロスティ

赤レンズ豆と
野菜のカレー

ベトナム風
エビ春巻

フランボワーズの
チーズケーキ

ベーグル

タラのアクラ

味付き
メキシカン野菜ミックス

スパニッシュライス

スパニッシュライスを

アレンジ！

グリル野菜のタジン風
（ナス、ズッキーニ、赤パプリカ、
  黄パプリカ、玉ネギ、トマト）

パステル・デ・ナタ

60g×6個入
本体価格　680円

1kg
本体価格　780円

1kg
本体価格　780円

450g
本体価格　680円

600g
本体価格　580円

240g（8個入、ソース40g）
本体価格　680円

590g
本体価格　1,780円

85g×4個入
本体価格　498円

300g
本体価格　880円

オーブンを180℃に予熱しておきます。1

パプリカを縦半分にカットし、綿と種を取り除きます。2

スパニッシュライスとラタトゥイユを凍ったまま混ぜ、②に詰めます。3

耐熱皿に並べ、オリーブオイルを回しかけ、オーブン180℃で約40分焼きます。4

   《ピカールの食材》
・ スパニッシュライス……150g
・ BIO野菜のラタトゥイユ……100g

   《他に必要な食材》
・ パプリカ……2個
・ オリーブオイル……大さじ2

パプリカ・ファルシ

Röstis de pomme
              de terre

Curry de lentilles
   corail et légumes

8 nems aux légumes
Cheesecake à la framboise

4 bagels

Mini-acras de morueLégumes 
     à la mexicaine

Riz cuisiné à l’espagnole

Tajine de légumes

6 pasteis de nata, 
  petits flans portugais

Ratatouille 
cuisinée bio Poivrons farcis

作り方

材料（ 4人分）

600g
本体価格　680円

BIO野菜のラタトゥイユ

Suisse スイス

Viêt Nam ベトナム

Inde インド

Portugal ポルトガル

Maghreb マグレブ

Espagne スペイン

Mexique メキシコ

Antilles アンティル諸島

États-Unis アメリカ

États-Unis アメリカ

Cuisine d' évasion Cuisine d' évasion



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！

@ megumi_wakai

@ osharegohan

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！
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鴨のササミに生ハムを巻き、 
セージで香り付けしたサルティ 
ンボッカ。ひと口サイズの 
おつまみもワインにぴったり。

フランス南西部産のフォアグラスライスは下処理済みで
調理しやすく、豪華なディナーも簡単に作れます。@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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食前のおつまみ
4 種類のミニパイ

フランス南西部産
フォアグラスライス（ソテー用）

食前のおつまみ
3 種の小さな花冠

フランス南西部産鴨の
ササミ（ソテー用）
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