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フランス南西部産
鴨のササミのソテー  キノコソース

フランス南西部産
フォアグラスライス（ソテー用）

フランス南西部産のやわらかい鴨のササミを
キノコのみじん切りでマリネしました。 簡単調理の、
風味豊かな鴨のササミのステーキです。

フランス南西部産のフォアグラ 
スライスです。そのまま焼くだけで
フォアグラのソテーができます。

320g
本体価格  1,680円

140g（4枚入）
本体価格　2,180円

 こだわりのOrigine France
ピカールでは、フランス産の安心・安全な食材を使った商品をたくさんご用意しています。
フランスの各地域が誇る、上質で厳選された食材をご自宅で味わえます。

フランス南西部産の
鴨を下拵え済みで
手間なく使える

ピカールの鴨はフランス南西部で飼育し、
加工まで行われています。 

フォアグラの血管を取り除くなど、 
面倒な下拵えが済んでいるので、

ご自宅でも簡単に調理することができます。 
お好みの味付け・調理ができる

素材タイプから、手軽にすぐ食べられる
調理済みのものまで

幅広くラインナップしています。

ピカールのこだわり

ピカールのフランス食材で作る

アレンジレシピ

鴨肉の
コンフィのサラダ

450g
本体価格　680円

フランス南西部の伝統的な料理の鴨の
コンフィがそのまま温めるだけで簡単
にお召し上がりいただけます。鴨の脂
でじっくり煮込むことで、モモ肉がし
っとりやわらかく仕上がっています。

皮の薄いミニジャガイモ（グルナイユ）を 
オリーブオイルとゲランドの塩、コショウで
味付けしました。

360g
本体価格　1,480円

オーブンを210℃に予熱します。1

鴨肉のコンフィとジャガイモのポアレを
天板に並べて30～35分焼き上げます。

2

りんごをスライスしておきます。3

ボウルで、オリーブオイル、りんご酢、マス
タード、ガーリック、パセリ、塩・コショウ
を混ぜてドレッシングを作ります。

4

お皿にベビーリーフを敷き、食べやすい
大きさにカットしたジャガイモのポア
レ、③、身をほぐした鴨肉のコンフィの
順に盛り付け、砕いたクルミをトッピン
グし、④をかけてお召し上がりください。

5

作り方

手軽な鴨肉のコンフィを使った
主役級のサラダ

Salade de confit de canard

320g
本体価格　3,980円

320g
本体価格　1,680円

400g
本体価格　5,800円

370g
本体価格　1,680円

フランス南西部産
フォアグラのテリーヌ（スライス）

コニャック（フィーヌ・シャンパーニュ）とペッパー

フランス南西部産
鴨のササミ

（ソテー用）

フランス南西部産
フォアグラ

（加熱用）

フランス南西部産
マグレ・ド・カナール

（加熱用）

ピカール
プロダクトマネージャー

セバスチャン・パコーさん

バイヤーに聞くピカールの食材探しストーリー

鴨｠肉とフォアグラを使った商品は、ピカールで20年以上 続く看板ラインナップ。世界的な名産地であるフランス 

南西部で、三つの生産者と綿密なパートナーシップのもと、正統か

つ高品質な味を追求しています。南西部は飼料のトウモロコシの 

一大産地でもあり、商品をめぐるすべてが「地元産」であることも

魅力です。

　鴨のムネ、ササミ、モモ、フォアグラを通年で提供しており、年末年始

のパーティーシーズンには、さらにフォアグラのテリーヌなどバリエーショ

ンが加わります。鴨はフランス人にとって「おいしさの象徴」とも言え

るほど、親しみと思い入れの強い食材。分かち合う誰もが満場一致

で納得できるような、王道の味と確かな品質がピカールの自慢です。

　一品で食卓を華やかに彩る鴨は、大切な人との会食にぴったり。 

私自身も、マグレ・ド・カナールを夏のバーベキューに、リッチな食べ 

応えのコンフィを秋冬のメインに選びます。そして誕生日やクリスマス 

には、フォアグラのテリーヌを。おいしいパンのトーストを数枚添える 

だけで、特別感で輝く食事になること請け合いです。

FOIE GRAS DE CANARD 
DU SUD-OUEST 

AU COGNAC FINE CHAMPAGNE

AIGUILLETTES DE CANARD 
DU SUD-OUEST

FOIE GRAS CRU DE CANARD 
DU SUD-OUEST

MAGRET DE CANARD 
DU SUD-OUEST

「おいしいフランス」を象徴する、
南西部産の鴨肉・フォアグラ。

ピカールのこだわり
4 ESC

ALOPES DE FOIE GRAS

AIGUILL
ETTES DE CANARD

CRU D
E CANARD DU SUD-OUEST

MARINÉES
 À LA FORESTIÈRE

275g
本体価格　498円

ブリオッシュスライス

平飼い卵を使用した、ほんのり甘く 
バターが香るブリオッシュのスライス
です。ちょっと温めてデザートやおやつ 
に、またフォアグラのテリーヌと合わせ
てお召し上がりください。

450g
本体価格　780円

プロバンス風 野菜の煮込み

野菜はすべてフランス産を使用。オリーブオイル、 
ハーブ、ガーリックの風味をいかしたトマトベース 
の野菜の煮込みを、小分けにして冷凍にしました 
（6ポーション入）。付け合わせにはもちろん、 
お料理の具材としてもお使いいただけます。

450g
本体価格　398円

インゲン（極細）

フランス産の極細サイズのサヤインゲンです。
収穫後、新鮮なうちに加工し、急速冷凍しました。 
サッと茹でてサラダや付け合わせに、また胡麻
和えや豚肉巻きにしてお弁当の一品におすすめ
です。

570g
本体価格　1,080円

洋なしとりんごのタルト

タルト生地にフランス産の洋なしと 
りんごのコンポートを敷きつめ、砕いた 
クッキー生地を振りかけ、焼き上げ 
ました。爽やかな甘さのタルトです。

BRIO
CHE T

RANCHÉE
LÉGUMES À LA PROVENÇALE

HARICOTS VERTS

TARTE 
FAÇON CRUMBLE

PUR 
BEURRE

EXTRA-FINS

À LA 
POMME ET À LA POIRE

フランス南西部産
鴨肉のコンフィ ジャガイモ（グルナイユ種）の

ポアレ

※商品価格はすべて税別表記です

2 CUISSES DE CANARD POÊLÉE DE POMMES
DU SUD-OUEST CONFITES DE TERRE GRENAILLE

材料（4人分）

   《ピカールの食材》
・ フランス南西部産鴨肉のコンフィ……360g
・ ジャガイモ（グルナイユ種）のポアレ……450g

   《他に必要な食材》
・ ベビーリーフミックス……50～60g
・ 赤りんご……小1個
・ クルミ……30g
・ オリーブオイル……大さじ6
・ りんご酢……大さじ2
・ マスタード……小さじ1
・ ガーリック（みじん切り）……ひとかけ
・ パセリ……適量
・ 塩・コショウ……適量

　フランス南西部は鴨やガチョウの飼育が盛んな地域で、フランス国内ではフォアグラの主産地となっています。 
ワイン栽培も盛んで、ペリゴール産の黒トリュフやキノコ類のほか、広大な牧草地で飼育される羊や牛、クルミ、栗、
プラム、イチゴなど、フランスきっての美食の地として認識されています。
　フランス料理には欠かせない鴨肉やフォアグラ。ピカールでは、フランス南西部産のバルバリー種とミュラー種を使用して 
います。バルバリー種はフランスでポピュラーな品種で、大型で肉質がやわらかく、あまりクセのない味わいが特徴です。 
ミュラー種は主にフォアグラ用に飼育され、「マグレ」と呼ばれるムネ肉も、脂の乗りが良くフォアグラのような風味がします。

Sud-Ouest de la France

▶  フランス南西部は美食の地

他 に も フ ラ ン ス 産 の 商 品 が た くさ ん！

C'est bon la France C'est bon la France



ひ ん や り 冷 た い  夏 休 み の お や つ
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250g
本体価格　348円

62g×4本入
本体価格　580円

カラフル
サラダボール

チョコレートアイス
ミルク

ブロッコリー、カリフラワー、
ベビー人参の野菜ミックスです。 
電子レンジで簡単に温野菜サラ
ダが出来上がります。

カカオ70％の濃厚なチョコ 
レートアイスを、パリパリ食感の
ビターチョコレートでコーティ 
ングした、贅沢なアイスです。

QUINOA
 ET CÉRÉALES CUISINÉS

4 VANILLE MACADAMIA
8 KIDCUPS AU LAIT CRÈM

E GLACÉE FAÇON PANNA COTTA
3 SACHETS VAPEUR

BOL VAPEUR

SALADE DE LENTILLES
ET SAUMON FUMÉ AUX PETITS LÉGUMES

 VAN
ILLE-FRAISE, VANILLE-CHOCOLAT SAUCE

 CARAMEL À L’ITALIENNE
 LÉGUMES DU SOLEIL

BROCOLIS, POIS CROQUANTS,

COUR
GETTES 

GRILLÉES, TOMATES CERISES

BOL
 VAP

EUR B
ROCOLIS,

CHO
UX-

FLEUR
S, CAROTT

ES

キヌア、ブルグル（デュラム小麦 
のひき割り）などのシリアル
とグリル野菜のミックスです。 
タイムとバジルを加え、オリー
ブオイルで調理しました。

地中海を感じさせる5種類の 
グリル野菜ミックス。小袋の 
まま、電子レンジで温められる
便利なサラダです。

エビにバスマティ米（香り米） 
とキヌア、野菜を付け合わせた 
ワンプレートディッシュです。
ココナッツソースで味付けました。

バジル風味のトマトソースを絡め、一口サイズ 
のモッツァレラ、カットしたミニトマト、玉ネギ、
ほうれん草が入った野菜もお楽しみいただける
ニョッキです。

600g
本体価格　780円

600g（200g×3袋）
本体価格　580円

350g　
本体価格　880円

900g
本体価格　980円

新鮮なサーモンを細かく刻み、
オリーブオイル、レモン果汁、
チャイブ、玉ネギ、バジル、塩・
コショウで和えました。

280g（70g×4個入）
本体価格　1,680円

アトランティックサーモンのタルタル

ローストしたチキンに緑の 
野菜（インゲン、グリーンピース、 
カリフラワー、きぬさや）と 
バジルのソースを合わせたジェ
ノベーゼパスタです。

327g
本体価格　880円

チキンと緑の野菜のジェノベーゼ

250g
本体価格　680円

レンズ豆と
スモークサーモンの
サラダ

ブロッコリー、スナップエンド
ウ、グリルズッキーニ、ミニトマト 
の温野菜ミックスです。温野菜
として、または冷たいサラダと
してお召し上がりください。

250g
本体価格　348円

緑と赤のサラダボール
（ブロッコリー、スナップエンドウ、
グリルズッキーニ、ミニトマト）

キヌア、シリアル、
小さなグリル野菜ミックス

温野菜ミックス
（ズッキーニ、ミニトマト、パプリカ）

エビのワンプレートディッシュ

トマトとモッツァレラチーズのニョッキ

4 TA
RTARES

 DE SAUMON

À LA C
IBOULETTE

野菜たっぷりの
パスタもレンチンで完成！

華やかな前菜も
解凍するだけ手間いらず

リゾート気分を楽しめる
アジアンプレート

※商品価格はすべて税別表記です ※商品価格はすべて税別表記です

POULET LÉGUMES

VERTS PESTO ET SPAGHETTI

600g
本体価格　680円

BIO クスクスの
オリーブオイル和え

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』。

ピ カールのクスクスは、お湯で戻す手間も

なく簡単解凍ですぐ使えるのに、べチャッ

とせず食感も味も自然なおいしさですね。好きな

分量で解凍できるのもうれしいポイント。ピカール

のパン類に次いで、冷凍庫に常備したい強い

味方です。タジンやカレーに合わせたり、こうして 

タブレサラダにすれば、食欲の弱りがちな夏に

もぴったり。フライの衣として使っても、いつもと

違う食感や見た目で楽しいですよ。

夏の爽やかアレンジレシピ

爽やかなタブレを

トマトカップでかわいらしく

BIOのクスクスにオリーブオイルと塩でシンプル 
に風味付けしました。サラダや付け合わせと 
して手軽にご賞味いただけます。

トマト・ファルシ風タブレ
Tomates farcies au taboulé à la japonaise

GRAINE DE COUSCOUS CUISINÉE
À L'HUILE D'OLIVE (3.9%) BIO

渡辺麻紀さん

教えてくれる人＼  プラスアイテム ／

280g（70g×4個入）
本体価格　1,680円

アトランティックサーモンの
タルタル

70g×4本入
本体価格　580円

ヘーゼルナッツと
マカダミアナッツの

バニラアイスクリーム

カラメリゼしたマカダミアナッツを練
りこんだバニラアイスを、カラメリゼ
したヘーゼルナッツとミルクチョコ 
レートでコーティングしました。

30g×8個入
本体価格　680円

キッズカップアイス
（バニラ＆ストロベリー、バニラ＆チョコ）

2種類の味が一度に楽しめるカップ入
りのアイスクリーム。小さなお子さま
でも食べきれるミニサイズです。

200g
本体価格　580円

パンナコッタ風アイス
（キャラメルソース）

イタリアンデザート“パンナコッタ”
のような、口どけの良いなめらかなク
リームと甘いキャラメルソースのバラ
ンスが絶妙なアイスクリームです。

材料（トマト4個分）

   《ピカールの食材》
・ BIOクスクスのオリーブオイル和え……150g
・ アトランティックサーモンのタルタル……2個

   《他に必要な食材》
・ トマト……大きめ4個
・ きゅうり（小角切り）……大1/2本分
・ 枝豆（塩茹で）……さやから出して1/4カップ分
・ 紫玉ネギ（小角切り）……1/6個分
・ シソの葉（みじん切り）……6枚分
・ レモン汁……大さじ１
・ 塩、コショウ＊……各少々
・ マスタード……小さじ1/2
・ オリーブオイル……大さじ3

＊コショウは粉山椒に替えてもおいしいです。

クスクスのオリーブオイル和えとサーモン
タルタルは、パッケージに記載の方法で 
解凍します。

1

トマトは上から1/3のところで切り、ヘタ
がついた方を蓋にします。下部のタネの 
部分をスプーンでくり抜きます。（トマト
の果肉を厚めに残しておく方がおいしい 
です。）くり抜いた果肉の部分は包丁で 
細かく刻みます。

2

①のクスクスにサーモンタルタル、残りの 
材料すべてとトマトのタネと果肉の部分を大
さじ5杯分加え、まんべんなく和え混ぜます。

3

トマトの中に詰めて、蓋をかぶせます。器
に盛り、好みでオリーブオイルやレモンを
添えます。

4

作り方

4 TARTAR
ES DE SAUMON

À LA CIBOULETTE

4 CHOCOLAT 70% DE CACA
O

夏はサラダを食べよう！

レンチン
OK！

レンチン
OK！

レンチン
OK！

レンチン
OK！

解凍する
だけ！

暑い夏は、火もオーブンも使わない簡単調理が大活躍！
ピカールには、レンジ調理や冷蔵庫解凍だけで食べられるお手軽メニューがたくさんあります。

夏は時短ごはん

レンチン
OK！

レンチン
OK！

レンチン
OK！

レンチン
OK！

グリーンレンズ豆、スモークサー 
モン、りんご、赤玉ネギとトマトを 
ワインビネガーで風味付けしま 
した。カラフルで、すっきりとした
味わいのサラダです。

  

解凍する
だけ！

解凍する
だけ！

Creve
ttes marinées

au l
ait d

e coco
 et à la coriandre,

riz e
t qui

noa, poê
lée de légumes

L'été en mode relax L'été en mode relax



エスニック
で夏らしく

ピッツァで
パーティー!

塩やレモンで味付けした鶏ムネ肉に、細
目にひいたパン粉をつけたカツレツです。 
オーブントースター調理でカリッとした食
感をお楽しみください。

殻を剥いた小エビに、香辛料、ライム、 
ココナッツ、コリアンダー、レモングラス
でカレー風味に味付けしました。マイルド
な味付けは、ライス、野菜、ジャガイモの
エクラゼなど、どんなお料理ともおいしく
お召し上がりいただけます。

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。

ヨーロッパ産の味の濃いジャガイモにスパ
イスで風味付けした皮付きフライドポテト
です。皮のパリッとした食感は、子どもに
も大人にも大人気。

モッツァレラチーズとトマトのピッツァ 
です。細かいカットと丸くちぎった 
モッツァレラチーズを使用しています。
チーズのおいしさをたっぷり楽しめる
シンプルで力強い味です。

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。

メキシコ産のアボカドにドライオニオ
ンとガーリックで風味付けし、なめ
らかに仕上げたワカモレです。トル 
ティーヤチップスと合わせてアペリ 
ティフにも、タコスのサルサにも解凍
するだけで使える便利な一品です。

メキシコ産のアボカドを、トウガラ
シとパプリカでスパイシーに仕上げ
たワカモレです。チップスや野菜ス
ティックなどをディップして、ビー
ルがすすむ絶品おつまみをお楽しみ
いただけます。

地中海を感じさせる赤と
緑の色が美しいピッツァ。
生地にトマトピューレを
ぬり、ほうれん草、パル
メザン、レッドオニオン、
ペストソース（松の実と 
バジル）をあしらいました。

黄金色の衣に包まれたモッツァ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。

ムール貝の貝殻に、ムール貝、パセリと 
ガーリックを練りこんだバターを盛り付
けました。ワインやビールとぴったりの 
オードブルです。

300g
本体価格　680円

300g
本体価格　1,480円

200g（1枚）
本体価格　498円

1kg
本体価格　448円

300g
本体価格　780円

250g（24個入）
本体価格　1,280円

400g（直径約24cm）
本体価格　880円

250g
本体価格　680円

420g（直径約28cm）
本体価格　880円

250g
本体価格　680円

400g
本体価格　1,380円

400g
本体価格　880円

300g
本体価格　1,780円

108g（8個入）
本体価格　1,680円

240g（8個入、ソース40g）
本体価格　680円

400g（直径約24cm）
本体価格　880円

鶏肉のカツレツ

小エビのカレー風味
（タイ風仕立て）

レンジで！
4 種類のチーズピッツァ

皮付フレンチフライ
（ウェッジカット）

粒マスタードを練りこんだクリームチーズをブリニに
乗せて、スモークサーモンで包み込み、いくらをトッ
ピングしたアペリティフです。オートクチュールの 
ような美しさと、上品で繊細な味に仕上げています。

サーモンのブーシェ
（ひと口サイズのアペリティフ）

ピッツァ　
マルゲリータ

大西洋の北東で漁獲したタラのフィレに薄
く衣をつけました。オーブンやフライパン
で芳ばしく焼き上げ、レモンを添えて。
※「メルラン」とはタラ目タラ科ホワイティン
グのフランス語の呼称です。

タラ（メルラン）のパン粉付け

ムール貝の殻を取り除き、白ワイン、生ク
リーム、玉ネギ、パセリで味付けしました。
そのまま温めてオードブルに、パスタ等と
合わせてお料理に。

ムール貝の漁師風
（白ワイン、クリーム蒸し） ドライトマト、ローズマリー、

ガーリック、オリーブオイルを 
サンジャックに合わせました。

サンジャックの貝柱
（ドライトマトとローズマリー風味）

ベトナム風エビ春巻
ワカモレ ワカモレ スパイシー

野菜、ペストソース、
パルミジャーノ・レッジャーノのピッツァ

モッツァレラチーズスティックのフライ

ムール貝のファルシー

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豊かに仕上げています。

クルミ、ハチミツ、シェーブルチーズのピッツァ

Wedges à four

Noix de Saint-Jacques 
aux tomates séchées 
et au romarin

※商品価格はすべて税別表記です

揚げ物で
ガッツリ!

シーフード
で贅沢に!

夏はビールが　おいしい季節。
ピカールのバラエティ豊かなメニューが、　家飲みをもっと楽しく、盛り上げてくれます。

Vive l'apéro en été !

3 escalopes de poulet panure

Filets de merlan,

Pizza aux
Crevettes

Pizza légumes, pesto,

Bâtonnets panés Moules du pacifique

8 bouchées apéritives au saumon

Pizza chèvre, miel, noix

24 moules farciesà la mozzarella  à la marinière

fine et croustillante

panure croustillante

 4 fromagesau curry rouge

 parmigiano reggiano

8 nems
aux crevettes

Guacamole
Guacamole épicé

Pizza margherita

Vive l'apéro en été ! Vive l'apéro en été !



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  
ソコラ武蔵小金井店
〒184-0004
東京都武蔵小金井市本町6ｰ2ｰ30
SoCoLA武蔵小金井クロス1F
OPEN 10:00ｰ21:00
TEL 042ｰ401ｰ1913

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 
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

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！

@ ei_1206@ chacochaco2008

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 
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

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 #014　｜　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。

温めるだけでふわふわに仕上がるピカールのパンケー
キにイチゴとバナナを添えて。仕上げにたっぷりのハ
チミツをどうぞ。

かわいらしいハート形のワッフルに、クリームと 
甘酸っぱいベリーソースで気分の上がる朝ごはん。

@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。

PICARD CONNECTÉ
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