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アペリティフ & カクテル

Sake

ドライシェリー

真澄 奥伝寒造り

カンパリソーダ

宮坂醸造、長野

創業1662年、清冽な水と冷涼な気候に恵まれた信州諏訪で三百数十年の歴史を刻む蔵元。
その酒名は諏訪大社の宝物にちなんでいます。全国多くの酒蔵で使用される優良清酒酵母
「協会7号」
の発祥蔵
としてもその名を馳せています。穏やかで落ち着いた香り。気取らず、さり気ない味わいの純米酒です。
濃醇中口 / アルコール度15°

カンパリオレンジ
梅酒
ジントニック
ブラディマリー
スクリュードライバー

MASUMI Okuden Kanzukuri

Miyasaka Brewing Co., Nagano

Birthplace of the renowned No. 7 yeast*, the three-century-old Miyasaka Brewing Co. (est. 1662) benefits
from the cold air and pure water of the Suwa highland basin of Nagano. Named after the sacred mirror
kept at the Suwa Taisha Shrine, “Masumi” is a comfortable junmai with gentle aromas. Mild-mannered in
every way.

ビール・ビールテイスト飲料
アサヒ スーパードライ
キリン 一番搾り

*A sake yeast from the Japan Brewing Society now widely used across Japan.

サッポロ 黒ラベル

Mild / 15% ABV

サントリー ザ・プレミアムモルツ
サントリー オールフリー(ノンアルコール)

ブランデー

シーバスリーガル 12年
ジャック ダニエル ブラック
ボンベイ・サファイア
アブソルート ウオッカ

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。
アルコール度２5°

Hanamugi Moriya

Barley Shochu, Bungo Meijo, Oita

Fragrant aromas from the yeast of fringed pink flowers. Clean flavors and a long, pleasant finish.
25% ABV

ノンアルコールドリンク

※ Includes honey

Orange Juice
Apple Juice
Grapefruit Juice
Tomato Juice
Cola
Cola Zero
Sprite or 7UP
Ginger Ale
Iced Green Tea
Still Mineral Water
Sparkling Mineral Water
(Perrier or other brands)
Milk

アップルジュース
グレープフルーツジュース

スプライト

または

セブンアップ

冷緑茶

アルコール度２5°

SEKI

Sweet Potato Shochu, Nishi Shuzo, Kagoshima

Citrus aromas mingle beautifully with the natural sweetness of “Koganesengan” potatoes.
25% ABV

Non-alcohol Drinks

オレンジジュース

ジンジャーエール

専用に栽培した
「黄金千貫」
を使用。柑橘系の香りと甘さ、心地よい味わいです。

Chivas Regal 12 Years Old
Jack Daniel’s Black
Bombay Sapphire
Absolut Vodka

ANA’s Original Drink Aromatic Kabosu (Citrus)

トマトジュース

芋焼酎、西酒造、鹿児島

Whiskies & Spirits

※はちみつ入り

コーラ ゼロ

夕 ‒ SEKI ‒

Asahi Super Dry
Kirin Ichiban Shibori
Sapporo Kuro Label
Suntory The Premium Malt’s
Suntory All-Free (non-alcoholic beer)

ANAオリジナルドリンク
「香るかぼす」

コーラ

せき

Beer＆Alcohol-free Beer Taste Beverage

Camus VSOP

ウィスキー&スピリッツ

Shochu

Dry sherry
Campari soda
Campari orange
Umeshu (plum wine)
Gin & tonic
Bloody Mary
Screwdriver

Brandy

カミュ VSOP

焼酎

Aperitifs & Cocktails

ミネラルウォーター
スパークリングウォーター
（ペリエまたはその他銘柄）
牛乳
緑茶

ディカフェ コーヒー

Green Tea
Coffee
Black Tea
Hojicha (Roasted Green Tea)
Decaffeinated Coffee

はANAオリジナルドリンクです。

ANA’s original drinks.

コーヒー
紅茶
ほうじ茶

・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。

・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。
・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.
・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 unable to provide the menu items of your choice. Thank you for your understanding.
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Champagne
シャンパーニュ・デュヴァル・ルロワ・ブリュット・レゼルヴ

米グローバルトラベラー
誌主催のエアラインワイン
コンペティション
「Wines
on the Wing 2018」
ビジ
ネスクラスシャンパン部
門で3位を獲得。
The third-highest scoring
Business Class Champagne
at the Wines on the Wing
airline wine competition
2018 staged by Global
Traveler magazine.

赤ワイン

Red Wine
シャトー・ラ・シャンドリエール

シャンパーニュ、フランス

メドック、ボルドー、フランス

1859年に設立された家族経営のシャンパーニュメーカー。各ワイン評論家から常に高い評価を受けており、
品質は常に安定しています。マルメロのゼリーやオレンジピールの香りにグレープフルーツジュースや洋ナシ、
ヘーゼルナッツの香ばしい香りが追随します。細かくクリーミーに感じる泡立ちの中に大人しい酸味と微かな
苦みが混在し落ち着いた味わいに仕上がっています。余韻の中にブリオッシュの香りが仄かに漂います。
＜おすすめフードペアリング：アペタイザーとともにお楽しみください。＞

カシスやミュール、干したプラムの香りにバニラや葉巻のようなニュアンスが追随します。
滑らかなタンニンに温かみのある酸味が加わり、バランスのよい味わいです。
＜おすすめフードペアリング：グリルのお肉料理など比較的重い料理＞

ピノ・ノワール / ムニエ / シャルドネ

Champagne Duval-Leroy Brut Réserve
Champagne, France

A family owned Champagne house, since 1859, Duval Leroy is well implanted in the heart of the region,
especially in Côte des Blancs. The Brut Reserve is a vinous Champagne, with dry fruit, sweet apple and
pastry flavors. On the palate, the attack is broad, then the bubbles are very fine and the mousse is creamy
and fresh. The persistent and salty finish is lifted with notes of sweet spices, biscuit and white bread.
<Recommended Food Pairing: Best enjoyed with an appetizer.>
Pinot Noir / Meunier / Chardonnay

カベルネ・ソーヴィニヨン / メルロー / カベルネ・フラン

Château La Chandellière
Médoc, Bordeaux, France

A very classic Médoc, with powerful, rich and complex nose of cherry, blackcurrant and a
seamlessly integrated toasty French oak character. Tannins are soft and velvety. Bright acidity
and fresh red fruit finish.
<Recommended Food Pairing: Heavier dishes such as grilled meats>
Cabernet Sauvignon / Merlot / Cabernet Franc

Château La Chandellière

Champagne Duval-Leroy Brut Réserve

白ワイン

White Wine
ライマット カステル シャルドネ

コステルス・デル・セグレ、カタルーニャ、スペイン

※ ラベ ル の デ ザ インが
変更になる場合がござい
ます。
*The wine label design may
change without notice.

カタルーニャ語で、
「ブドウ」
と
「手」
を意味するワイナリー「ライマット」
は1914年に設立されました。
トロピカルな香りが力強く立ち上がり、加熱によりグラニュー糖が溶けていく時にレモンジュースを流し込んだ
時のようなスモーキーさもうかがえます。フレッシュな酸味と熱感を伴う感覚が特徴的で余韻の中に
ややトロピカルフルーツの甘味も残る味わいです。
＜おすすめフードペアリング：シーフード料理など軽めの料理＞
シャルドネ

Raimat Castell Chardonnay
Costers del Segre, Catalunya, Spain

Named after the municipality of Lleida, a leading viticulture research center in Spain, this winery was
established by Manuel Raventos in 1914. The Chardonnay is an unoaked, dry, zesty wine,
displaying flavors of green pear, apricot and grapefruit. On the palate, it combines the aromatic
richness of the grape variety, tropical and creamy, with a lively acidity and a citrusy finish.
<Recommended Food Pairing: Lighter dishes such as seafood dishes>
Chardonnay

Raimat Castell Chardonnay

・ワインの英文解説は生産者等の解説によるもので、日本語解説とは異なる場合がございます。
・The English commentary on wine is based on commentaries by the producers etc. and may differ from Japanese commentary.
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