3

Mar

成田 ⇒ サンフランシスコ・サンノゼ
NARITA - SAN FRANCISCO・SAN JOSE
成田 - 旧金山・圣何塞

ランチ / ディナー

Lunch/Dinner
小鉢

春雨サラダ
蒸し鶏
カニカマフレーク
前菜

ポテトサラダ
ソフトサラミ
ドライパセリ
サラダ

ミックスリーフ
和風ゆず醤油ドレッシング

A

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。

Total 546 kcal

ソフトカンパーニュ / バター

海鮮ちらし丼

デザート

ハーゲンダッツ バニラ

Boiled seafoods over vinegared rice

B

ビーフシチュー デミグラスソース

Stewed beef with demi-glace sauce

Kobachi

白灼海鲜盖醋饭

Total 716 kcal

炖牛肉佐多明格拉斯浓汁

Chinese style vermicelli salad
Steamed chicken
Imitation crab meat flakes
Appetizer

Potato salad
Soft salami
Dried parsley
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
Dessert

Häagen-Dazs vanilla

到着前のサービス

Refreshment/Breakfast
フルーツ
デザート

ヨーグルト

Fruits
Light dessert

Yoghurt

A

Total 428 kcal

白身魚の照り焼き

B

Total 443 kcal

パンケーキとポーチドエッグ

Grilled whitefish teriyaki with steamed rice

Pancake and poached egg

照烧白肉鱼套餐

煎饼和荷包蛋

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.
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）
。

N R T- S F O / S J C 17 0 3 01-17 0 3 31

4

Apr

成田 ⇒ サンフランシスコ・サンノゼ
NARITA - SAN FRANCISCO・SAN JOSE
成田 - 旧金山・圣何塞

ランチ / ディナー

Lunch/Dinner
麺

素麺
錦糸玉子
麺つゆ
前菜

ポテトサラダ
パストラミビーフ
ドライパセリ
サラダ

ミックスリーフ
和風ゆず醤油ドレッシング

A

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。

Total 651 kcal

ソフトカンパーニュ / バター

牛すき焼き丼

デザート

ハーゲンダッツ バニラ

Braised beef sukiyaki style
over steamed rice
寿喜烧牛肉饭套餐

B

Total 817 kcal

シーフードのトマト煮込み バジル風味
Braised seafood
in tomato sauce basil flavor

Noodles

Japanese thin wheat noodles
Shredded egg crepe
Sauce for Japanese noodles

罗勒风味茄汁烩海鲜

Appetizer

Potato salad
Pastrami beef
Dried parsley
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
Dessert

Häagen-Dazs vanilla

到着前のサービス

Refreshment/Breakfast
フルーツ
デザート

ヨーグルト

Fruits
Light dessert

Yoghurt

A

Total 490 kcal

紅鮭の彩りご飯

Sockeye salmon flakes and shredded egg
crepe over steamed rice
缤纷三文鱼饭套餐

B

Total 385 kcal

イングリッシュマフィンとオムレツ
English muffin and omelet
英式松饼和煎蛋卷

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.
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）
。

N R T- S F O / S J C 17 0 4 01-17 0 4 3 0

5

May

成田 ⇒ サンフランシスコ・サンノゼ
NARITA - SAN FRANCISCO・SAN JOSE
成田 - 旧金山・圣何塞

ランチ / ディナー

Lunch/Dinner
麺

うどん
錦糸玉子
麺つゆ
前菜

シェルマカロニサラダ
ソフト生ハム
ドライパセリ
サラダ

ミックスリーフ
和風ゆず醤油ドレッシング

A

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。

Total 787 kcal

ソフトカンパーニュ / バター

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

デザート

B

ハーゲンダッツ バニラ
Noodles

Japanese udon noodles
Shredded egg crepe
Sauce for Japanese noodles

Total 766 kcal

洋食屋さんのビーフハンバーグ
フライドエッグ添え

Western style beef hamburger steak
with fried egg
西式汉堡牛肉饼配煎蛋

Appetizer

Shell pasta salad
Uncured ham
Dried parsley
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
Dessert

Häagen-Dazs vanilla

到着前のサービス

Refreshment/Breakfast
フルーツ
デザート

ヨーグルト

Fruits
Light dessert

Yoghurt

A

Total 428 kcal

昔ながらの鮭弁当風

Salt-grilled salmon and vegetables
with steamed rice
昔日风味鲑鱼便当套餐

B

Total 443 kcal

パンケーキとポーチドエッグ
Pancake and poached egg
煎饼和荷包蛋

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.
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）
。

N R T- S F O / S J C 17 0 5 01-17 0 5 31

