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フランスおいしい旅 2020

チャオ・イタリア
お気に入りのイタリアン見つけた
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LASA
GNES A

UX LÉGUMES GRILLÉS

 ET À 
LA MOZZARELLA

白トリュフで風味付けしたモッツァレラチーズを、衣で 
包みフライにしました。外はカリカリ、中からはチーズが
とろけ出る、香りも食感も楽しめるアンティパスティです。
250g
本体価格　980円

白トリュフのモッツァレラボール

ゴルゴンゾーラソースをニョッキに包み、爽
やかな酸味のあるトマトソースを添えました。
300g
本体価格　680円

ゴルゴンゾーラのニョッキ、
トマトソース

※商品価格はすべて税別表記です

MOZZARELLINE
AL TARTUFO BIANCO ESTIVO

GNOCC
HI FARCIS AU GORGONZOLA,

SAUCE TOMATE

900g
本体価格　980円

モッツァレラチーズと野菜のラザニア

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
で取り分けて食べられるボリュームです。

1kg（4皿分）
本体価格　780円

ミネストローネスープ

9種類の野菜をイタリアのレシピで仕上げ
ました。オリーブオイルとバジルで芳香豊
かに作った具だくさんのミネストローネ 
スープです。お食事としてもおすすめです。

500g（約29ポーション入）
本体価格　680円

トマトソース

トマトの果肉とオリーブオイルをベースに、 
玉ネギやハーブで風味付けしたソース。パスタ、 
鶏肉、魚、卵、パイ料理などに。

270g（約3カット分）
本体価格　680円

フルーツティラミス

ビスキー生地に、マスカルポーネを使った
クリームとピューレを重ね、3つのベリー
で華やかに仕上げたデザートです。

手間のかかるメニューも
温めるだけで簡単

白トリュフ風味のモッツァレラボール、
幅広パスタでソースを巻いたロトリーニ
など、手間のかかるメニューもピカール 
なら簡単調理でお召し上がりいただけ
ます。収 穫 時 期の短いズッキーニの 
花のピッツァも、おいしい時期に収穫 
して加工しています。

ピカールのこだわり

 チャオ・イタリア
ピカールでは、前菜やパスタからデザートまで、イタリアンも大充実。
チャオ・イタリア期間中だけの限定メニューも多数ご用意しています。
お気に入りのイタリアンを見つけてみては？

MINES
TRONE

POTAGE
TOMATE

SAUCE
AUX FRUITS

TIRAMISU

Ita l i a

300g
本体価格　580円

ナスのパルミジャーナ

スライスしたナスを焼き、トマトソースとチーズを層状に
重ねた、南イタリアではポピュラーな家庭料理です。

360g
本体価格　1,280円

マッシュルームとトリュフのピッツァ

トリュフの芳醇な香りが楽しめる、マッシュルームと 
モッツァレラをたっぷり使用したピッツァです。前菜 
またはメインとしておすすめです。

300g
本体価格　780円

リコッタとほうれん草の
ロトリーニ トマトソース

リコッタとほうれん草のソースを幅広のパスタで巻き、トマト
ソースとシュレッドチーズをかけて仕上げました。

450g
本体価格　680円

シチリア風カポナータ

グリルナス、黄パプリカ、赤パプリカ、カットしたブラック 
オリーブで作ったイタリア全土でポピュラーな野菜の煮込みです。 
白ワインビネガーの酸味とバジルやガーリックの風味がアクセント 
で、冷製にしてもおいしくお召し上がりいただけます。

500g
本体価格　980円

グリーンアスパラガスのリゾット

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を加え美しく仕上げました。

440g
本体価格　980円

2 種類のチーズと
ズッキーニの花のピッツァ

ピッツァ生地にゴルゴンゾーラベースのソースを塗り、 
ズッキーニの花とストラッチァテッラチーズをトッピング
して仕上げた、本格的な石窯ピッツァです。

ピ カ ー ル の 定 番！ イタリア の 味

Ciao Italia



CHAMPIGNONS DE PARIS
 ÉMINCÉS BIO

2 ta
rtele
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tin

pommes caramélisées

9 PETITS CANELÉS

POULET À LA BASQUAISE

AU PIMENT D’ESPELETTE ET RIZ

SAUCE BÉARNAISE

BŒUF  
BOURGUIGNON (MIJOTÉS)

2 QUICHES LORRAINES

450g
本体価格　680円

BIO
マッシュルーム

（スライス）

化学肥料や農薬を使用せず 
育てたフランス産のマッシュ
ルームです。収穫後すぐに 
スライスし、冷凍しました。

50g×6枚入
本体価格　580円

そば粉の
ガレット

そば粉と水、ゲランド 
（ブルターニュ地方の伝統 
的な塩田）の塩、ひまわ
り油だけでシンプルに 
作ったそば粉のクレープ 
生地です。フライパンで 
加熱し、具材をのせて四 
方を折りたたむと、おしゃ 
れな食事のできあがり。

150g × 2個入
本体価格　980円

タルトタタン
小さなリンゴの

タルト

小麦本来の風味が活きた香ばしいサブレ生地にカラメリゼ 
されたリンゴをのせたタルトです。ホイップクリームや 
バニラアイスを添えて。

30g×9個入
本体価格　980円

ミニカヌレ

カラメリゼし、こんがり
焼き上げた生地の中は、
ラムとバニラが豊かに香
り、しっとりとした生地
が楽しめる一口サイズの
カヌレです。

300g
本体価格　580円

バスク風チキンとライス

チキンにバスク地方の料理に欠かせな
いエスペレット唐辛子を使ったソース
をかけて、ご飯を添えました。

200g
本体価格　580円

ベアルネーズ
ソース

バター、タラゴン、卵黄、チャー
ビルをベースに白ワイン、エシャ 
ロットを加えて作ったソースです。 
フランスの伝統的なステーキ 
ソースです。

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）

バターの風味豊かな生地に、 
細かく刻んだベーコンとチーズ
を流しこんで焼き上げました。
アルザス＝ロレーヌの名物 
料理です。

※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

鴨のササミは凍ったまま油をひ
いたフライパンで7分間焼きま
す。解凍の手間なく使えて便利。

ジャガイモのエクラゼは牛乳な
どでのばし、好みの硬さと塩気
に調整するのがポイントです。

冷凍状態から焼ける

使い方のコツ

牛乳で濃度調整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』。

フ ランスでは鴨肉が好きな人が多く、ちょっと特別

な存在。鴨のササミだけの商品はフランスでも珍

しい食材だと思います。引き締まった肉質で、噛みしめ

ると野趣溢れる鴨肉の香りが広がり、ジビエのような力

強い肉のおいしさが味わえます。スープで煮たり、ご飯

に炊き込むのもおすすめ。日本の一般家庭で貴重な

鴨のササミが使えるのはすごいことだと思います！ フランス

の食がお好きな方は、ぜひ一度試してみてくださいね。

渡辺麻紀さん

＼ プラスアイテム ／＼ メインアイテム ／

450g
本体価格　498円

ポロネギの柔らか煮

450g
本体価格　548円

ジャガイモとオリーブオイルの
エクラゼ（粗つぶし）

フランス南西部産のトレーサビリティー 
の取れたオリジナル品の鴨のササミです。 
茸のクリーム煮やエキゾティックに 
クミンの風味のカボチャのピューレを 
合わせてお楽しみください。

320g
本体価格　1,680円

フランス南西部産
鴨のササミ（ソテー用）

材料（2人分）

   《ピカールの食材》
・ フランス南西部産鴨のササミ（ソテー用） 
……6本

・ ジャガイモとオリーブオイルのエクラゼ 

（粗つぶし）……225g（6ピース）
・ ポロネギの柔らか煮……110g

   《他に必要な食材》
・ 牛乳または生クリーム……90g
・ 塩、コショウ、粗挽きコショウ……各少量

・ 赤リンゴ……1/4個

ジャガイモとオリーブオイルのエクラゼは

パッケージに記載の方法で加熱します。
1

温かいうちに牛乳または生クリームを加え

て混ぜ、塩、コショウで味を調えます。
2

ポロネギの柔らか煮をパッケージ記載の 

方法で加熱し、鴨のササミも記載のとおり

焼き上げます。

3

リンゴは皮付きのままスライスしておきます。4

皿の真ん中に②を置き、その上に③のポロ
ネギの柔らか煮をのせます。鴨のササミと

④のリンゴを彩り良く並べ、粗挽きコショ
ウをふります。

5

作り方

ÉCRAS
ÉE DE POMMES DE TERRE
 À L’HUILE D’OLIVE(7.5%)

AIGUILLET
TES DE CANARD

DU SUD-OUEST

FONDUE DE POIREAUX

ブルターニュ

Bretagne

ブルゴーニュ

Bourgogne

ボルドー

Bordeaux

アルザス＝ロレーヌ

Alsace-Lorraine
サントル＝ヴァル・ド・ロワール

Centre-Val de Loire

バスク

Pays basque français

パリ

Paris

ベアルン

Béarn

6 GALETTES
DE BLé NOIR

420g
本体価格　1,780円

牛肉の赤ワイン煮込み

牛肉を赤ワインで柔らかく煮込み、人参、
玉ネギ、マッシュルームを加えたフランス
全土でもポピュラーな料理です。
※10月中旬発売

鴨ササミのソテー
ポテトとポロネギを添えて

ピカールのお助け食材で作るフランスの味

Sauté d
,
aiguillettes de canard, accompagné de pommes de terre et de poireaux

教えてくれる人

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

フランスおいしい旅 2020
世界有数の美食の国として知られるフランス。
各地方の個性溢れる伝統料理を食べれば、フランス旅行気分を楽しめます。



シャルドネ、
シャンパーニュ

ワインおすすめ

ラングドックの
シャルドネ

ワインおすすめ

ピノノワールの
スパークリング

ワインおすすめ

ブルゴーニュ
の白

ワインおすすめ

モンバジャック

ワインおすすめ

クレマン・ダルザス

ワインおすすめ

シャブリ

ワインおすすめ

ピカールのアペリティフや前菜は、家飲みにぴったりのお手軽アイテム。
ワインとのペアリングで、秋の夜長にゆっくりと寛ぐ大人の時間を。

310ｇ
本体価格　1,180円

360g（30個入）
本体価格　680円

245g
本体価格　680円

タルトソレイユ  ペストロッソ

食前のおつまみ  4 種類のミニパイ

シェーブルチーズ、ズッキーニ、
トマトのミニケーキ

ピカール
マーケティングマネージャー

ジュスティーヌ・プレッスさん

ワインペアリング監修
マスターソムリエ 高野豊さん

バイヤーに聞くピカールの食材探しストーリー

食｠事の前に一杯飲みつつ軽食をつまむ「アペリティフ」は、フランスでとても愛されている時間。記念日の会食を華々

しく彩ったり、家族や友人との気楽な宵の幕開けにと、機会もスタ

イルも多様です。フランス美食文化のDNAを表すものとしてピカー

ルでも力を入れ、フランスでは常時40種類の商品を揃えています。

ミニサンドやフォアグラのカナッペのような定番のほか、カラフルな 

野菜のおつまみ、海の幸のヴェリーヌなどトレンド商品も人気が 

あります。

　手早く準備できることが、アペリティフ・メニューの必須条件。

それでも食べる喜びを譲らず、ピカールの創造性を愛してくれる 

お客さまに応えるために、常に市場調査やヒアリングに基づいた 

レシピ開発を重ねています。フランス産食材中心、環境保護にも

配慮して、というピカールの哲学はもちろん健在です。

　会食時の人数調整を考えて個包装を施したアペリティフ商品は、 

おひとりさま時間を満喫する夜にもぴったり。忙しい日々の中、ほっと

安らげる晩酌のパートナーとしても、おすすめしたいですね。

TARTE SOLEIL AU PESTO ROSSO

30 MINI-FEUILLETÉS SAVEURS DU SOLEIL

MINI-CAKE CHÈVRE TOMATE COURGETTE

フレンチ・アペリティフのDNAを示す、
豊かなバラエティ。

ピカールのこだわり

※商品価格はすべて税別表記です

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。

フランスブルゴーニュの郷土料
理です。

パセリやガーリックを効かせた

風味豊かなバターの香りを

お楽しみください。

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。

薄く焼き上げてコーン型に巻いた生地に、

貝柱のフレークとチーズ、

柑橘類を合わせた具を詰め、

貝柱をトッピングしたフィンガーフードです。

オレンジとレモンの香りが

お口の中で爽やかに広がります。

フイユタージュ（折りパイ）に
パセリ、ガーリックを練りこんだ
バターとエスカルゴを詰めました。

スモークサーモンに包まれた粒マスタードで風味付けしたクリームチーズをブリニの上にのせたひと口サイズのアペリティフです。

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）

エスカルゴの
ブルゴーニュ風

食前のおつまみ
3 種の小さな花冠

サンジャックのミニコーン
アペリティフ

エスカルゴのミニパイ

サーモンの
ブーシェ

（ひと口サイズのアペリティフ）

240g
本体価格　2,980円
※12月発売予定

89g（12個入）
本体価格　980円

12個入（150g）
本体価格　980円

8個入（116g）
本体価格　980円
※12月発売予定

160g
本体価格　980円
※12月発売予定

108g（8個入）
本体価格　1,680円

ワインがすすむピカールのおつまみ

2種類（シャンパンソース・トリュフソース）の
サンジャックのアペリティフを
かわいい貝殻に盛り付けました。
パーティーを華やかにする逸品です。

サンジャックの
アペリティフ

180g（12個入）
本体価格　1,380円

Mariage mets et vins

シャンパンソース味にはシャンパーニュやクレマン・ダルザスを。
香りの余韻が長いトリュフソースにはシャルドネがおすすめです。

エスカルゴを気軽に味わえる商品なので、ラングドックの
シャルドネを合わせてカジュアルに楽しみたいですね。

赤ワインのような余韻のある味わいのピノノワールのスパークリングは、ひと口サイズながら存在感があるこのブーシェによく合います。

旨味の強い、ブルゴーニュのシャ
ルドネ系がおすすめです。

ガーリックの風味ともうまく寄り添
ってくれます。

テリーヌに使われているワインを合わせるのが一番相性が良いです。貴腐ワインやシャンパーニュのほか、日本酒も意外と合います。

バジルやシブレット、ミントなどハーブを使っているこの商品には、
繊細でハーブのような味わいのあるクレマン・ダルザスがおすすめです。

貝殻の化石を含む土壌で育ったシャブリは磯の香
りがして、貝類に

合います。軽快な味のサンジャックのアペリティ
フとも相性抜群です。

12 coquilles Saint-Jacques apéritives

12 Escargots de Bourgogne Belle grosseur

16 mini-feuilletés d'escargot
s

8 mini-cônes apéritifs aux noix 

de Saint-Jacques et agrumes

12 petites corolles

ALLIANCE DE FOIE GRAS DE CANARD 
DU SUD-OUEST ET DE FIGUES

8 bouchées apéritives au saumon

2006年、マスターソムリエ就任。超一流ホテルでのサービス
から公民館でのワインを楽しむ会の講師など幅広く活躍中。

Mariage mets et vins



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 03ｰ3235ｰ4087

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！

@ nami39h@ sumiresakurasky

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 #015　｜　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。

キャラメルソースで和えたバナナとクリームのタルトレット 
に、甘酸っぱいチェリーを添えて。

お気に入りのコーヒーと焼きたてクロワッサンの香りが
立ち込めるキッチンで、充実した朝の時間。

@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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バナナとシャンティの
タルトレット

クロワッサン
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