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Japanese English

シャンパン

Champagne

赤ワイン

Red Wine
14 ハンズ・カベルネ・ソーヴィニヨン

シャンパーニュ、フランス

コロンビア・ヴァレー、ワシントン、アメリカ

平均格付け90%以上のシャルドネとピノ・ノワールを使用する最高級のシャンパーニュ・
メゾンです。
フレッシュ感はシャルドネから、力強さはピノ・ノワールからつくられます。
苦みを伴った酸味がゆっくり広がり、穏やかで落ち着いた味わいです。

ローム質砂と砂利質の土壌からつくられるワインは、
ブルーベリーやプラムのジャムの
香りに樽の香りが加わり、空気に触れるとチョコレートのような甘い香りが広がって
ゆきます。

シャルドネ／ピノ･ノワール

カベルネ・ソーヴィニヨン／メルロー／シラー

Champagne Henriot Brut Souverain

14 Hands Cabernet Sauvignon

Champagne, France

Columbia Valley, Washington, U.S.A.

Henriot has boasted a sublime confluence of Champagne’s three noble grapes
since its founding in 1808. Its Brut Souverain is powerful, with long
lees-ageing, ample texture, filigreed freshness and scented length.
Defined by the mineral-clad fruit of the Montagne de Reims.

14 Hands is a powerful Cabernet Sauvignon, a clear kin of the concentrated
Californian expression, albeit with the hallmark mineral freshness of grapes
from Washington state. Cocoa, currant and saturated dark fruit flavors mingle
across a plush palate with a velour texture.

Chardonnay / Pinot Noir

Cabernet Sauvignon / Merlot / Syrah

ド リ ン ク ／ DRINK

シャンパーニュ・アンリオ・ブリュット・スーヴェラン

モントグラス・アントゥ・カルメネール 2013

白ワイン

ラペル・ヴァレー、チリ

White Wine

標高の高い土地に畑を開拓し、
より冷涼な気候の中でブドウを栽培しています。
ブラック
カラントやダークチェリーのボリューム感ある香り。酸味はかすかで筋肉質な骨格の
味わいです。

ボーグル・ヴィンヤーズ・シャルドネ 2013

カルメネール

カリフォルニア、アメリカ

MontGras Antu Carmenere 2013

カリフォルニア・サクラメントの南にある由緒あるワイナリー。
トロピカルフルーツを
連想させる香り。
ほのかでありながらも自己主張する酸味があり、
バランスよく柔らかな
味わいです。

Rapel Valley, Chile
Carmenère is an ancient Bordeaux grape ideal for full-weighted wines with
strong tannic profiles, influenced by oak. Antu Carmenere’s aromas vary from
dark fruit to black olive and spice. A synergy between the maritime viticulture
and rugged mountainous terroirs of Chile.

シャルドネ

Bogle Vineyards Chardonnay 2013

Carmenere

California, U.S.A.
An established producer based in Clarksburg, Bogle is renowned for producing
bumptious, full-bodied, creamy Chardonnays, offset with ambitious oak
handling and ripe, stone fruit flavors. A nice reminder that some things
never change!
Chardonnay

ヒューゲル・ジョンティ 2013
アルザス、フランス

「ジョンティ」
とは、昔、
アルザスで高貴品種の組み合わせからつくられていたワイン。
その伝統を復活させました。清涼感漂う香りに香草のニュアンスが追随します。
しっかり
した酸味に、微かな甘味とアルコール感がほどよく馴染んですっきりした味わいです。

シャンパーニュグラスにもコノシュアーズのこだわりを。
映画のシーンや晩餐会等のワインを楽しむ場面では、グラスの
ボウル部分を持つ事が一般的になってきました。ANAでは
シャンパンもステムレスのワイングラスでご提供いたします。
味覚・嗅覚が鈍ると言われる機内でもグラス内に広がる香りを
お楽しみください。

シルヴァネール／ピノ・ブラン／ピノ・グリ／ゲヴュルツトラミネール／リースリング／ミュスカ

Hugel Gentil 2013
Alsace, France
A blend of noble grapes from Alsace, primarily Riesling, Pinot Gris and
Gewurtztraminer. Brisk and impeccably poised, Hugel Gentil melds a gentle
“skinsy” texture with vivacious minerality and ample flavors of lime, apple,
stone fruit, spice and lychee.
Sylvaner / Pinot Blanc / Pinot Gris / Gewurztraminer / Riesling / Muscat

井上勝仁氏

ANA機内ワインアドバイザー
シニアソムリエ資格を保有。

Katsuhito Inoue
Curator, ANA premium
wine selection
JSA Senior Sommelier

ネッド･グッドウィン氏

ＡＮＡ機内ワインアドバイザー
ワイン業界における最高峰、
「マスター・オブ・ワイン」
を保有。

Ned Goodwin MW (Master of Wine)
ANA In-Flight Advisor
The MW is the highest qualification in the wine world

The connoisseurs’ careful selection of
even the champagne glass
Recently folks hold the bowls of their glasses when appreciating
wines in a film or banquet. Our Champagnes come in stemless wine
glasses to encourage the bouquets to unfold. These glasses
work well in the sky environment, where a person’s tastes
may change.

・ 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、ご希望に沿えない場合もございます。ご了承ください。

・ ワインの解説は日本語は井上氏、英語はグッドウィン氏によるものです。

・ 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

・ All above wine descriptions were penned by Katsuhito Inoue in Japanese and Ned Goodwin MW in English.

unable to provide the menu items of your choice. Thank you for your understanding.
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Japanese English

日本酒

Sake

食前酒 ＆ カクテル
宝剣酒造、広島

ドライシェリー

ANA日本酒アドバイザーセレクト

カンパリ（ソーダ／オレンジ）

蔵内に湧く軟水「宝剣銘水」
を使用。米の豊かな旨み、
キレのある味わいです。

キール

やや辛口

Houken Junmaiginjo Hattannishiki

Dry sherry
Campari (soda, orange)
Kir
Kir royal
Martini
Gin & tonic
Bloody Mary
Screwdriver

キールロワイヤル

Houken Shuzo, Hiroshima Recommended by ANA’s sake advisor

マティーニ
ジントニック

Made with the brewery’s own soft spring water. Pronounced rice umami with a clear finish.
medium dry

ブラディマリー

瀧津瀬 純米大吟醸

スクリュードライバー

玉泉堂酒造、岐阜

米の旨みが滝の流れの如く広がり、凛とした味わいの純米大吟醸です。
やや辛口

Takitsuse Junmaidaiginjo

スピリッツ

Spirits

シーバスリーガル 12年

Gyokusendo Shuzo, Gifu

Chivas Regal 12 Years Old
Jack Daniel’s Black
Suntory Whisky Hibiki 17 Years Old
Gin
Vodka

ジャックダニエルブラック

A clean, crisp junmaidaiginjo with an outpouring of rice umami.

サントリーウイスキー響 17年

medium dry

ド リ ン ク ／ DRINK

宝剣 純米吟醸 八反錦

Aperitifs & Cocktails

ジン
ウオッカ

空の上の日本酒旅
ANAでは日本のお酒に精通している太田和彦氏をアドバイザーに迎え、日本のお酒の新たな
魅力の発見や、
お酒を楽しむ素晴らしい時間を提供して参ります。

ビール

Beer

食後酒

Digestifs

Sake in the Skies
ANA is pleased to turn to Kazuhiko Ota — one of Japan’s noted authorities on the distinctive
rice wine known as sake — for expert advice regarding our in-flight selections. We encourage
you to take advantage of this opportunity to discover a new taste experience that this classic
beverage offers, further enhancing the pleasure and satisfaction of your journey.

カミュ VSOP

Camus VSOP
Baileys Original Irish Cream
Cointreau

ベイリーズ オリジナル アイリッシュクリーム
コアントロー

焼

酎

ノンアルコールドリンク

Shochu
川越

芋焼酎、川越酒造場、宮崎

さつまいも
「黄金千貫」
を使った、
まろやかな口当たりの芋焼酎。

Kawagoe

●

緑茶

●

コーヒー Brew of Nature 〜大地のしずく〜

●

紅茶

●

Shochu made from sweet potatoes, Kawagoe Shuzojo, Miyazaki

八女茶

ブレンドハーブティー（ローズ・ジャスミン・ペパーミント）
ハーブティー（カモミール）
ほうじ茶

A mellow shochu made from “Koganesengan,” a sweet potato variety.

カフェインレスコーヒー

華むぎ 杜谷

麦焼酎、ぶんご銘醸、大分

なでしこの花酵母が醸し出す芳しい香り。心地よい余韻が広がる綺麗な味わいです。

Hanamugi Moriya

●

香るかぼす

Non-alcohol Drinks
Green tea “Yamecha”
Coffee “Brew of Nature”
● Black tea
● Blend herbal tea (Rose, Jasmine, Peppermint)
Herbal tea (Chamomile)
Hojicha (low in caffeine)
Decaffeinated coffee
●
●

●

Aromatic Kabosu
Orange juice
Apple juice
Tomato juice
Grapefruit juice
Coca-Cola
Coca-Cola zero
7UP or Sprite
Ginger ale
Still mineral water
Sparkling mineral water
Milk
Cold green tea

●

ANA original drinks.

オレンジジュース
アップルジュース

Shochu made from barley, Bungo Meijo, Oita

トマトジュース

Fragrant aromas from the yeast of fringed pink flowers.
Clean flavors and a long, pleasant finish.

グレープフルーツジュース
コカ・コーラ

梅

酒

コカ・コーラ ゼロ

Umeshu (Plum Wine)
南高梅のこだわり梅酒

セブンアップ または スプライト
ジンジャーエール

大分

ミネラルウォーター
スパークリングウォーター

フルーティーな南高梅の実を選りすぐり、長期熟成したコクのある酒。

Nankobai-no-Kodawari Umeshu

A rich umeshu produced from select Japanese Nankobai plums
and matured for years.
・ 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、ご希望に沿えない場合もございます。ご了承ください。
・ 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
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牛乳

Oita

unable to provide the menu items of your choice. Thank you for your understanding.

冷緑茶
●

はANAオリジナルドリンクです。

・ 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、温かいお飲物のご提供を控えております。
・ 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.
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