
ソフトドリンク N O N - A L C O H O L I C  B E V E R A G E S

おつまみやお菓子をご用意しています。
ご希望のお客様は、客室乗務員にお知らせください。
Snacks and sweets are available.
Please contact our cabin attendant for details.

温かいお飲み物 Hot Drinks

紅茶 ジョージ スチュアート 
イングリッシュブレックファスト

Black Tea, George Steuart & Co. 
English Breakfast

＊ワイン原料由来の「酒石酸」が沈殿している場合がございますが、品質には問題ございません。
＊飲酒運転、未成年者の飲酒は法律で禁止されています。
＊機内におけるお客様の重篤な火傷防止のため、一部の温かいお飲み物については温度を下げてご提供いたしております。
　また、お子様およびお子様をお抱きのお客様には、温かいお飲み物のご提供を控えております。
＊銘柄は変更される場合もございます。数に限りがあるため、ご希望に添えない場合もございます。

＊Tartaric acid crystals from grapes are sometimes seen in the bottom. 
  They are natural and do not affect the quality of the wine.
＊Driving under the influence of alcohol and drinking under the age of 20 are strictly prohibited by Japanese law.
＊To prevent burn injuries, some of the hot beverages are served at lower temperatures. 
  Cold beverages are served to children and to adults holding them.
＊Please note that the availability of alcoholic brands may vary from the menu choices.
  Due to limited availability, there may be cases where we are unable to provide the menu items of your choice.
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オレンジジュース

アップルジュース

冷緑茶

ペプシコーラ

ペプシコーラ ゼロ

ペリエ

ミネラルウォーター

Orange Juice

Apple Juice

Iced Green Tea

Pepsi Cola

Pepsi Cola Zero

Perrier

Mineral Water

〈期間限定〉
野菜系ジュース
詳しくは客室乗務員におたずねください。

〈Limited time o�er〉 

Vegetable Juice
Ask our cabin attendant about this special selection.

抹茶入り静岡茶 Green tea “Shizuoka-cha” Matcha Blend

ビール・ビールテイスト飲料 Beer & Alcohol-free Beer Taste Beverage

アサヒ スーパードライ

キリン 一番搾り

サントリー ザ・プレミアム・モルツ

サッポロ プレミアム ヱビス

オリオンビール

サントリー オールフリー（ノンアルコール）

Asahi Super Dry

Kirin Ichiban Shibori

Suntory The Premium Malt's

Sapporo Premium Yebisu

Orion Draft Beer

Suntory All-Free (non-alcoholic beer)

ハイボール Highball (Whisky Soda)

角ハイボール Kaku Highball (Whisky Soda)

焼酎  ／  Shochu

夕 -SEKI-  芋焼酎 西酒造 鹿児島
専用に栽培した「黄金千貫」を使用。柑橘系の香りと甘さ、
心地よい味わいです。

Imo Shochu SEKI   Nishi Shuzo   Kagoshima
Citrus aromas mingle beautifully with the natural sweetness 
of “Koganesengan” potatoes.

白ワイン ／  White Wine

グラン・パレ・ボルドー・ブラン 2018 ボルドー、フランス
造り手は13世紀から続く古く由緒正しい伝統のブルゴーニュ
のワイナリー「パトリック・クレルジェ」。香りのボリュームは
控えめで大人しい印象。草木やレモンライムのフレーバーが
緩やかに立ち上がり、軽やかにまとまった味わいの白ワインです。

Grand Palais Bordeaux Blanc 2018  Bordeaux, France
A light, buoyant white from “Sélection Patrick Clerget,” a wine
trading family from Burgundy with a pedigreed heritage 
dating back to 13th century. Inviting notes of lemon, lime, and 
freshly cut grass are tempered in a gentle aromatic palette."

ソーヴィ二ヨン・ブラン / セミヨン

Sauvignon Blanc / Sémillon

a) 司牡丹 純米 船中八策 司牡丹酒造 高知
土佐の辛口と言えば、ご存知『司牡丹』。この酒を飲まず
して土佐酒は語れないと言われる名酒です。お米、乳製品、
ミネラル、果実などの香りに、コクのある旨みとキレのある
苦味が調和した超辛口タイプの日本酒です。  

a) Tsukasabotan Junmai Senchuhassaku  
Tsukasabotan Brewing   Kochi

The legendary Tsukasabotan represents the dry, round brews 
from Kochi Prefecture in southern Shikoku. A bone-dry sake 
known for its maximum umami, delicious bitterness, and 
pronounced aromas of rice, cream, minerals, and fruit.

b) マルマス米鶴 限定純米吟醸 米鶴酒造 山形
山形県高畠町で300年以上の歴史を受け継ぐ酒蔵。1983年
以降酒米栽培からの酒造りを手がけ、全国新酒鑑評会では
1956年以降33回の金賞を受賞しています。88羽の鶴が世界
に羽ばたくという意味を込めた縁起の良い酒「米鶴」。パイナッ
プルやぶどうの香味が力強く感じられ、余韻も長く続きます。

b) MarumasuYonetsuru Limited Junmai Ginjo
Yonetsuru Shuzo  Yamagata

The name “Yonetsuru” takes an auspicious meaning: “88 cranes 
spreading their wings.” From a three-century-old Yamagata 
brewery that began making sake from in-house-cultivated rice 
in 1983—a producer of 33 gold prizewinners at the national 
sake competitions since 1956. Pronounced grape and 
pineapple flavors, with a smooth, long finish.

ANAオリジナル コーヒー
“匠の珈琲紀行”

ANA’s Original Co�ee
—Co�ee Journal in The Sky—

レインフォレスト・アライアンス認証農園産コーヒー豆100％使用 The co�ee beans were produced on Rainforest Alliance 
Certi�ed™ farms in Brazil 

赤ワイン ／  Red Wine
3月よりaからbに順次切り替わります。
b) will be gradually introduced in place of a), starting from March.

a) エクリプス・ド・ロスタル・カーズ ラングドック、フランス
乾燥したプラムやカシスの香りにセージ、タイムのハーブの
香りが加わります。アルコールからくる熱感が心地よくコクの
ある味わいです。

Dried plum and blackcurrant aromas accented by subtle 
herbal notes of sage and thyme. The vibrant alcohol 
intensifies the palate.
Syrah / Grenache / Carignan

シラー / グルナッシュ / カリニャン

a) Eclipse de L'Ostal Cazes  Languedoc, France

b) シャトー・カペンドゥ 2018 ラングドック・ルーション、フランス
プラムやブルーベリーのジャム、更にはチョコレート、リコリス
の甘味を伴う香りに、チョウジ等のスパイス香が加わり複雑味
のあるワインです。

The palate is dense and firm, with pronounced powdery 
tannins, soft acidity. A structured, yet intensely fruity and very 
harmonious wine. 
Carignan / Grenache / Syrah 

カリニャン / グルナッシュ / シラー

b) Château CAPENDU 2018  Languedoc Roussillon, France

a) シャンパーニュ・ニコラ・フィアット・レゼルヴ・
エクスクルーシヴ・ブリュット シャンパーニュ、フランス
柚子やカボスの柑橘系の香りに洋ナシやミラベルの香りが
加わり、微かに炒ったナッツの香りが見え隠れします。切れの
ある酸味と活発な泡立ちが爽快感を強く感じさせます。

a) Champagne Nicolas Feuillatte Réserve Exclusive Brut
Champagne, France

A fresh citrus aroma of yuzu and kabosu intermingles with juicy pear and 
mirabelle plum aromas. Light, fresh, and vibrant champagne with crisp acidity.
Pinot Noir / Meunier / Chardonnay

ピノ・ノワール / ムニエ / シャルドネ

b) シャンパーニュ・アトン・ブリュット・レゼルヴ シャンパーニュ、フランス
絞りたてのパインジュースやグレープフルーツジュースの香り
にアカシアの花、微かにメントールにも似た香りがあり、強めの
泡立ちと穏やかな酸味が融合した見事な味わいです。

b) Champagne HATON Brut Réserve Champagne, France

An elegant and fresh wine with white chocolate and citrus fruit notes. 
Crisp acidity, fine bubbles, a vivid, supple, harmonious champagne.
Pinot Noir / Meunier / Chardonnay

ピノ・ノワール / ムニエ / シャルドネ

〈期間限定〉
香るかぼす
＊はちみつ入り

〈Limited time o�er〉
Aromatic Kabosu (Citrus)
＊Includes honey

＊機材変更等でシャンパン、またはスパークリングワインの提供路線が変更になる場合がございます。
＊The champagne or sparkling wine served may change on some routes, depending on changes of aircraft or other factors.

シャンパン ／  Champagne
羽田＝伊丹・札幌(新千歳)・福岡・沖縄（那覇）路線の便でご提供しております。
This selection is served on �ights between Haneda and Itami, Sapporo (New Chitose), Fukuoka, 
and Okinawa (Naha).

3月よりaからbに順次切り替わります。
b) will be gradually introduced in place of a), starting from March.

スパークリングワイン ／  Sparkling Wine
羽田＝伊丹・札幌(新千歳)・福岡・沖縄（那覇）路線以外の便でご提供しております。
This selection is served on �ights between Haneda and locations other than Itami, 
Sapporo (New Chitose), Fukuoka, and Okinawa (Naha).

ブリュット・ダルジャン・シャルドネ フランス
フランス東部ジュラ・サヴォワのシャルドネ種を用いて造られ
ました。青りんごや洋ナシの爽やかな香りに、ややグレープ
フルーツが持つ苦みを感じさせるような香りがあり、程よい酸味
が心地よく、飲みやすいスパークリングワインです。

Brut Dargent Chardonnay  France
A quaffable sparkling wine made with Chardonnay from the Jura and
Savoie in eastern France. Delightful acidity embraces brisk aromas of
green apple and pear punctuated by hints of bitter grapefruit.
Chardonnay

シャルドネ

日本酒  ／  Sake
3月よりaからbに順次切り替わります。
b) will be gradually introduced in place of a), starting from March.


