6

Jun

成田 ⇒ 杭州
NARITA - HANGZHOU

ランチ / ディナー

Lunch/Dinner

6/1 ～ 15 日
Jun 1 - 15

塩・コショウをご希望のお客様は、客室乗務員にお知らせください。

Salt and pepper are available. Please contact our cabin attendant when necessary.

6/16 ～ 30 日

前菜

あらびきポテトサラダ
スモークサーモン
ビーツとオニオンのサラダ
ケッパー
ディル

Jun 16 - 30

サラダ

ミックスリーフ
イタリアンドレッシング
デザート

マンゴームース
おつまみ
Appetizer

Potato salad
Smoked salmon
Beet and onion salad
Caper
Dill
Salad

Mixed leaves
Italian dressing

Total 820 kcal

Dessert

Total 667 kcal

Mango mousse

鶏唐と彩り野菜弁当
Deep-fried chicken and vegetables over
steamed rice

Snack

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

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.
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7

Jul

成田 ⇒ 杭州
NARITA - HANGZHOU

ランチ / ディナー

Lunch/Dinner

7/1 ～ 15 日
Jul 1 - 15

塩・コショウをご希望のお客様は、客室乗務員にお知らせください。

Salt and pepper are available. Please contact our cabin attendant when necessary.

7/16 ～ 31 日

前菜

ヘルシーサラダ
ほぐし鶏
和風ジュレ
イタリアンパセリ

Jul 16 - 31

サラダ

ミックスリーフ / イタリアンドレッシング
デザート

マンゴームース
おつまみ
Appetizer

Healthy salad
Chicken flakes
Japanese style gelée
Italian parsley
Salad

Mixed leaves / Italian dressing
Dessert

Mango mousse
Snack

Total 812 kcal

富山県産 白海老出汁カレー
Toyama glass shrimp dashi curry with
steamed rice

Total 777 kcal

ビーフシチュー &
とろとろ玉子のオムライス
Stewed beef with rice omelet

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.
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8

Aug

成田 ⇒ 杭州
NARITA - HANGZHOU

ランチ / ディナー

Lunch/Dinner

8/1 ～ 15 日
Aug 1 - 15

塩・コショウをご希望のお客様は、客室乗務員にお知らせください。

Salt and pepper are available. Please contact our cabin attendant when necessary.

8/16 ～ 31 日

前菜

ポテトサラダ
海老
スモークチキンのマリネ
ディル
刻み柚子

Aug 16 - 31

サラダ

ミックスリーフ / イタリアンドレッシング
デザート

マンゴームース
おつまみ
Appetizer

Potato salad
Shrimp
Marinated smoked chicken
Dill
Yuzu citron
Salad

Mixed leaves / Italian dressing
Dessert

Mango mousse

Total 664 kcal

Total 725 kcal

Snack

とろとろ玉子の鰻玉丼

赤ワインで煮込んだハッシュドビーフ

Simmered beaten egg and grilled eel over
steamed rice

Red wine-braised hashed beef

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.
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