
和　食 洋　食

アペタイザー
スモークサーモンのパテとアイスバインの
ゼリー寄せ

メインディッシュ
大山どりのソテーとリゾーニパスタの
パエリア仕立て [409 kcal]

ブレッド
グラハムファイン

デザート　ＡＮＡ×ピエール・エルメ・パリ
Émotion Carré Blanc

口取り
珍味盛り(湯葉山椒煮)   
鮭小袖寿司　
帆立真丈    
厚焼き玉子　

お造り
キメジ鮪叩き　烏賊　

主菜
からす鰈幽庵焼き [174 kcal]

御飯
菊花御飯

味噌汁

和菓子 菓子舗 間瀬
黒きんつば

Japanese Cuisine International Cuisine

Appetizer
Smoked salmon pate and eisbein terrine

Main course
Sauteed Daisen chicken 
and risoni pasta paella-style [409 kcal]

Bread
Graham fine

Dessert  ANA×Pierre Hermé Paris
Émotion Carré Blanc

Kuchidori
Simmered bean curd crepe with sansho pepper    
Salmon sushi
Scallop fishcake    
Japanese omelet

Otsukuri
Quick-seared tuna    Squid

Shusai 
Grilled flounder with soy-based sauce [174 kcal]

Rice
Steamed rice with chrysanthemums

Miso soup

Wagashi Kashiho-MASE
Confection of sweetened beans wrapped 
in wheat-flour dough

9月

September

9月

O-A6/A48/A28/A44_◇NRT/HND-PEK/PVG/SHA 191mm P6 O-A6/A48/A28/A44_◇NRT/HND-PEK/PVG/SHA 191mm P7

小菜

珍味拼盘（花椒炖腐竹） 

鲑鱼寿司

扇贝糕  

日式煎蛋卷

生鱼片

生鲜金枪鱼　鱿鱼

主菜

酱烤黑鲽鱼 [174 kcal]

主食

菊花饭

酱汤

日本小点心 果子铺 间濑  

黑豆糕点

开胃菜

熏三文鱼肉饼德国猪脚肉冻

主菜

煎大山鸡意大利米面烩饭 [409 kcal]

面包

全麦面包

甜点　ANA×Pierre Hermé Paris

Émotion Carré Blanc（西式甜点）

日　餐 西　餐

・Please note that the menu is subject to change.
・Due to limited availability, there may be cases where we are unable to provide the menu items of your choice. Thank you for your understanding.
・Please enjoy your food and drink during the flight only.
・ANA strives to avoid using peanuts in our meals. Please be aware, however, that small amounts of peanuts are sometimes included during preparation, 

or may be contained in supplemental ingredients.
・Some fish dishes may have small bones. Please take care while eating.  
・The produce used in our meals is selected with consideration to safety.
・For information about the production area for raw rice materials according to the rice traceability law, please visit ANA SKY WEB (www.ana.co.jp).

・メニューの内容は変更になる場合がございます。　
・数に限りがあるため、ご希望に沿えない場合もございます。ご了承ください。 
・お食事やお飲み物は機内でお召し上がりください。
・お食事に落花生を使用しないように注意を払っておりますが、 調理・製造段階において微量に含まれる場合や、原材料の一部に使用されている場合がございます。
・魚料理には小骨がございます。ご注意ください。 
・安全性に配慮した食材を使用しております。
・米トレーサビリティ法に基づく米原材料の産地情報については、ANA SKY WEB（www.ana.co.jp）をご覧ください。

・菜单的内容会有变更的情况。
・因数量有限，若有不能满足乘客需求之处，敬请谅解。
・机上的食品和饮料请在机内食用。
・机上的饭菜中尽量注意不使用花生作为食材，但是在烹饪时会有少量花生成分或部分食材中使用花生。
・用餐时请留意鱼肉中的小鱼刺。
・机上的饮食均使用安全食材。
・关于基于大米安全追溯法的大米原产地信息，请访问ANA SKY WEB（www.ana.co . jp）。

写真はイメージです。
Image for display only.
图片仅供参考。



和　食 洋　食

口取り
珍味盛り(なめこたまり漬け) 　　
飛子軍艦
鰊甘露煮    
牛肉八幡巻き　

お造り
戻り鰹の叩き　　

主菜
金目鯛煮付け [204 kcal]

御飯
さつま芋御飯

味噌汁

和菓子 菓子舗 間瀬
黒きんつば

Japanese Cuisine International Cuisine

Kuchidori
Marinated nameko mushroom in soy sauce
Flying fish roe sushi
Stewed herring in sweetened soy-based sauce    
Beef and burdock roll

Otsukuri
Quick-seared bonito

Shusai 
Simmered alfonsino in soy-based sauce [204 kcal]

Rice
Steamed rice with sweet potato

Miso soup

Wagashi Kashiho-MASE
Confection of sweetened beans wrapped 
in wheat-flour dough

10月

October

10月

O-A6/A48/A28/A44_◇NRT/HND-PEK/PVG/SHA 191mm P8 O-A6/A48/A28/A44_◇NRT/HND-PEK/PVG/SHA 191mm P9

小菜

珍味拼盘（酱油滑菇）

飞鱼子寿司

甘露炖鲱鱼   

牛肉牛蒡卷

生鱼片

生鲜鲣鱼

主菜

干烧金眼鲷 [204 kcal]

主食

红薯饭

酱汤

日本小点心 果子铺 间濑  

黑豆糕点

日　餐 西　餐

アペタイザー
青ザーサイと蒸し鶏のピリ辛オードブル

メインディッシュ
豆腐のチャイナパスタと牛肉の柔らか煮
黒酢ソースとミルクジャガイモ添え 
[414 kcal]

ブレッド
ハーカオ

デザート
とろとろ杏仁とマロンのハーモニー

Appetizer
Green zha cai “Chinese pickles” 
and steamed chicken spicy hors d’oeuvre

Main course
Tofu pasta Chinese-style, soft-simmered beef 
with black vinegar sauce and milk potato [414 kcal]

Bread
Chinese-style bread 

Dessert  
Harmony of melted almond jelly and marron

・Please note that the menu is subject to change.
・Due to limited availability, there may be cases where we are unable to provide the menu items of your choice. Thank you for your understanding.
・Please enjoy your food and drink during the flight only.
・ANA strives to avoid using peanuts in our meals. Please be aware, however, that small amounts of peanuts are sometimes included during preparation, 

or may be contained in supplemental ingredients.
・Some fish dishes may have small bones. Please take care while eating.  ・The produce used in our meals is selected with consideration to safety.
・For information about the production area for raw rice materials according to the rice traceability law, please visit ANA SKY WEB (www.ana.co.jp).

・メニューの内容は変更になる場合がございます。　
・数に限りがあるため、ご希望に沿えない場合もございます。ご了承ください。 ・お食事やお飲み物は機内でお召し上がりください。
・お食事に落花生を使用しないように注意を払っておりますが、 調理・製造段階において微量に含まれる場合や、原材料の一部に使用されている場合がございます。
・魚料理には小骨がございます。ご注意ください。 ・安全性に配慮した食材を使用しております。
・米トレーサビリティ法に基づく米原材料の産地情報については、ANA SKY WEB（www.ana.co.jp）をご覧ください。

开胃菜

榨菜 棒棒鸡片

主菜

煮干丝芳香焖牛肉

牛奶土豆黑醋沙司 [414 kcal]

面包

割包

甜点　

杏仁栗子豆腐

・菜单的内容会有变更的情况。・因数量有限，若有不能满足乘客需求之处，敬请谅解。
・机上的食品和饮料请在机内食用。・机上的饭菜中尽量注意不使用花生作为食材，但是在烹饪时会有少量花生成分或部分食材中使用花生。
・用餐时请留意鱼肉中的小鱼刺。・机上的饮食均使用安全食材。
・关于基于大米安全追溯法的大米原产地信息，请访问ANA SKY WEB（www.ana.co . jp）。

洗練された驚きを。脇屋シェフのモダンチャイニーズ。

源自精益求精的品位—胁屋厨师的时尚中国情
胁屋友词先生是中国时尚料理的创始人。胁屋友词先生与ANA共同开发美味佳肴。

如在传统中餐中用黑醋红酒调味等，让您在品尝其绝妙的日式和法式风味的同时，

度过一个美好的空中之旅。

モダンチャイニーズの先駆者、脇屋友詞氏とANAとのコラボレーションメニュー。
黒酢に赤ワインをあわせたソースなど、中国料理の伝統に和やフレンチのニュ
アンスを繊細に取り入れた味わいをお楽しみください。

Marvel in chef Wakiya’s modern Chinese cuisine.
An ANA original, supervised by Japan’s leading modern Chinese cuisine 
chef, Yuji Wakiya. Imagine the flavor of a black vinegar sauce blended with 
red wine. Chinese culinary traditions fuse with the subtleties of French and 
Japanese cuisines.

写真はイメージです。
Image for display only.
图片仅供参考。



和　食 洋　食

アペタイザー
南瓜とさつま芋のモンブラン風 
フォアグラテリーヌ 秋刀魚のスモーク

メインディッシュ
秋鮭のソテー ４種の茸デュクセルと
ポルト酒風味のソースとともに [291 kcal]

ブレッド
グラハムファイン

デザート　ＡＮＡ×ピエール・エルメ・パリ
Dessert Carrément Chocolat

口取り
珍味盛り(ごま煮いわし味噌和え) 　　
秋刀魚炙り小袖寿司　
雲丹烏賊焼き　
蓮根梅肉和え　

お造り
勘八　長芋叩き　

主菜
牛すき焼き [282 kcal]

御飯
白御飯

味噌汁

和菓子 菓子舗 間瀬
黒きんつば

Japanese Cuisine International Cuisine

Appetizer
Pumpkin and sweet potato mont blanc-style,
foie gras terrine and smoked Pacific saury

Main course
Sauteed salmon covered with mixed mushroom 
duxelles and  Port wine sauce [291 kcal]

Bread
Graham fine

Dessert  ANA×Pierre Hermé Paris
Dessert Carrément Chocolat

Kuchidori
Simmered sardine marinated with miso 
and sesame paste  
Broiled Pacific saury sushi
Grilled squid with sea urchin paste    
Lotus root and Japanese plum salad

Otsukuri
Yellowtail    Crushed yam 

Shusai 
Braised beef sukiyaki-style [282 kcal]

Rice
Steamed rice

Miso soup

Wagashi Kashiho-MASE
Confection of sweetened beans wrapped 
in wheat-flour dough

11月

November

11月

O-A6/A48/A28/A44_◇NRT/HND-PEK/PVG/SHA 191mm P10 O-A6/A48/A28/A44_◇NRT/HND-PEK/PVG/SHA 191mm P11

小菜

珍味拼盘（酱拌芝麻炖沙丁鱼）

烤秋刀鱼寿司

烤海胆鱿鱼  

莲藕拌梅子

生鱼片

红甘 　山药泥 

主菜

日式牛肉锅 [282 kcal]

主食

米饭

酱汤

日本小点心 果子铺 间濑  

黑豆糕点

开胃菜

南瓜红薯蒙布朗 

鹅肝糕 熏秋刀鱼

主菜

煎秋鲑 什锦蘑菇波特酒酱汁 [291 kcal]

面包

全麦面包

甜点　ANA×Pierre Hermé Paris

Dessert Carrément Chocolat（西式甜点）

日　餐 西　餐

・Please note that the menu is subject to change.
・Due to limited availability, there may be cases where we are unable to provide the menu items of your choice. Thank you for your understanding.
・Please enjoy your food and drink during the flight only.
・ANA strives to avoid using peanuts in our meals. Please be aware, however, that small amounts of peanuts are sometimes included during preparation, 

or may be contained in supplemental ingredients.
・Some fish dishes may have small bones. Please take care while eating.  
・The produce used in our meals is selected with consideration to safety.
・For information about the production area for raw rice materials according to the rice traceability law, please visit ANA SKY WEB (www.ana.co.jp).

・メニューの内容は変更になる場合がございます。　
・数に限りがあるため、ご希望に沿えない場合もございます。ご了承ください。 
・お食事やお飲み物は機内でお召し上がりください。
・お食事に落花生を使用しないように注意を払っておりますが、 調理・製造段階において微量に含まれる場合や、原材料の一部に使用されている場合がございます。
・魚料理には小骨がございます。ご注意ください。 
・安全性に配慮した食材を使用しております。
・米トレーサビリティ法に基づく米原材料の産地情報については、ANA SKY WEB（www.ana.co.jp）をご覧ください。

・菜单的内容会有变更的情况。
・因数量有限，若有不能满足乘客需求之处，敬请谅解。
・机上的食品和饮料请在机内食用。
・机上的饭菜中尽量注意不使用花生作为食材，但是在烹饪时会有少量花生成分或部分食材中使用花生。
・用餐时请留意鱼肉中的小鱼刺。
・机上的饮食均使用安全食材。
・关于基于大米安全追溯法的大米原产地信息，请访问ANA SKY WEB（www.ana.co . jp）。

写真はイメージです。
Image for display only.
图片仅供参考。


