12

12

Dec

成田 ⇒ シンガポール
NARITA - SINGAPORE
成田 - 新加坡

ランチ / ディナー

Dec

成田・羽田 ⇒ シンガポール
NARITA・HANEDA - SINGAPORE
成田・羽田 - 新加坡

軽食

Lunch/Dinner

Snack

小鉢

春雨サラダ
蒸し鶏
カニカマフレーク
サラダ

ミックスリーフ
和風ゆず醤油ドレッシング
ブレッド
※ B チョイスご選択のお客様のみご提
供となります。

ソフトカンパーニュ
バター
デザート

チョコレートケーキ

A

Kobachi

Chinese style vermicelli salad
Steamed chicken
Imitation crab meat flakes

Total 710 kcal

鶏唐と彩り野菜弁当

Deep-fried chicken and vegetables
over steamed rice
香炸鸡肉和蔬菜盖蒸米饭

Salad

Mixed leaves
Yuzu citrus soy sauce dressing
Bread
* This is provided only to the passengers
who have opted for Menu B.

Soft campagne
Butter

B

Total 769 kcal

シーフードのトマト煮込み バジル風味

ペストリー

Braised seafood in tomato sauce basil flavor

Pastry bread

罗勒风味茄汁烩海鲜

酥皮面包

Dessert

Chocolate cake

メニューの内容は変更になる場合がございます。機内食の製造ラインでは、特定原材料（小麦、蕎麦、乳製品、卵、落花生、えび、かに）を含む製品を製造しています。

メニューの内容は変更になる場合がございます。機内食の製造ラインでは、特定原材料（小麦、蕎麦、乳製品、卵、落花生、えび、かに）を含む製品を製造しています。

Please note that the menu is subject to change. In-flight meals are produced at facilities which also handle specified allergic ingredients (wheat, buckwheat, dairy products, eggs, peanuts, shrimp and crab)
during the production process.

Please note that the menu is subject to change. In-flight meals are produced at facilities which also handle specified allergic ingredients (wheat, buckwheat, dairy products, eggs, peanuts, shrimp and crab)
during the production process.

菜单的内容会有变更的情况。制作飞机餐食的烹具在烹制过程中也会接触特别的过敏性食材配料（小麦、荞麦、奶制品、鸡蛋、花生、虾以及蟹）
。

NH801
N R T- S I N 1612 01-1612 31

菜单的内容会有变更的情况。制作飞机餐食的烹具在烹制过程中也会接触特别的过敏性食材配料（小麦、荞麦、奶制品、鸡蛋、花生、虾以及蟹）
。

NH801 / NH803 / NH841
N R T/ H N D - S I N 1612 01-1612 31

1

1

Jan

成田 ⇒ シンガポール
NARITA - SINGAPORE
成田 - 新加坡

ランチ / ディナー

Jan

成田・羽田 ⇒ シンガポール
NARITA・HANEDA - SINGAPORE
成田・羽田 - 新加坡

軽食

Lunch/Dinner

Snack

麺

素麺
錦糸玉子
麺つゆ
サラダ

ミックスリーフ
和風ゆず醤油ドレッシング
ブレッド
※ B チョイスご選択のお客様のみご提
供となります。

ソフトカンパーニュ
バター
デザート

チョコレートケーキ

A

Noodles

Japanese thin wheat noodles
Shredded egg crepe
Sauce for Japanese noodles

Total 564 kcal

海鮮ちらし丼

Boiled seafoods over vinegared rice
白灼海鲜盖醋饭

Salad

Mixed leaves
Yuzu citrus soy sauce dressing
Bread
* This is provided only to the passengers
who have opted for Menu B.

B

Total 735 kcal

チキンの煮込み ビーンズソース

ペストリー

Braised chicken in bean sauce

Pastry bread

豆酱焖鸡

酥皮面包

Soft campagne
Butter
Dessert

Chocolate cake

メニューの内容は変更になる場合がございます。機内食の製造ラインでは、特定原材料（小麦、蕎麦、乳製品、卵、落花生、えび、かに）を含む製品を製造しています。

メニューの内容は変更になる場合がございます。機内食の製造ラインでは、特定原材料（小麦、蕎麦、乳製品、卵、落花生、えび、かに）を含む製品を製造しています。

Please note that the menu is subject to change. In-flight meals are produced at facilities which also handle specified allergic ingredients (wheat, buckwheat, dairy products, eggs, peanuts, shrimp and crab)
during the production process.

Please note that the menu is subject to change. In-flight meals are produced at facilities which also handle specified allergic ingredients (wheat, buckwheat, dairy products, eggs, peanuts, shrimp and crab)
during the production process.

菜单的内容会有变更的情况。制作飞机餐食的烹具在烹制过程中也会接触特别的过敏性食材配料（小麦、荞麦、奶制品、鸡蛋、花生、虾以及蟹）
。

NH801
N R T- S I N 17 0101-17 0131

菜单的内容会有变更的情况。制作飞机餐食的烹具在烹制过程中也会接触特别的过敏性食材配料（小麦、荞麦、奶制品、鸡蛋、花生、虾以及蟹）
。

NH801 / NH803 / NH841
N R T/ H N D - S I N 17 0101-17 0131

2

2

Feb

成田 ⇒ シンガポール
NARITA - SINGAPORE
成田 - 新加坡

ランチ / ディナー

Feb

成田・羽田 ⇒ シンガポール
NARITA・HANEDA - SINGAPORE
成田・羽田 - 新加坡

軽食

Lunch/Dinner

Snack

麺

うどん
錦糸玉子
麺つゆ
サラダ

ミックスリーフ
和風ゆず醤油ドレッシング
ブレッド
※ B チョイスご選択のお客様のみご提
供となります。

ソフトカンパーニュ
バター
デザート

チョコレートケーキ

A

Noodles

Japanese udon noodles
Shredded egg crepe
Sauce for Japanese noodles

Total 540 kcal

ずわい蟹と海の幸丼
Snow crab meat and seafoods
over steamed rice
雪蟹肉和海鲜盖蒸米饭

Salad

Mixed leaves
Yuzu citrus soy sauce dressing
Bread
* This is provided only to the passengers
who have opted for Menu B.

B

Total 855 kcal

タンドリーチキン風 サフランライス添え

ペストリー

Tandoori chicken with saffron rice

Pastry bread

番红花坦都里烤鸡饭套餐

酥皮面包

Soft campagne
Butter
Dessert

Chocolate cake

メニューの内容は変更になる場合がございます。機内食の製造ラインでは、特定原材料（小麦、蕎麦、乳製品、卵、落花生、えび、かに）を含む製品を製造しています。

メニューの内容は変更になる場合がございます。機内食の製造ラインでは、特定原材料（小麦、蕎麦、乳製品、卵、落花生、えび、かに）を含む製品を製造しています。

Please note that the menu is subject to change. In-flight meals are produced at facilities which also handle speciﬁed allergic ingredients (wheat, buckwheat, dairy products, eggs, peanuts, shrimp and crab)
during the production process.

Please note that the menu is subject to change. In-flight meals are produced at facilities which also handle speciﬁed allergic ingredients (wheat, buckwheat, dairy products, eggs, peanuts, shrimp and crab)
during the production process.

菜单的内容会有变更的情况。制作飞机餐食的烹具在烹制过程中也会接触特别的过敏性食材配料（小麦、荞麦、奶制品、鸡蛋、花生、虾以及蟹）
。

NH801
N R T- S I N 17 0 2 01-17 0 2 2 8

菜单的内容会有变更的情况。制作飞机餐食的烹具在烹制过程中也会接触特别的过敏性食材配料（小麦、荞麦、奶制品、鸡蛋、花生、虾以及蟹）
。

NH801 / NH803 / NH841
N R T/ H N D - S I N 17 0 2 01-17 0 2 2 8

12

12

Dec

成田・羽田 ⇒ シンガポール
NARITA・HANEDA - SINGAPORE
成田・羽田 - 新加坡

ランチ / ディナー

Dec

成田・羽田 ⇒ シンガポール
NARITA・HANEDA - SINGAPORE
成田・羽田 - 新加坡

軽食

Lunch/Dinner

Snack

小鉢

春雨サラダ
蒸し鶏
カニカマフレーク
サラダ

ミックスリーフ
和風ゆず醤油ドレッシング
ブレッド
※ B チョイスご選択のお客様のみご提
供となります。

ソフトカンパーニュ
バター
デザート

チョコレートケーキ

A

Kobachi

Chinese style vermicelli salad
Steamed chicken
Imitation crab meat flakes

Total 710 kcal

鶏唐と彩り野菜弁当

Deep-fried chicken and vegetables
over steamed rice
香炸鸡肉和蔬菜盖蒸米饭

Salad

Mixed leaves
Yuzu citrus soy sauce dressing
Bread
* This is provided only to the passengers
who have opted for Menu B.

Soft campagne
Butter

B

Total 769 kcal

シーフードのトマト煮込み バジル風味

ペストリー

Braised seafood in tomato sauce basil flavor

Pastry bread

罗勒风味茄汁烩海鲜

酥皮面包

Dessert

Chocolate cake

メニューの内容は変更になる場合がございます。機内食の製造ラインでは、特定原材料（小麦、蕎麦、乳製品、卵、落花生、えび、かに）を含む製品を製造しています。

メニューの内容は変更になる場合がございます。機内食の製造ラインでは、特定原材料（小麦、蕎麦、乳製品、卵、落花生、えび、かに）を含む製品を製造しています。

Please note that the menu is subject to change. In-flight meals are produced at facilities which also handle specified allergic ingredients (wheat, buckwheat, dairy products, eggs, peanuts, shrimp and crab)
during the production process.

Please note that the menu is subject to change. In-flight meals are produced at facilities which also handle specified allergic ingredients (wheat, buckwheat, dairy products, eggs, peanuts, shrimp and crab)
during the production process.

菜单的内容会有变更的情况。制作飞机餐食的烹具在烹制过程中也会接触特别的过敏性食材配料（小麦、荞麦、奶制品、鸡蛋、花生、虾以及蟹）
。

菜单的内容会有变更的情况。制作飞机餐食的烹具在烹制过程中也会接触特别的过敏性食材配料（小麦、荞麦、奶制品、鸡蛋、花生、虾以及蟹）
。

NH803 / NH841

N R T/ H N D - S I N 1612 01-1612 31

NH801 / NH803 / NH841
N R T/ H N D - S I N 1612 01-1612 31

1

1

Jan

成田・羽田 ⇒ シンガポール
NARITA・HANEDA - SINGAPORE
成田・羽田 - 新加坡

ランチ / ディナー

Jan

成田・羽田 ⇒ シンガポール
NARITA・HANEDA - SINGAPORE
成田・羽田 - 新加坡

軽食

Lunch/Dinner

Snack

麺

素麺
錦糸玉子
麺つゆ
サラダ

ミックスリーフ
和風ゆず醤油ドレッシング
ブレッド
※ B チョイスご選択のお客様のみご提
供となります。

ソフトカンパーニュ
バター
デザート

チョコレートケーキ

A

Noodles

Japanese thin wheat noodles
Shredded egg crepe
Sauce for Japanese noodles

Total 564 kcal

海鮮ちらし丼

Boiled seafoods over vinegared rice
白灼海鲜盖醋饭

Salad

Mixed leaves
Yuzu citrus soy sauce dressing
Bread
* This is provided only to the passengers
who have opted for Menu B.

B

Total 735 kcal

チキンの煮込み ビーンズソース

ペストリー

Braised chicken in bean sauce

Pastry bread

豆酱焖鸡

酥皮面包

Soft campagne
Butter
Dessert

Chocolate cake

メニューの内容は変更になる場合がございます。機内食の製造ラインでは、特定原材料（小麦、蕎麦、乳製品、卵、落花生、えび、かに）を含む製品を製造しています。

メニューの内容は変更になる場合がございます。機内食の製造ラインでは、特定原材料（小麦、蕎麦、乳製品、卵、落花生、えび、かに）を含む製品を製造しています。

Please note that the menu is subject to change. In-flight meals are produced at facilities which also handle specified allergic ingredients (wheat, buckwheat, dairy products, eggs, peanuts, shrimp and crab)
during the production process.

Please note that the menu is subject to change. In-flight meals are produced at facilities which also handle specified allergic ingredients (wheat, buckwheat, dairy products, eggs, peanuts, shrimp and crab)
during the production process.

菜单的内容会有变更的情况。制作飞机餐食的烹具在烹制过程中也会接触特别的过敏性食材配料（小麦、荞麦、奶制品、鸡蛋、花生、虾以及蟹）
。

菜单的内容会有变更的情况。制作飞机餐食的烹具在烹制过程中也会接触特别的过敏性食材配料（小麦、荞麦、奶制品、鸡蛋、花生、虾以及蟹）
。

NH803 / NH841
N R T/ H N D - S I N 17 0101-17 0131

NH801 / NH803 / NH841
N R T/ H N D - S I N 17 0101-17 0131

2

2

Feb

成田・羽田 ⇒ シンガポール
NARITA・HANEDA - SINGAPORE
成田・羽田 - 新加坡

ランチ / ディナー

Feb

成田・羽田 ⇒ シンガポール
NARITA・HANEDA - SINGAPORE
成田・羽田 - 新加坡

軽食

Lunch/Dinner

Snack

麺

うどん
錦糸玉子
麺つゆ
サラダ

ミックスリーフ
和風ゆず醤油ドレッシング
ブレッド
※ B チョイスご選択のお客様のみご提
供となります。

ソフトカンパーニュ
バター
デザート

チョコレートケーキ

A

Noodles

Japanese udon noodles
Shredded egg crepe
Sauce for Japanese noodles

Total 540 kcal

ずわい蟹と海の幸丼
Snow crab meat and seafoods
over steamed rice
雪蟹肉和海鲜盖蒸米饭

Salad

Mixed leaves
Yuzu citrus soy sauce dressing
Bread
* This is provided only to the passengers
who have opted for Menu B.

B

Total 855 kcal

タンドリーチキン風 サフランライス添え

ペストリー

Tandoori chicken with saffron rice

Pastry bread

番红花坦都里烤鸡饭套餐

酥皮面包

Soft campagne
Butter
Dessert

Chocolate cake

メニューの内容は変更になる場合がございます。機内食の製造ラインでは、特定原材料（小麦、蕎麦、乳製品、卵、落花生、えび、かに）を含む製品を製造しています。

メニューの内容は変更になる場合がございます。機内食の製造ラインでは、特定原材料（小麦、蕎麦、乳製品、卵、落花生、えび、かに）を含む製品を製造しています。

Please note that the menu is subject to change. In-flight meals are produced at facilities which also handle speciﬁed allergic ingredients (wheat, buckwheat, dairy products, eggs, peanuts, shrimp and crab)
during the production process.

Please note that the menu is subject to change. In-flight meals are produced at facilities which also handle speciﬁed allergic ingredients (wheat, buckwheat, dairy products, eggs, peanuts, shrimp and crab)
during the production process.

菜单的内容会有变更的情况。制作飞机餐食的烹具在烹制过程中也会接触特别的过敏性食材配料（小麦、荞麦、奶制品、鸡蛋、花生、虾以及蟹）
。

菜单的内容会有变更的情况。制作飞机餐食的烹具在烹制过程中也会接触特别的过敏性食材配料（小麦、荞麦、奶制品、鸡蛋、花生、虾以及蟹）
。

NH803 / NH841

N R T/ H N D - S I N 17 0 2 01-17 0 2 2 8

NH801 / NH803 / NH841
N R T/ H N D - S I N 17 0 2 01-17 0 2 2 8

