9 月

Sep

日本の銘酒 ／ Sake

久保田 萬寿

惣誉 生酛仕込 特別純米

朝日酒造（新潟）

惣誉酒造（栃木）

創業1830年、酒処で知られる新潟県長岡市の酒蔵。
「酒造りは米づくりから」を合言葉に

創業は1872年。北関東の豊かな自然に抱かれ、熟練の技を磨き続ける酒蔵です。兵庫県

とことん酒米にこだわり、先進の設備と連綿と続く伝統の技で醸しています。その創業時の

特Ａ地区の山田錦を使用し、伝統的な酵母と製法にこだわりながらも、これまでの生酛※の

屋号を冠した入魂の銘柄「久保田」の最高峰がこの「萬寿」です。華やかで重厚な香り。

概念を変えるようなエレガントな酒造りを追求しています。選りすぐりの米による純米酒の

ふくらみのある柔らかさの中に、旨味・甘味・酸味が調和した、品のある味わいの食中酒です。

コク、生酛造りならではの優しい酸味。さらに鬼怒川水系の仕込み水のまろやかな風味も

アルコール度 15°/ 日本酒度 +2 / 酸度 1.2

感じられる繊細な味わいです。

原料米 麹米：五百万石 / 掛米：新潟県産米

※生酛とは、酒母造りの過程で乳酸菌を添加せず、
自然の力を活用して乳酸生成を促す伝統的な製法です。

Kubota « Manju »

アルコール度 15°/ 日本酒度 +4 / 酸度 1.8 / アミノ酸度 1.1

Asahi Brewery (Niigata)

15% ABV

Established in 1830, Asahi Shuzo is based in the Niigata prefecture known for its
high-quality sake production. “Kubota” is the original trade name of the brewery,
and “Manju” is their premium sake of the series. With the traditional method
enhanced by the advanced technology, the key factor of their production is the
quality of the rice used. Elegantly well-balanced palate with plump roundness
matches perfectly with food.

原料米 山田錦

Sohomare Kimoto Tokubetsu-Junmai
Sohomare Brewery (Tochigi)

15% ABV

Sohomare Brewery was established in 1872 in the northern Kanto region, striving 
to produce premium sake using traditional method passed on for generations. 
They use the grade “A” classified rice from Hyogo prefecture, producing a groundbreaking elegant-styled sake that changed the concept of sake made with the
traditional “Kimoto” method*. This Junmai sake has a round and soft acidity with
a smooth texture on the mouth.
* “Kimoto” method is a traditional technique that helps lactic acid develop naturally in the yeast
starter.

新政 No.6 X-Type
新政酒造（秋田）
1852年の創業以来、地に根を下ろした酒造りを貫く蔵元です。秋田県で栽培された米と、
この蔵で採取された「6号酵母」を用い、伝統の生酛造りで醸しています。
「No.6」は、濾過を
最小限におさえた、豊かな旨みと潔いキレが秀逸の生原酒。この「X-Type」は、より磨き

七賢 純米大吟醸 大中屋

込んだ米を使うことで格調高い仕上がりとなっており、6号酵母の清楚にして力強い存在感を

山梨銘醸（山梨）

味わえます。

1750年（寛延3年）に創業した業歴267年の日本酒蔵元。名水の里・白州にて、南アルプス

アルコール度 15°

甲斐駒ヶ岳の伏流水で醸す、七賢の屋号を冠した純米大吟醸です。酒造好適米を37%

原料米 秋田県酒造好適米

まで磨き、麹造りから搾りまで、手間暇を惜しまない造りを貫きました。やわらかく優しい
甘味と、瑞々しい後味に仕上げました。

ARAMASA No.6 X-Type
Aramasa Shuzo (Akita)

15% ABV

An establishment devoted to Akita since its 1852 founding, Aramasa Shuzo uses 
a long-standing Kimoto brewing process with local rice and its own No.6 yeast. 
The brews of the minimally filtered, unpasteurized, undiluted “No.6” series are clean,
crisp, and umami-rich. Crafted with highly polished rice, this elegant “X-Type”
highlights the graceful yet robust yeast.

アルコール度 16°
原料米 山田錦

Shichiken Junmai Daiginjo Onakaya
Yamanashi Meijo (Yamanashi)

16% ABV

A junmai daiginjo bearing the original name of a brewery dating back to 1750.
Brewed in Hakushu, Yamanashi using water purified through the granite layers of
Mt. Kai-Komagatake. The sake rice was polished up to 37%. Meticulous brewing
steps produce a gentle, sweet palate with an exquisite fresh finish.
※機内番組でもご紹介しています。

* The original program is available at ANA SKY CHANNEL.

・熱燗をご希望の場合は、客室乗務員にお知らせください。

•	If you would like warm sake (atsukan), please ask a cabin attendant.

10 月・11 月

Oct, Nov

日本の銘酒 ／ Sake

久保田 萬寿

惣誉 生酛仕込 特別純米

朝日酒造（新潟）

惣誉酒造（栃木）

創業1830年、酒処で知られる新潟県長岡市の酒蔵。
「酒造りは米づくりから」を合言葉に

創業は1872年。北関東の豊かな自然に抱かれ、熟練の技を磨き続ける酒蔵です。兵庫県

とことん酒米にこだわり、先進の設備と連綿と続く伝統の技で醸しています。その創業時の

特Ａ地区の山田錦を使用し、伝統的な酵母と製法にこだわりながらも、これまでの生酛※の

屋号を冠した入魂の銘柄「久保田」の最高峰がこの「萬寿」です。華やかで重厚な香り。

概念を変えるようなエレガントな酒造りを追求しています。選りすぐりの米による純米酒の

ふくらみのある柔らかさの中に、旨味・甘味・酸味が調和した、品のある味わいの食中酒です。

コク、生酛造りならではの優しい酸味。さらに鬼怒川水系の仕込み水のまろやかな風味も

アルコール度 15°/ 日本酒度 +2 / 酸度 1.2

感じられる繊細な味わいです。

原料米 麹米：五百万石 / 掛米：新潟県産米

※生酛とは、酒母造りの過程で乳酸菌を添加せず、
自然の力を活用して乳酸生成を促す伝統的な製法です。

Kubota « Manju »

アルコール度 15°/ 日本酒度 +4 / 酸度 1.8 / アミノ酸度 1.1

Asahi Brewery (Niigata)

15% ABV

Established in 1830, Asahi Shuzo is based in the Niigata prefecture known for its
high-quality sake production. “Kubota” is the original trade name of the brewery,
and “Manju” is their premium sake of the series. With the traditional method
enhanced by the advanced technology, the key factor of their production is the
quality of the rice used. Elegantly well-balanced palate with plump roundness
matches perfectly with food.

原料米 山田錦

Sohomare Kimoto Tokubetsu-Junmai
Sohomare Brewery (Tochigi)

Sohomare Brewery was established in 1872 in the northern Kanto region, striving 
to produce premium sake using traditional method passed on for generations. 
They use the grade “A” classified rice from Hyogo prefecture, producing a groundbreaking elegant-styled sake that changed the concept of sake made with the
traditional “Kimoto” method*. This Junmai sake has a round and soft acidity with
a smooth texture on the mouth.
* “Kimoto” method is a traditional technique that helps lactic acid develop naturally in the yeast
starter.

新政 No.6 X-Type
新政酒造（秋田）
1852年の創業以来、地に根を下ろした酒造りを貫く蔵元です。秋田県で栽培された米と、
この蔵で採取された「6号酵母」を用い、伝統の生酛造りで醸しています。
「No.6」は、濾過を
最小限におさえた、豊かな旨みと潔いキレが秀逸の生原酒。この「X-Type」は、より磨き
込んだ米を使うことで格調高い仕上がりとなっており、6号酵母の清楚にして力強い存在感を
味わえます。
アルコール度 15°
原料米 秋田県酒造好適米

ARAMASA No.6 X-Type
Aramasa Shuzo (Akita)

15% ABV

15% ABV

An establishment devoted to Akita since its 1852 founding, Aramasa Shuzo uses 
a long-standing Kimoto brewing process with local rice and its own No.6 yeast. 
The brews of the minimally filtered, unpasteurized, undiluted “No.6” series are clean,
crisp, and umami-rich. Crafted with highly polished rice, this elegant “X-Type”
highlights the graceful yet robust yeast.

・熱燗をご希望の場合は、客室乗務員にお知らせください。

•	If you would like warm sake (atsukan), please ask a cabin attendant.

9 月・10 月・11 月

Sep, Oct, Nov

日本の銘酒 ／ Shochu & Plum Wine

村尾

味覚の秋
この季節にご用意したラインナップは王道の久保田 萬寿を筆頭に生酛造りのクラシック

焼酎づくりの名人と謳われる村尾寿彦さんが醸す稀代の銘芋焼酎です。
伝統的な黒麹、良質なカライモを用い、仕込みはすべて昔ながらの甕壺。
上品で香ばしい風味、甘く柔らかな味わい、まろやかな余韻が長く続きます。

タイプから新政 No.6 X-Typeといったモダンタイプまで日本酒の「今」と「歴史」を感じ

Murao / Sweet Potato Shochu

ることができます。幅広い温 度 帯で楽しむことができる日本酒の魅力を秋の食材と共に

Murao Shuzo (Kagoshima)

ご堪能ください。

Season for the Palate

Unrivaled sweet-potato shochu made by Toshihiko Murao, a renowned distilling
master. Traditional black yeast and fine sweet potatoes are distilled in large ceramic
pots in the classic, time-proven manner. Its elegant, soft flavors give way to a lovely,
round finish.

Something about autumn enhances the enjoyment of food. Sake tastes wonderful in

佐藤 麦

秋は一年の中でもお食事を楽しみにされる方も多いでしょう。

北原 康行氏

「コンラッド東京」セリーズ/コラージュ
レストランマネージャー

Yasuyuki Kitahara
“Conrad Tokyo”, Cerise/Collage
Restaurant Manager

村尾酒造（鹿児島） アルコール度 25°

fall, no matter what temperature, warm or chilled. Sundry styles have been selected to
pair with seasonal delicacies, from the modern “ARAMASA No. 6 X-Type” to the classic
“Kubota Manju” and other varieties brewed by the traditional Kimoto method.

25% ABV

佐藤酒造（鹿児島） アルコール度 25°
100年以上にわたり、焼酎づくりに情熱を注ぎ込んできた、屈指の名蔵元。原料にどこまで
もこだわり、良質な大麦を厳選しています。じっくりと煎った麦を思わせる、柔らかく厚みの
ある香りと甘さ。麦焼酎のイメージを一新する、深みのある味わいです。

Satoh Mugi / Barley Shochu
第4回世界唎酒師コンクールで優勝経験を持つ北原康行氏は日本酒・本格焼酎の素晴らしさを世界に
伝える匠の一人です。また、コンラッド東京セリーズ/コラージュレストランマネージャーでもある北原氏
は料理に合わせ楽しんで頂ける飲み物は何かを常に追求し続けております。

Yasuyuki Kitahara, a connoisseur of Japanese libations, brings out the many charms of sake
and shochu in unique ways. His incredible pairings delight guests at Cerise and Collage, the
restaurants he manages at Conrad Tokyo Hotel. Kitahara won the 4th World Sake Sommelier
Competition in 2014.

Satoh Shuzo (Kagoshima)

25% ABV

A shochu made from barley carefully selected by one of Japan’s most prestigious
distillers, an artisanal perfectionist for more than 100 years. A deep, sweet flavor in 
a league of its own, with thick aromas of slowly roasted barley.
飛乃流 朝日
朝日酒造（鹿児島） アルコール度 25°
鹿児島から南へ380km、奄美諸島の喜界島で造られる極上の黒糖焼酎。サトウキビ栽培から
手がける自家製の黒糖と米麹を使い、素材の風味を生かすように低温発酵で仕込みます。
のどかな珊瑚の島の風景が目に浮かぶ、穏やかな甘みとコクが楽しい焼酎です。

Hinoryu Asahi / Brown Sugar Shochu
Asahi Shuzo (Kagoshima)

25% ABV

A shochu specially made from unrefined, estate-grown brown sugar, distilled on
the island of Kikaijima in southernmost Kyushu. A pleasing taste with a gentle
sweetness and full body well suited to the tranquil coral island whence it comes.
角玉梅酒
佐多宗二商店（鹿児島） アルコール度 12°
朝取りした上質な梅を３年貯蔵の本格米焼酎に仕込み、さらに１年熟成させた
こだわりの梅酒です。濁りをともなっているのは、濾過を最小限にとどめた高品質の証。
梅の旨味が鮮やかな、コクが深い逸品です。

Kakutama Plum Wine
Satasouji Shouten (Kagoshima)

12% ABV

First-rate plum wine brewed from the finest Japanese plums. Plums are steeped
in 3-year-aged genuine rice-shochu, where they mature for another year. Minimal
filtration gives this umeshu a lovely full body and texture, allowing the pure plum
flavor to sing.

・焼酎は、お好みの飲み方でお楽しみいただけます。
（お湯割り／水割り／ロック／ストレート）

•	Enjoy shochu neat, over ice, or with hot or cold water.

9 月

Sep

シャンパン ／ Champagne

シャンパーニュ・クリュッグ グランド・キュヴェ
シャンパーニュ、フランス
比類なきシャンパーニュ・クリュッグ グランド・キュヴェ。1843年以来、創業者ヨーゼフ・
クリュッグの理想を体現し続けています。120種類を超える10以上の異なるヴィンテージ

私たちがほんとうに美味しいと感じるワインを。
A NAワインアドバイザーのお二人をはじめとし、様々な年代・性別のテイスターによって選りすぐったワインを用意して

のワインを配合し、各年でアッサンブラージュ。セラーでさらに7年熟成し、毎年新たな

おります。機内ワインコンペティション「Cellars in the Sky 2018」や「Wines on the Wing 2018」では数多くの賞を

Éditionが誕生します。収穫年の異なるワインを多種ブレンドするため、単一ヴィンテージ

頂いております。食事と合わせ又は食後の余韻として、上質なひとときをお過ごしください。

では表現できない複雑な味わいとアロマが生まれます。
ANAファーストクラスでは1986年の国際線就航以来、至高のシャンパーニュにこだわ
り、クリュッグを提供し続けています。
〈おすすめフードペアリング：アミューズまたはアペタイザーとともにお楽しみください。〉
ピノ・ノワール / ムニエ / シャルドネ

Champagne Krug Grande Cuvée
Champagne, France

A gorgeous array of enchanting wines.
We invite you to try a selection of premium wines handpicked by our wine advisors and tasting panel. ANA’s wine
lists received prizes in many categories in the “Cellars in the Sky 2018” and “Wines on the Wing 2018 Airline
Wine Survey” in-flight wine competition. Our enchanting wines will regale your palate during and after dinner.

Since 1843, Krug Grande Cuvée has embodied the vision of its founder, Joseph Krug.
Every year, a new Édition is created: an extraordinary blend of over 120 wines
from more than 10 different years, resting at least 7 years in the cellar of Krug.
Blending so many wines from different years provides this myriad of flavours 
and aromas, something impossible to express with the wines of just one year.
ANA First Class has been serving the supreme Champagne since its first
international flight, in 1986. 
<Recommended Food Pairing: Best enjoyed with an amuse-bouche or appetizer.>

パリの有名レストラン「ラ・トゥール・ダルジャン」や「バヴィヨン・ル・ドワ
イアン」、イギリスのホテル「ザ・コノート」などでソムリエを務め、20 0 0
年、世界最優秀ソムリエコンクールにて優勝、世界最優秀ソムリエを受賞。
現在、ワインコンサルタント会社を運営しながら、フランスのルノートル社の
シェフ・ソムリエも務めています。

Pinot Noir / Meunier / Chardonnay

オリヴィエ・プーシエ氏

シャンパーニュ・シャルル・エドシック・ブリュット・ミレジメ 2006
シャンパーニュ、フランス

世界最優秀ソムリエ（2000年）

Olivier Poussier

Olivier Poussier was selected as the Best Sommelier in the World in
2000. He has served as sommelier at the prominent “La Tour d’Argent”
and “Pavillon Ledoyen” restaurants in Paris, as well as “The Connaught,” a
luxury hotel in London. Poussier now works as the chef sommelier at the
House Lenôtre of France while running a wine consulting firm.

Best Sommelier in the World (2000)

1851年シャルル・カミーユ・エドシックにより設立され、ガロ・ロマン時代に造られた採石

ANAファーストクラスご搭乗の
お客様に2000年世界最優秀ソム
リエのオリヴィエ・プーシエ氏が
特別にシャンパンをセレクト。

Olivier Poussier, the world’s best
sommelier (2000), has especially
selected this Champagne for
ANA’s passengers.

場を熟成庫として使う著名なメゾン。

日本ソムリエ協会にて常務理事 技術研究部部長を務め、ワインの啓蒙活

白桃を漬け込んだシロップの香りにマンダリンやレモンピール、スイカズラの香りが加わ

動や後進の育成に取り組む。2017年には「現代の名工」として厚生労働

り、炒ったアーモンドやブリオッシュの香りが複雑さを助長します。

大臣表彰受賞。国内外数々のコンクールで活躍し日本のワイン界を常に

上品で繊細な泡が口内でじんわりと拡がって果実の甘味さえ感じる芳醇な味わいです。

リードし続けるソムリエです。

〈おすすめフードペアリング：シーフード料理〉
ピノ・ノワール / シャルドネ

Champagne Charles Heidsieck Brut Millésimé 2006
Champagne, France

The aromas and taste of this vintage cuvée are very loyal to the style and patina
of this venerable Champagne firm. The influence of the 2006 solar year gives the
vintage the full richness of Pinot Noir on the attack and mid-palate. The Chardonnay
endows good tension and finesse. 
<Recommended Food Pairing: Seafood dishes>
Pinot Noir / Chardonnay

森 覚氏

「コンラッド東京」エグゼクティヴ ソムリエ

Satoru Mori
“Conrad Tokyo” Executive Sommelier

Satoru Mori is an Executive Sommelier at Conrad Tokyo. He handles
activities to raise awareness of wines and to train younger sommelier
as a managing director of Japan Sommelier Association (JSA). In 2017,
he was recognized as a “Modern Master Craftsman” by a Minister of
Health, Labour and Welfare Ministry. He leads the Japanese wine industry
through his outstanding performance and winning at various sommelier
competitions around the world and in Japan multiple times.

10 月

Oct

シャンパン ／ Champagne

シャンパーニュ・クリュッグ グランド・キュヴェ
シャンパーニュ、フランス
比類なきシャンパーニュ・クリュッグ グランド・キュヴェ。1843年以来、創業者ヨーゼフ・

世界の注目する偉大なワインを

クリュッグの理想を体現し続けています。120種類を超える10以上の異なるヴィンテージ

世界的に注目され、希少価値の高いワインの中からANAワインアドバイザーが極上の銘柄を今回特別に選定しました。

のワインを配合し、各年でアッサンブラージュ。セラーでさらに7年熟成し、毎年新たな

世界を代表するワイン銘醸地からワイン愛好家を魅了する、一度は味わってみたい憧れのワインを期間限定でご用意して

Éditionが誕生します。収穫年の異なるワインを多種ブレンドするため、単一ヴィンテージ

おります。食事と合わせ、または食後の余韻として、上質なひと時をお過ごしください。

では表現できない複雑な味わいとアロマが生まれます。
ANAファーストクラスでは1986年の国際線就航以来、至高のシャンパーニュにこだわ

Planetary greatness in wine

り、クリュッグを提供し続けています。

A selection of rare, great wines from around the world handpicked by our two wine advisors. Try a limited-time
collection of iconic wines adored by wine enthusiasts from the world over. These enchanting wines will regale your
palate during and after dinner.

〈おすすめフードペアリング：アミューズまたはアペタイザーとともにお楽しみください。〉
ピノ・ノワール / ムニエ / シャルドネ

Champagne Krug Grande Cuvée
Champagne, France

紫鈴（りんどう）

Since 1843, Krug Grande Cuvée has embodied the vision of its founder, Joseph Krug.
Every year, a new Édition is created: an extraordinary blend of over 120 wines
from more than 10 different years, resting at least 7 years in the cellar of Krug.
Blending so many wines from different years provides this myriad of flavours
and aromas, something impossible to express with the wines of just one year.
ANA First Class has been serving the supreme Champagne since its first
international flight, in 1986.
<Recommended Food Pairing: Best enjoyed with an amuse-bouche or appetizer.>

カプコン創業者の辻本憲三氏が一から造り上げ、今やナパ・ヴァレーで最も注目を集める
ワイナリーのひとつであるケンゾー エステイトから、フラッグシップとなる深みとしなやかさ
をあわせ持つエレガントなボルドーブレンドの赤ワインをお届けします。日米とも需要に生
産量が追い付かず、毎年完売してしまうほどの人気銘柄です。全米（Vivino Wine Style
Award）では、トップ・オブ・カリフォルニア・レッド・ワインに選ばれ、また全米のワイン
専門誌「The Wine Enthusiast」では、95点をマークする高評価を得ています。

rindo
The flagship red Bordeaux blend from Napa Valley’s one of the most celebrated
wineries developed to perfection under Kenzo Tsujimoto, the founder of the
videogame publisher Capcom. This flagship red wine, with its velvety palate and
layered depth, sells out every year in Japan and the US. The wines from Kenzo Estate
are recognized throughout the US wine community. “Rindo” has been named one of
the “Ten best Californian Red Blends” in the Vivino Wine Style Awards and bestowed
a 95-point score by the Wine Enthusiast Magazine.

Pinot Noir / Meunier / Chardonnay

シャンパーニュ・シャルル・エドシック・ブリュット・ミレジメ 2006
シャンパーニュ、フランス
1851年シャルル・カミーユ・エドシックにより設立され、ガロ・ロマン時代に造られた採石
場を熟成庫として使う著名なメゾン。

パリの有名レストラン「ラ・トゥール・ダルジャン」や「バヴィヨン・ル・ドワイアン」、イギリスのホテ

白桃を漬け込んだシロップの香りにマンダリンやレモンピール、スイカズラの香りが加わ

ル「ザ・コノート」などでソムリエを務め、2000年、世界最優秀ソムリエコンクールにて優勝、世界

り、炒ったアーモンドやブリオッシュの香りが複雑さを助長します。
ANAファーストクラスご搭乗の
お客様に2000年世界最優秀ソム
リエのオリヴィエ・プーシエ氏が
特別にシャンパンをセレクト。

Olivier Poussier, the world’s best
sommelier (2000), has especially
selected this Champagne for
ANA’s passengers.

最優秀ソムリエを受賞。現在、ワインコンサルタント会社を運営しながら、フランスのルノートル社の

上品で繊細な泡が口内でじんわりと拡がって果実の甘味さえ感じる芳醇な味わいです。

シェフ・ソムリエも務めています。

〈おすすめフードペアリング：シーフード料理〉
ピノ・ノワール / シャルドネ

Champagne Charles Heidsieck Brut Millésimé 2006
Champagne, France

The aromas and taste of this vintage cuvée are very loyal to the style and patina
of this venerable Champagne firm. The influence of the 2006 solar year gives the
vintage the full richness of Pinot Noir on the attack and mid-palate. The Chardonnay
endows good tension and finesse.
<Recommended Food Pairing: Seafood dishes>

オリヴィエ・プーシエ氏

Olivier Poussier was selected as the Best Sommelier in the World in 2000. He has served as
sommelier at the prominent “La Tour d’Argent” and “Pavillon Ledoyen” restaurants in Paris, as well
as “The Connaught,” a luxury hotel in London. Poussier now works as the chef sommelier at the
House Lenôtre of France while running a wine consulting firm.

世界最優秀ソムリエ（2000年）

Olivier Poussier
Best Sommelier in the World (2000)

日本ソムリエ協会にて常務理事 技術研究部部長を務め、ワインの啓蒙活動や後進の育成に取り組
む。2017年には「現代の名工」として厚生労働大臣表彰受賞。国内外数々のコンクールで活躍し日
本のワイン界を常にリードし続けるソムリエです。

Pinot Noir / Chardonnay

森 覚氏

「コンラッド東京」エグゼクティヴ ソムリエ

Satoru Mori
“Conrad Tokyo” Executive Sommelier

Satoru Mori is an Executive Sommelier at Conrad Tokyo. He handles activities to raise awareness
of wines and to train younger sommelier as a managing director of Japan Sommelier Association
(JSA). In 2017, he was recognized as a “Modern Master Craftsman” by a Minister of Health, Labour
and Welfare Ministry. He leads the Japanese wine industry through his outstanding performance
and winning at various sommelier competitions around the world and in Japan multiple times.

11 月

Nov

シャンパン ／ Champagne

シャンパーニュ・クリュッグ グランド・キュヴェ
シャンパーニュ、フランス
比類なきシャンパーニュ・クリュッグ グランド・キュヴェ。1843年以来、創業者ヨーゼフ・
クリュッグの理想を体現し続けています。120種類を超える10以上の異なるヴィンテージ

世界の注目する偉大なワインを
世界的に注目され、希少価値の高いワインの中からANAワインアドバイザーが極上の銘柄を今回特別に選定しました。

のワインを配合し、各年でアッサンブラージュ。セラーでさらに7年熟成し、毎年新たな

世界を代表するワイン銘醸地からワイン愛好家を魅了する、一度は味わってみたい憧れのワインを期間限定でご用意して

Éditionが誕生します。収穫年の異なるワインを多種ブレンドするため、単一ヴィンテージ

おります。食事と合わせ、または食後の余韻として、上質なひと時をお過ごしください。

では表現できない複雑な味わいとアロマが生まれます。
ANAファーストクラスでは1986年の国際線就航以来、至高のシャンパーニュにこだわ
り、クリュッグを提供し続けています。
〈おすすめフードペアリング：アミューズまたはアペタイザーとともにお楽しみください。〉
ピノ・ノワール / ムニエ / シャルドネ

Champagne Krug Grande Cuvée

Planetary greatness in wine
A selection of rare, great wines from around the world handpicked by our two wine advisors. Try a limited-time
collection of iconic wines adored by wine enthusiasts from the world over. These enchanting wines will regale your
palate during and after dinner.

Champagne, France

Since 1843, Krug Grande Cuvée has embodied the vision of its founder, Joseph Krug.
Every year, a new Édition is created: an extraordinary blend of over 120 wines
from more than 10 different years, resting at least 7 years in the cellar of Krug.
Blending so many wines from different years provides this myriad of flavours 
and aromas, something impossible to express with the wines of just one year.
ANA First Class has been serving the supreme Champagne since its first
international flight, in 1986. 
<Recommended Food Pairing: Best enjoyed with an amuse-bouche or appetizer.>
Pinot Noir / Meunier / Chardonnay

シャンパーニュ・シャルル・エドシック・ブリュット・ミレジメ 2006
シャンパーニュ、フランス
1851年シャルル・カミーユ・エドシックにより設立され、ガロ・ロマン時代に造られた採石
場を熟成庫として使う著名なメゾン。
白桃を漬け込んだシロップの香りにマンダリンやレモンピール、スイカズラの香りが加わ
り、炒ったアーモンドやブリオッシュの香りが複雑さを助長します。
ANAファーストクラスご搭乗の
お客様に2000年世界最優秀ソム
リエのオリヴィエ・プーシエ氏が
特別にシャンパンをセレクト。

Olivier Poussier, the world’s best
sommelier (2000), has especially
selected this Champagne for
ANA’s passengers.

上品で繊細な泡が口内でじんわりと拡がって果実の甘味さえ感じる芳醇な味わいです。
〈おすすめフードペアリング：シーフード料理〉
ピノ・ノワール / シャルドネ

Champagne Charles Heidsieck Brut Millésimé 2006
Champagne, France

The aromas and taste of this vintage cuvée are very loyal to the style and patina
of this venerable Champagne firm. The influence of the 2006 solar year gives the
vintage the full richness of Pinot Noir on the attack and mid-palate. The Chardonnay
endows good tension and finesse. 
<Recommended Food Pairing: Seafood dishes>
Pinot Noir / Chardonnay

紫鈴（りんどう）
カプコン創業者の辻本憲三氏が一から造り上げ、今やナパ・ヴァレーで最も注目を集める
ワイナリーのひとつであるケンゾー エステイトから、フラッグシップとなる深みとしなやかさ
をあわせ持つエレガントなボルドーブレンドの赤ワインをお届けします。日米とも需要に生
産量が追い付かず、毎年完売してしまうほどの人気銘柄です。全米（Vivino Wine Style
Award）では、トップ・オブ・カリフォルニア・レッド・ワインに選ばれ、また全米のワイン
専門誌「The Wine Enthusiast」では、95点をマークする高評価を得ています。

rindo
The flagship red Bordeaux blend from Napa Valley’s one of the most celebrated
wineries developed to perfection under Kenzo Tsujimoto, the founder of the
videogame publisher Capcom. This flagship red wine, with its velvety palate and
layered depth, sells out every year in Japan and the US. The wines from Kenzo Estate
are recognized throughout the US wine community. “Rindo” has been named one of
the “Ten best Californian Red Blends” in the Vivino Wine Style Awards and bestowed
a 95-point score by the Wine Enthusiast Magazine.
マルケージ・アンティノリ ティニャネロ 2015
イタリアワイン近代化の牽引役を担ってきた、偉大なトップワインメーカーのひとつ。
自由な発想で生み出されたティニャネロはイタリアの伝統的品種であるサンジョヴェーゼと、
国際品種であるカベルネ・ソーヴィニヨンなどを組み合わせた、イタリアの近代的なワイン
を代表する銘柄として世界中にその名を知らしめました。こうした近代的なワイン造りは
トスカーナで始まり、スーパータスカンと呼ばれます。世界の人々を魅了する味わいを
お楽しみ下さい。

Marchesi Antinori Tignanello 2015
A Super-Tuscan adored around the world. The Super-Tuscan movement is an
Italian wine renaissance that originated in Tuscany. Together with other legendary
estates, Antinori pioneered a progressive style that inclines toward international
vintages while somehow retaining authentic Tuscan flavors. This unconventional
Tignanello—Italian native Sangiovese blended with international Cabernet Sauvignon
and other grape varieties—has become a globally renowned, contemporary Italian red.

9 月

Sep

白ワイン ／ White Wine

バイロン・ニールソン サンタ・バーバラ・カウンティー シャルドネ 2015

ザール、ドイツ

冷涼な気候で、多種多様なクローンの選別と、植密度を上げた耐性のあるブドウから素

ローマ時代に建てられた、
ヴィルティンゲン村ファン・フォルクセン醸造所のワインです。

晴らしいワイン造りを目指している1984年設立のワイナリー。バナナや黄桃のシロップ

有機肥料、手作業にこだわり、リンゴの蜜のような香りや洋ナシのアロマが爽やかさを

漬け、パパイヤといった果物を強く連想する香りに、蜂蜜やバニラの香りが加わります。
黄色い果物をヨーグルトで混ぜ加えたときのような穏やかでまるみのある味わいと、やや
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」
ファーストクラス白ワイン部門にて
３位を獲得。

The third-highest scoring
First Class White Wine at the
Wines on the Wing airline wine
competition 2018 staged by
Global Traveler magazine.

ファン・フォルクセン・ロートシーファー・リースリング・カビネット 2016

サンタ・バーバラ、カリフォルニア、アメリカ

強めのアルコール感が味わいのグレードを引き上げています。
〈おすすめフードペアリング：シーフード料理〉

醸し出します。甘さを抑えた酸味で、クリスピーな感覚のやや辛口に仕上がっています。
〈おすすめフードペアリング：さつま揚げなどの甘みのあるお食事〉
リースリング

Van Volxhem Rotschiefer Riesling Kabinett 2016

シャルドネ

Saar, Germany

Nielson by Byron Santa Barbara County Chardonnay 2015
A Chardonnay produced with grapes sourced from the Santa Maria Valley, the
coolest part of Santa Barbara County. A honeyed and stone fruit flavored wine,
with lively acidity balancing the creamy texture. Stone fruit and tangerine
aromas. A round Chardonnay, richly fruited with a citrus lift on the finish.
<Recommended Food Pairing: Seafood dishes>

The vineyards of Van Volxem were first planted in the 3rd century AD by the
Romans. Now owned by the extremely talented Roman Niewodniczanski. 
The estate farms some of the best sites, on the steep slopes of the Saar Valley. 
This Rotschiefer – meaning red slate – riesling embodies the essence of purity.
Very delicate nose dominated by green apple, fresh pineapple and lime scents.
The aromas echo across the off-dry, taut palate with a lingering mineral finish.
<Recommended Food Pairing: Slightly sweet dishes such as Satsuma-age fried fishcakes>

Chardonnay

Riesling

Santa Barbara, California, USA

シャブリ プルミエ・クリュ・シャントルリ ドメーヌ ラロッシュ 2014
シャブリ、ブルゴーニュ、フランス
歴史あるドメーヌで、シャブリに特にこだわりを持っており、クリーンで切れの良さを持ち
味としています。すりおろした青りんごのピュアな香りやレモングラスのようなグリーン
ノートに、火打石のニュアンスが追随します。キリッと締まった酸味に爽快感さえ覚える
味わいで、スムースでしなやかな感覚の中に仄かに苦みをまとい、余韻も綺麗にまとまっ
ています。
〈おすすめフードペアリング：シーフード料理〉
シャルドネ

Chablis 1er Cru Chantrerie Domaine Laroche 2014
Chablis, Burgundy, France

One of the oldest estates in Burgundy, founded by the Abbots of Saint-Martin de
Tours. A typical, flinty, mineral, taut Chablis, with a refined nose, and a fresh but
textured palate, with white flowers, hazelnut and almond aromas and a zesty finish.
<Recommended Food Pairing: Seafood dishes>
Chardonnay

パリサー・エステート ソーヴィニヨン・ブラン 2016
マーティンボロー、ニュージーランド
ニュージーランド、北島最南端のパリサー岬にその名を由来するワイナリー。グレープ
フルーツを搾った時の爽やかな香りが拡がると、すぐにドライハーブやラノリンの香りも
追随し、時間と共に凝縮されていた芳香がゆっくり解ける上品な香り。瑞々しい爽やかな
酸味と控えめなアルコール感が飲み易い味わいを造り出しています。アフターフレーバー
には柑橘系の果実やハーブのニュアンスが強く感じられる味わいです。
〈おすすめフードペアリング：シーフード料理〉
ソーヴィニヨン・ブラン

Palliser Estate Sauvignon Blanc 2016
Martinborough, New Zealand

The award-winning wine estate is named after the explorer Admiral Hugh Palliser,
patron of the Captain Cook. A pungent, intensely aromatic wine, with vibrant
passion fruit, citrus fruit and gooseberry flavors. The palate is dry, taut, mediumbodied, with tropical fruit notes, a herbal undertone and zesty acidity. Energy,
vivaciousness and tension for this serious, fine-textured Sauvignon-Blanc. 
<Recommended Food Pairing: Seafood dishes>
Sauvignon Blanc

・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.

10 月

Oct

白ワイン ／ White Wine

バイロン・ニールソン サンタ・バーバラ・カウンティー シャルドネ 2015

ザール、ドイツ

冷涼な気候で、多種多様なクローンの選別と、植密度を上げた耐性のあるブドウから素

ローマ時代に建てられた、
ヴィルティンゲン村ファン・フォルクセン醸造所のワインです。

晴らしいワイン造りを目指している1984年設立のワイナリー。バナナや黄桃のシロップ

有機肥料、手作業にこだわり、リンゴの蜜のような香りや洋ナシのアロマが爽やかさを

漬け、パパイヤといった果物を強く連想する香りに、蜂蜜やバニラの香りが加わります。
黄色い果物をヨーグルトで混ぜ加えたときのような穏やかでまるみのある味わいと、やや
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」
ファーストクラス白ワイン部門にて
３位を獲得。

The third-highest scoring
First Class White Wine at the
Wines on the Wing airline wine
competition 2018 staged by
Global Traveler magazine.

ファン・フォルクセン・ロートシーファー・リースリング・カビネット 2016

サンタ・バーバラ、カリフォルニア、アメリカ

強めのアルコール感が味わいのグレードを引き上げています。
〈おすすめフードペアリング：シーフード料理〉

醸し出します。甘さを抑えた酸味で、クリスピーな感覚のやや辛口に仕上がっています。
〈おすすめフードペアリング：さつま揚げなどの甘みのあるお食事〉
リースリング

Van Volxhem Rotschiefer Riesling Kabinett 2016

シャルドネ

Saar, Germany

Nielson by Byron Santa Barbara County Chardonnay 2015
A Chardonnay produced with grapes sourced from the Santa Maria Valley, the
coolest part of Santa Barbara County. A honeyed and stone fruit flavored wine,
with lively acidity balancing the creamy texture. Stone fruit and tangerine
aromas. A round Chardonnay, richly fruited with a citrus lift on the finish.
<Recommended Food Pairing: Seafood dishes>

The vineyards of Van Volxem were first planted in the 3rd century AD by the
Romans. Now owned by the extremely talented Roman Niewodniczanski. 
The estate farms some of the best sites, on the steep slopes of the Saar Valley. 
This Rotschiefer – meaning red slate – riesling embodies the essence of purity.
Very delicate nose dominated by green apple, fresh pineapple and lime scents.
The aromas echo across the off-dry, taut palate with a lingering mineral finish.
<Recommended Food Pairing: Slightly sweet dishes such as Satsuma-age fried fishcakes>

Chardonnay

Riesling

テーラ・テール 2015

アクスティック・ブラン 2017

Santa Barbara, California, USA

南オーストラリア、オーストラリア
Terre à Terreは「地に足がついた、しっかりした」という意味のワインです。フランス
ワインをお手本としグレープフルーツ、青りんごの香りにカシスの芽の香りがかすかに
漂う芳香性を持ち、味わい豊かな酸味の中に甘みを感じさせる余韻の長いワインです。
〈おすすめフードペアリング：シーフード料理〉
ソーヴィニョン・ブラン

Terre à Terre 2015
South Australia, Australia

Located just North of Coonawarra in South Australia, Wrattonbully has similar 
geology – limestone covered by terra rossa soils – ideal for vinegrowing. This is a
vibrant Sauvignon Blanc, both fresh and textured, with bright acidity, passion fruit
and citrus notes and an elegant toasty lift from judiciously handled old oak. A very
attractive version of the grape variety, combining energy, focus and depth. 
<Recommended Food Pairing: Seafood dishes>
Sauvignon Blanc

モンサン、スペイン
樹齢の古いブドウ樹からワインを造ることにこだわるペネデスにあるワイナリーです。
ブドウ本来の持つ味わいがワインに反映できるよう、畑作り、選果も丁寧に行われています。
洋ナシやジャスミンのような風味をもつガルナッチャというブドウ品種の特性がよく表れて
おり、後味に苦みを感じる味わいです。
〈おすすめフードペアリング：シーフード料理〉
ガルナッチャ・ブランカ / マカベオ / ガルナッチャ・グリ / パンサル

Acústic Blanc 2017
Montsant, Spain

Albert Jané is a passionate winemaker and one of the pioneers of the DO Montsant
in Spain. Acustic is the expression of his skill, of very old vines – between 35 and
over 100 years old – farmed organically on stony soils with local grape varieties.
A rich white wine, with restrained, delicate flavors of ripe pear and stone fruits,
and a multi-layered, creamy, and broad palate. Racy bitter almond and smoky
aftertaste. 
<Recommended Food Pairing: Seafood dishes>
Grenache Blanc / Macabeo / Grenache Gris / Pensal

・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.

11 月

Nov

白ワイン ／ White Wine

バイロン・ニールソン サンタ・バーバラ・カウンティー シャルドネ 2015

ザール、ドイツ

冷涼な気候で、多種多様なクローンの選別と、植密度を上げた耐性のあるブドウから素

ローマ時代に建てられた、
ヴィルティンゲン村ファン・フォルクセン醸造所のワインです。

晴らしいワイン造りを目指している1984年設立のワイナリー。バナナや黄桃のシロップ

有機肥料、手作業にこだわり、リンゴの蜜のような香りや洋ナシのアロマが爽やかさを

漬け、パパイヤといった果物を強く連想する香りに、蜂蜜やバニラの香りが加わります。
黄色い果物をヨーグルトで混ぜ加えたときのような穏やかでまるみのある味わいと、やや
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」
ファーストクラス白ワイン部門にて
３位を獲得。

The third-highest scoring
First Class White Wine at the
Wines on the Wing airline wine
competition 2018 staged by
Global Traveler magazine.

ファン・フォルクセン・ロートシーファー・リースリング・カビネット 2016

サンタ・バーバラ、カリフォルニア、アメリカ

強めのアルコール感が味わいのグレードを引き上げています。
〈おすすめフードペアリング：シーフード料理〉

醸し出します。甘さを抑えた酸味で、クリスピーな感覚のやや辛口に仕上がっています。
〈おすすめフードペアリング：さつま揚げなどの甘みのあるお食事〉
リースリング

Van Volxhem Rotschiefer Riesling Kabinett 2016

シャルドネ

Saar, Germany

Nielson by Byron Santa Barbara County Chardonnay 2015
A Chardonnay produced with grapes sourced from the Santa Maria Valley, the
coolest part of Santa Barbara County. A honeyed and stone fruit flavored wine,
with lively acidity balancing the creamy texture. Stone fruit and tangerine
aromas. A round Chardonnay, richly fruited with a citrus lift on the finish.
<Recommended Food Pairing: Seafood dishes>

The vineyards of Van Volxem were first planted in the 3rd century AD by the
Romans. Now owned by the extremely talented Roman Niewodniczanski. 
The estate farms some of the best sites, on the steep slopes of the Saar Valley. 
This Rotschiefer – meaning red slate – riesling embodies the essence of purity.
Very delicate nose dominated by green apple, fresh pineapple and lime scents.
The aromas echo across the off-dry, taut palate with a lingering mineral finish.
<Recommended Food Pairing: Slightly sweet dishes such as Satsuma-age fried fishcakes>

Chardonnay

Riesling

Santa Barbara, California, USA

テーラ・テール 2015
南オーストラリア、オーストラリア
Terre à Terreは「地に足がついた、しっかりした」という意味のワインです。フランス
ワインをお手本としグレープフルーツ、青りんごの香りにカシスの芽の香りがかすかに
漂う芳香性を持ち、味わい豊かな酸味の中に甘みを感じさせる余韻の長いワインです。
〈おすすめフードペアリング：シーフード料理〉
ソーヴィニョン・ブラン

Terre à Terre 2015

Olivier Poussier

Best Sommelier in the
World (2000)

樹齢の古いブドウ樹からワインを造ることにこだわるペネデスにあるワイナリーです。
ブドウ本来の持つ味わいがワインに反映できるよう、畑作り、選果も丁寧に行われています。
洋ナシやジャスミンのような風味をもつガルナッチャというブドウ品種の特性がよく表れて
おり、後味に苦みを感じる味わいです。
〈おすすめフードペアリング：シーフード料理〉
ガルナッチャ・ブランカ / マカベオ / ガルナッチャ・グリ / パンサル

Located just North of Coonawarra in South Australia, Wrattonbully has similar 
geology – limestone covered by terra rossa soils – ideal for vinegrowing. This is a
vibrant Sauvignon Blanc, both fresh and textured, with bright acidity, passion fruit
and citrus notes and an elegant toasty lift from judiciously handled old oak. A very
attractive version of the grape variety, combining energy, focus and depth. 
<Recommended Food Pairing: Seafood dishes>

Acústic Blanc 2017

パリの有名レストラン「ラ・トゥール・ダルジャン」や「バヴィヨン・ル・ドワイアン」、イギリスのホテル「ザ・コノー
ト」などでソムリエを務め、2000年、世界最優秀ソムリエコンクールにて優勝、世界最優秀ソムリエを受賞。現在、
ワインコンサルタント会社を運営しながら、フランスのルノートル社のシェフ・ソムリエも務めています。

世界最優秀ソムリエ（2000年）

モンサン、スペイン

South Australia, Australia

Sauvignon Blanc

オリヴィエ・プーシエ氏

アクスティック・ブラン 2017

Montsant, Spain

Albert Jané is a passionate winemaker and one of the pioneers of the DO Montsant
in Spain. Acustic is the expression of his skill, of very old vines – between 35 and
over 100 years old – farmed organically on stony soils with local grape varieties.
A rich white wine, with restrained, delicate flavors of ripe pear and stone fruits,
and a multi-layered, creamy, and broad palate. Racy bitter almond and smoky
aftertaste. 
<Recommended Food Pairing: Seafood dishes>
Grenache Blanc / Macabeo / Grenache Gris / Pensal

Olivier Poussier was selected as the Best Sommelier in the World in 2000. He has served as sommelier at the
prominent “La Tour d’Argent” and “Pavillon Ledoyen” restaurants in Paris, as well as “The Connaught,” a luxury
hotel in London. Poussier now works as the chef sommelier at the House Lenôtre of France while running a
wine consulting firm.
日本ソムリエ協会にて常務理事 技術研究部部長を務め、ワインの啓蒙活動や後進の育成に取り組む。2017年に
は「現代の名工」として厚生労働大臣表彰受賞。国内外数々のコンクールで活躍し日本のワイン界を常にリードし
続けるソムリエです。

森 覚氏

「コンラッド東京」
エグゼクティヴ ソムリエ

Satoru Mori

“Conrad Tokyo” Executive
Sommelier

Satoru Mori is an Executive Sommelier at Conrad Tokyo. He handles activities to raise awareness of wines and
to train younger sommelier as a managing director of Japan Sommelier Association (JSA). In 2017, he was
recognized as a “Modern Master Craftsman” by a Minister of Health, Labour and Welfare Ministry. He leads the
Japanese wine industry through his outstanding performance and winning at various sommelier competitions
around the world and in Japan multiple times.

・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.

9 月

Sep

赤ワイン ／ Red Wine

キャンバスバック・カベルネ・ソーヴィニヨン レッド・マウンテン

アヴィニョネージ ヴィーノ・ノビレ・ディ・モンテプルチャーノ 2015

レッドマウンテン、ワシントン、アメリカ

トスカーナ、イタリア

ナパ・ヴァレーの名門ダックホーンが初めてワシントン州で造ったワイン。ラベルに描か

アヴィニョネージは14世紀まで歴史をたどるワイナリーで、フランスから移住してきた

れているのは太平洋の渡り鳥で鴨の一種である「キャンバスバック」をブランド名にして

生産者により、近代ではオーガニック、2009年からはヴィオデナミを導入し力のある

います。グラスに注がれると直ぐにカシスやブラックベリーのジャムの強い香りに杉や

ワインを造っています。香りはフランボワーズリキュールに上品な紅茶やスミレのような

バニラの香りが加わり、複雑で濃厚な香りが広がってきます。収斂性のあるタンニンが

フローラルさが広がります。味わいはヨーグルトを口に含んだ時のような穏やかな酸味が

味わいの骨格となりアルコール感と一体となった厚みのある辛口に仕上がっています。
アフターフレーバーにスパイス香が加わってきます。
〈おすすめフードペアリング：鶏または牛肉料理〉

中心で、タンニンは角がとれてまるみを帯びています。
〈おすすめフードペアリング：ほろほろ鳥のローストなどのお肉料理〉
サンジョベーゼ

カベルネ・ソーヴィニヨン / メルロー / マルベック / カベルネ・フラン

Avignonesi Vino Nobile di Montepulciano DOCG 2015

Canvasback Cabernet Sauvignon Red Mountain

Tuscany, Italy

Red Mountain, Washington, U.S.A

Avignonesi is the most renowned estate in Montepulciano. The Vino Nobile di
Montepulciano, is a very classic expression of Sangiovese grape variety, called
locally Prugnolo Gentile. A basket of red fruits and red flowers along with earthy
notes. Refined yet structured mouthfeel. Crisp acidity, chalky tannins and fragrant
floral and balsamic aftertaste. 
<Recommended Food Pairing: Meat dishes such as roasted guinea fowl>

An excellent expression of Red Mountain Cabernet Sauvignon, with intense aromas
of cranberry, blackberry, clove and mocha. The palate is full-bodied, coating,
structured, with ripe tannins and intense black fruit notes. Very long, firm finish.
<Recommended Food Pairing: Chicken or beef dishes>
Cabernet Sauvignon / Merlot / Malbec / Cabernet Franc

ソラリス 信州千曲川メルロー 2016

Sangiovese

長野、日本
長野、
千曲川流域で収穫されたメルローを用いたマンズワインが管理するワイナリーです。
冷涼な気候でありながら日照時間が長いため、タンクの中でよく色を出し、ダークチェリーや
ドライプルーンの黒系の果実のような香りと、酸味とタンニンの調和がとれた滑らかな
味わいの赤ワインです。
〈おすすめフードペアリング：鴨などのお肉料理〉
メルロー

SOLARIS Shinshu Chikumagawa Merlot 2016

ポートワイン ／ Port Wine

Nagano, Japan

A very attractive Merlot from the Nagano region displaying flavors of plum, strawberry
and vanilla. Broad mouthfeel, with velvety polished tannins, juicy acidity, chocolatey
and cedar wood notes. A round, smooth, elegant wine. 
<Recommended Food Pairing: Duck- and other meat-based dishes>
Merlot

ペタロス・デル・ビエルソ 2016
ビエルソ、カスティーリャ・イ・レオン、スペイン
アルバロ・パラシオスとリカルド・ペレス・パラシオス従兄弟が、ビオデナミを実践して
造り出す比較的新しいワイナリー。プラムやブルーベリー、リンゴベリージャムの香りに
ミントやタイムの葉を擦り合わせたような香りが混在します。苦味と酸味が綺麗に融合
し、力強くもありながら滑らかさも合わせ持つ絶妙な味わいです。
メンシア / 白ぶどう（ヴァレンシアナ / ヘレス / ゴデーリョ）/ アリカンテ・ブーシェ / その他

Pétalos del Bierzo 2016
Bierzo, Castilla y León, Spain

A winery that has put Bierzo and its indigenous red grape variety Mencia on
the map, thanks to the talent of Álvaro Palacios and his nephew Ricardo Pérez
Palacios. A blend of grapes sourced from steep, old vineyards, with 90% Mencia
and 10% white grape varieties. The nose is floral, with violet scents and spicy,
peppery flavors. The palate displays sour cherry aromas and a crisp acidity
balancing the ripe fruit and firm tannins. A fresh, expressive and racy wine.
Mencia / White Grapes (Valenciana / Jerez / Godello) / Alicante Bouchet / Others

グラハム・トゥニー・ポート 30年
ドウロ、ポルトガル
「ポルトガルの宝石」と称されるポートワインの逸品。1820年創業のグラハム社は、
名門シミントン一族による厳格な品質管理のもと、花崗岩製のタンクで熟成させて昔
ながらの手造り製法を厳守しています。カラメルやリコリスのような濃厚な香り。奥深く
複雑な甘みが広がり、アルコール20度でありながらも滑らかでシルキーな味わいです。
かつて英国貴族を酔わせたオールド・トゥニー・ポートを、食後酒にお楽しみください。
〈おすすめフードペアリング：チーズまたはタルト〉

Graham’s 30 Years Old Tawny Port
Douro, Portugal

Graham’s Ports are among the cultural gems of Portugal. Established in 1820,
Graham’s continues to be made traditionally in granite tanks, under the aegis 
of the established Symington family. Flavors of liquorice, dark currants and 
leather spread across a smooth palate, lifted by bright acidity. 
Try it as an aperitif, or with cheese after a meal.
<Recommended Food Pairing: Cheese or tarts>

10 月

Oct

赤ワイン ／ Red Wine

紫鈴（りんどう）

アヴィニョネージ ヴィーノ・ノビレ・ディ・モンテプルチャーノ 2015

ナパ・ヴァレー、カリフォルニア、アメリカ

トスカーナ、イタリア

ケンゾー エステイトのフラッグシップとなるボルドースタイルのレッドブレンド。エレガントで

アヴィニョネージは14世紀まで歴史をたどるワイナリーで、フランスから移住してきた

熟成感があり、熟したラズベリーやバラの花びらのような甘い香りが魅惑的。ブラック

生産者により、近代ではオーガニック、2009年からはヴィオデナミを導入し力のある

ペッパーの風味を伴った瑞々しいベリー系の果実味には、その奥底にミネラル感を感じ

ワインを造っています。香りはフランボワーズリキュールに上品な紅茶やスミレのような

ます。深みと繊細なしなやかさを持った名品です。

フローラルさが広がります。味わいはヨーグルトを口に含んだ時のような穏やかな酸味が

〈おすすめフードペアリング：鴨または牛肉料理〉
カベルネ・ソーヴィニヨン他

中心で、タンニンは角がとれてまるみを帯びています。
〈おすすめフードペアリング：ほろほろ鳥のローストなどのお肉料理〉

rindo

サンジョベーゼ

Napa Valley, California, U.S.A.

Avignonesi Vino Nobile di Montepulciano DOCG 2015

The flagship red Bordeaux blend from Kenzo Estate in Napa valley. This wine is
elegant, reserved and enchanting, with aromatics framed by ripe raspberry and
rose petal. On the palate, pronounced layers of berrylike fruits mingle with black
pepper, with an underlying foundation of mineral. This is excellent wine with
good depth and delicate smoothness.
<Recommended Food Pairing: Duck or beef dishes>

Tuscany, Italy

Cabernet Sauvignon and more

ソラリス 信州千曲川メルロー 2016

Avignonesi is the most renowned estate in Montepulciano. The Vino Nobile di
Montepulciano, is a very classic expression of Sangiovese grape variety, called
locally Prugnolo Gentile. A basket of red fruits and red flowers along with earthy
notes. Refined yet structured mouthfeel. Crisp acidity, chalky tannins and fragrant
floral and balsamic aftertaste. 
<Recommended Food Pairing: Meat dishes such as roasted guinea fowl>
Sangiovese

長野、日本
長野、
千曲川流域で収穫されたメルローを用いたマンズワインが管理するワイナリーです。
冷涼な気候でありながら日照時間が長いため、タンクの中でよく色を出し、ダークチェリーや
ドライプルーンの黒系の果実のような香りと、酸味とタンニンの調和がとれた滑らかな
味わいの赤ワインです。
〈おすすめフードペアリング：鴨などのお肉料理〉
メルロー

SOLARIS Shinshu Chikumagawa Merlot 2016

ポートワイン ／ Port Wine

Nagano, Japan

A very attractive Merlot from the Nagano region displaying flavors of plum, strawberry
and vanilla. Broad mouthfeel, with velvety polished tannins, juicy acidity, chocolatey
and cedar wood notes. A round, smooth, elegant wine. 
<Recommended Food Pairing: Duck- and other meat-based dishes>
Merlot

ペタロス・デル・ビエルソ 2016
ビエルソ、カスティーリャ・イ・レオン、スペイン
アルバロ・パラシオスとリカルド・ペレス・パラシオス従兄弟が、ビオデナミを実践して
造り出す比較的新しいワイナリー。プラムやブルーベリー、リンゴベリージャムの香りに
ミントやタイムの葉を擦り合わせたような香りが混在します。苦味と酸味が綺麗に融合

グラハム・トゥニー・ポート 30年
ドウロ、ポルトガル
「ポルトガルの宝石」と称されるポートワインの逸品。1820年創業のグラハム社は、
名門シミントン一族による厳格な品質管理のもと、花崗岩製のタンクで熟成させて昔
ながらの手造り製法を厳守しています。カラメルやリコリスのような濃厚な香り。奥深く
複雑な甘みが広がり、アルコール20度でありながらも滑らかでシルキーな味わいです。
かつて英国貴族を酔わせたオールド・トゥニー・ポートを、食後酒にお楽しみください。
〈おすすめフードペアリング：チーズまたはタルト〉

し、力強くもありながら滑らかさも合わせ持つ絶妙な味わいです。

Graham’s 30 Years Old Tawny Port

メンシア / 白ぶどう（ヴァレンシアナ / ヘレス / ゴデーリョ）/ アリカンテ・ブーシェ / その他

Douro, Portugal

Pétalos del Bierzo 2016

Graham’s Ports are among the cultural gems of Portugal. Established in 1820,
Graham’s continues to be made traditionally in granite tanks, under the aegis 
of the established Symington family. Flavors of liquorice, dark currants and 
leather spread across a smooth palate, lifted by bright acidity. 
Try it as an aperitif, or with cheese after a meal.
<Recommended Food Pairing: Cheese or tarts>

Bierzo, Castilla y León, Spain

A winery that has put Bierzo and its indigenous red grape variety Mencia on
the map, thanks to the talent of Álvaro Palacios and his nephew Ricardo Pérez
Palacios. A blend of grapes sourced from steep, old vineyards, with 90% Mencia
and 10% white grape varieties. The nose is floral, with violet scents and spicy,
peppery flavors. The palate displays sour cherry aromas and a crisp acidity
balancing the ripe fruit and firm tannins. A fresh, expressive and racy wine.
Mencia / White Grapes (Valenciana / Jerez / Godello) / Alicante Bouchet / Others

11 月

Nov

赤ワイン ／ Red Wine

紫鈴（りんどう）

マルケージ・アンティノリ ティニャネロ 2015

ナパ・ヴァレー、カリフォルニア、アメリカ

トスカーナ、イタリア

ケンゾー エステイトのフラッグシップとなるボルドースタイルのレッドブレンド。エレガントで

イタリア、
キャンティ・クラシコのエリアから造られるスーパータスカンで、1971年にファースト

熟成感があり、熟したラズベリーやバラの花びらのような甘い香りが魅惑的。ブラック

リリースされたアンティノリ家のワインです。カシスやダークチェリー、熟したプラムの

ペッパーの風味を伴った瑞々しいベリー系の果実味には、その奥底にミネラル感を感じ

香りのほかに微かにミントやリコリスの香りが感じられます。サンジョベーゼにカベルネを

ます。深みと繊細なしなやかさを持った名品です。

加えしなやかさと繊細さをあわせ持ちながら、まろやかで酸味とタン二ンのバランスが優れた

〈おすすめフードペアリング：鴨または牛肉料理〉
カベルネ・ソーヴィニヨン他

ワインです。
〈おすすめフードペアリング：鴨などの肉料理〉

rindo

サンジョベーゼ / カベルネ・ソーヴィニヨン / カベルネ・フラン

Napa Valley, California, U.S.A.

Marchesi Antinori Tignanello 2015

The flagship red Bordeaux blend from Kenzo Estate in Napa valley. This wine is
elegant, reserved and enchanting, with aromatics framed by ripe raspberry and
rose petal. On the palate, pronounced layers of berrylike fruits mingle with black
pepper, with an underlying foundation of mineral. This is excellent wine with
good depth and delicate smoothness.
<Recommended Food Pairing: Duck or beef dishes>

Toscana, Italy

Cabernet Sauvignon and more

ソラリス 信州千曲川メルロー 2016
長野、日本
長野、
千曲川流域で収穫されたメルローを用いたマンズワインが管理するワイナリーです。
冷涼な気候でありながら日照時間が長いため、タンクの中でよく色を出し、ダークチェリーや

Tignanello is part of the Tuscan wine history. It was the first Sangiovese to be aged
in barrels and the first contemporary blend including Bordeaux grape varieties in
the region. The grapes are sourced from the limestone-rich soils of the Tignanello
terroir, at 350-400 meters above sea level. 2015 was a great vintage with favorable
weather throughout the growing season. The wine is opaque ruby, full-bodied but
silky, lush and smooth, and already very accessible. Ripe cassis, and cherry nuances
along with tobacco notes, bright acidity and velvety tannins. A generous, broad,
rich but very refined Super Tuscan. 
<Recommended Food Pairing: Duck- and other meat-based dishes>
Sangiovese / Cabernet Sauvignon / Cabernet Franc

ドライプルーンの黒系の果実のような香りと、酸味とタンニンの調和がとれた滑らかな
味わいの赤ワインです。
〈おすすめフードペアリング：鴨などのお肉料理〉
メルロー

デザートワイン ／ Dessert Wine

SOLARIS Shinshu Chikumagawa Merlot 2016
Nagano, Japan

A very attractive Merlot from the Nagano region displaying flavors of plum, strawberry
and vanilla. Broad mouthfeel, with velvety polished tannins, juicy acidity, chocolatey
and cedar wood notes. A round, smooth, elegant wine. 
<Recommended Food Pairing: Duck- and other meat-based dishes>
Merlot

ペタロス・デル・ビエルソ 2016
ビエルソ、カスティーリャ・イ・レオン、スペイン
アルバロ・パラシオスとリカルド・ペレス・パラシオス従兄弟が、ビオデナミを実践して
造り出す比較的新しいワイナリー。プラムやブルーベリー、リンゴベリージャムの香りに
ミントやタイムの葉を擦り合わせたような香りが混在します。苦味と酸味が綺麗に融合
し、力強くもありながら滑らかさも合わせ持つ絶妙な味わいです。

ホルフェ・オルドネス No2 ヴィクトリア・マラガ 2016
マラガ、スペイン
樹齢50年以上のマスカットから造られる甘口ワインです。陰干ししたブドウから造られ、
レモネードのような香りに強いマスカットの香りが加わります。濃厚な甘口ですが、甘味
を穏やかな酸味が包み込み、爽やかな味わいに仕上がっています。
〈おすすめフードペアリング：チーズまたはアイスクリーム〉
マスカット・オブ・アレキサンドリア

Jorge Ordonez N°2 Victoria Malaga 2016
Málaga, Spain

A winery that has put Bierzo and its indigenous red grape variety Mencia on
the map, thanks to the talent of Álvaro Palacios and his nephew Ricardo Pérez
Palacios. A blend of grapes sourced from steep, old vineyards, with 90% Mencia
and 10% white grape varieties. The nose is floral, with violet scents and spicy,
peppery flavors. The palate displays sour cherry aromas and a crisp acidity
balancing the ripe fruit and firm tannins. A fresh, expressive and racy wine.

A partnership between Ordóñez and the Kracher family of Austria, Bodegas Jorge
Ordóñez Málaga was founded in 2004 with the goal of resuscitating the centuries
long tradition of winemaking in Málaga, which was destroyed by phylloxera in
the late19th century. A quintessential naturally sweet white wine, produced
with dried grapes, sourced from an old vineyard high in altitude overlooking
the Mediterranean sea. Intensely perfumed, with rose petals and Turkish delight
scents, a luscious but very subtle palate, with moderate alcohol offsetting the
sweetness. Mouthfilling honey, raisin and stone fruit aromas. Fragrant, smooth
and stunning length. 
<Recommended Food Pairing: Cheese or ice cream>

Mencia / White Grapes (Valenciana / Jerez / Godello) / Alicante Bouchet / Others

Muscat of Alexandria

メンシア / 白ぶどう（ヴァレンシアナ / ヘレス / ゴデーリョ）/ アリカンテ・ブーシェ / その他

Pétalos del Bierzo 2016
Bierzo, Castilla y León, Spain

9 月・10 月・11 月

Sep, Oct, Nov

お飲物 ／ Beverages

アペリティフ＆カクテル
ドライシェリー

ウイスキー

Aperitifs & Cocktails
キール

Dry Sherry

Kir

ドライヴェルモット

キールロワイヤル

Dry Vermouth

Kir Royal

カンパリソーダ

ミモザ

Campari Soda

Mimosa

カンパリオレンジ

マティーニ

Campari Orange

Martini

スプモーニ

ブラディマリー

Spumoni

Bloody Mary

Whiskies

サントリーウイスキー響21年

（ニューヨーク・フランクフルト・ロンドン路線）

サントリーウイスキー響17年

Spirits

ブランデー＆リキュール

Brandy & Liqueur

ボンベイ・サファイア

Bombay Sapphire

ヘネシーXO

Hennessy XO

ウオッカ

Vodka

ベイリーズ オリジナル
アイリッシュクリーム

Baileys Original
Irish Cream

(Routes excluding the above)

ジョン・ウォーカー＆サンズ キングジョージ5世

	1934年にジョン・ウォーカー＆サンズ社が初めて英国王
室御用達の栄誉を授かったことを記念して作られた最高
傑作。20世紀前半に人々が味わったブレンデッドウイス
キーをお楽しみください。

	甘さと芳醇なスモーキーさをもつ長期熟成のシングルモル
トウイスキー。

ビール

(New York, Frankfurt and London routes)

Suntory Whisky Hibiki 17 Years Old

（上記以外の路線）

タリスカー18年
スピリッツ

Suntory Whisky Hibiki 21 Years Old

Beers

アサヒ スーパードライ

Asahi Super Dry

キリン 一番搾り

Kirin Ichiban Shibori

サッポロ 黒ラベル

Sapporo Kuro Label

サントリー
ザ・プレミアムモルツ

Suntory 
The Premium Malt’s

John Walker & Sons King George V

	A master piece created and designed to celebrate the
first Royal Warrant granted in 1934 and recreates how this
blended whiskey tasted back in the day.

Talisker 18 Years Old

	A well matured single malt, combining both sweet and
smokiness in perfect harmony.

9 月

Sep

お飲物 ／ Beverages

ソフトドリンク

日本茶 ／ Japanese Teas

Soft Drinks

ANA オリジナルドリンク「香るかぼす」
※はちみつ入り

ANA’s Original Drink Aromatic Kabosu (Citrus)  
*Includes honey

オレンジジュース

アップルジュース

Orange Juice

Apple Juice

グレープフルーツジュース

トマトジュース

Grapefruit Juice

Tomato Juice

コーラ

コーラ ゼロ

Cola

スプライト または
セブンアップ

ジンジャーエール

冷緑茶
スパークリングウォーター
（ペリエ または その他銘柄）

宮崎煎茶
日本茶専門店「新緑園」が
手掛ける宮崎茶100%の
煎茶です。
全国茶品評会で３年連続
一等一席 農林水産大臣賞受賞茶園

抹茶
伊藤園がお茶会用に選定した
良質な茶葉を石臼で丹念に挽いて
仕上げた、鮮やかな緑色でまろやかな味わいのお抹茶です。
直射日光を遮って栽培する、棚式茶園特有の覆い香と
程よい渋みを楽しむことができます。

Cola Zero

Miyazaki Sencha
100% Miyazaki tea from the green tea specialty shop
Shinryokuen, winner of the top prize* at Japan’s national
tea fair for three consecutive years.

Sprite or 7Up

Ginger Ale

*Minister’s prize of the Japanese Ministry of Agriculture, Forestry and
Fisheries

Matcha
A silky, bright-green matcha crafted by ITO EN.
Premium-quality shaded tea leaves are carefully 
ground with traditional granite wheels to an ultrafine,
cocoa-like powder. Enjoy sweet, soft marine flavors with
a delicate bitterness underneath.

ミネラルウォーター

Iced Green Tea

Still Mineral Water

牛乳

Sparkling Mineral Water
(Perrier or other brands)

Milk

期間限定ドリンク ／ Limited-time offer
マップルジュース

ほうじ茶
静岡の老舗製茶問屋、白形傳四郎商店のほうじ茶。
高級一番茶を贅沢に使用し、熟練した職人技で少量ずつ
手作業による火入れで仕上げました。

Hojicha〈Low in Caffeine〉
A premium hojicha from Shirakata Denshiro Shoten, an
established tea producer and distributor from Shizuoka. 
A pinch of first-flush tealeaves is artfully roasted by hand.

ふじ

信州松川の、南アルプスを望む陽あたりの良い南斜面で完熟まで実らせた「葉とらずりんご」を
収穫。水や砂糖、保存料などを一切加えず搾りたてのおいしさにこだわりました。濃厚な甘みと
爽やかな酸味のバランスがとれ、洗練された味わいをお楽しみいただけます。

Apple Juice: “Mapple Juice Fuji”
A sophisticated juice from Nagano Prefecture, made from foliate apples grown on sunny
slopes beneath Japan’s Minami Alps. Every apple is fully ripened with the leaves to heighten
its nutritional value. Rich, fresh-squeezed sweetness complemented by bracing sourness.
Free of water, sugar, preservatives, and other additives.

ハーブティー〈カフェインフリー〉／ Herbal Teas〈Theine-free〉
ANAオリジナルブレンド mitoco
（ローズ・ジャスミンフラワー・ペパーミント）

ANA’s Original Blend, mitoco
(Rose, Jasmine Flower, Peppermint)

カモミールブレンド ブールマンハーブティー

Chamomile Blend, Bühlmann Herb Tea

10 月・11 月

Oct, Nov

お飲物 ／ Beverages

ソフトドリンク

日本茶 ／ Japanese Teas

Soft Drinks

ANA オリジナルドリンク「香るかぼす」
※はちみつ入り

ANA’s Original Drink Aromatic Kabosu (Citrus)  
*Includes honey

オレンジジュース

Orange Juice

Apple Juice

グレープフルーツジュース トマトジュース

Grapefruit Juice

Tomato Juice

コーラ

コーラ ゼロ

Cola

スプライト または
セブンアップ

ジンジャーエール

冷緑茶

ミネラルウォーター

アップルジュース

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
豆乳

宮崎煎茶
日本茶専門店「新緑園」が
手掛ける宮崎茶100%の
煎茶です。
全国茶品評会で３年連続
一等一席 農林水産大臣賞受賞茶園

抹茶
伊藤園がお茶会用に選定した
良質な茶葉を石臼で丹念に挽いて
仕上げた、鮮やかな緑色でまろやかな味わいのお抹茶です。
直射日光を遮って栽培する、棚式茶園特有の覆い香と
程よい渋みを楽しむことができます。

Cola Zero

Miyazaki Sencha
100% Miyazaki tea from the green tea specialty shop
Shinryokuen, winner of the top prize* at Japan’s national
tea fair for three consecutive years.

Sprite or 7Up

Ginger Ale

*Minister’s prize of the Japanese Ministry of Agriculture, Forestry and
Fisheries

Matcha
A silky, bright-green matcha crafted by ITO EN.
Premium-quality shaded tea leaves are carefully 
ground with traditional granite wheels to an ultrafine,
cocoa-like powder. Enjoy sweet, soft marine flavors with
a delicate bitterness underneath.

Iced Green Tea

Still Mineral Water

Milk

Sparkling Mineral Water
(Perrier or other brands)

Soy Milk

ほうじ茶
静岡の老舗製茶問屋、白形傳四郎商店のほうじ茶。
高級一番茶を贅沢に使用し、熟練した職人技で少量ずつ
手作業による火入れで仕上げました。

Hojicha〈Low in Caffeine〉
A premium hojicha from Shirakata Denshiro Shoten, an
established tea producer and distributor from Shizuoka. 
A pinch of first-flush tealeaves is artfully roasted by hand.

期間限定ドリンク ／ Limited-time offer
マップルジュース

ふじ

信州松川の、南アルプスを望む陽あたりの良い南斜面で完熟まで実らせた「葉とらずりんご」を
収穫。水や砂糖、保存料などを一切加えず搾りたてのおいしさにこだわりました。濃厚な甘みと
爽やかな酸味のバランスがとれ、洗練された味わいをお楽しみいただけます。

Apple Juice: “Mapple Juice Fuji”
A sophisticated juice from Nagano Prefecture, made from foliate apples grown on sunny
slopes beneath Japan’s Minami Alps. Every apple is fully ripened with the leaves to heighten
its nutritional value. Rich, fresh-squeezed sweetness complemented by bracing sourness.
Free of water, sugar, preservatives, and other additives.

ハーブティー〈カフェインフリー〉／ Herbal Teas〈Theine-free〉
ANAオリジナルブレンド mitoco
（ローズ・ジャスミンフラワー・ペパーミント）

ANA’s Original Blend, mitoco
(Rose, Jasmine Flower, Peppermint)

その他 ／ Others
ホットチョコレート バンホーテン

Hot Chocolate, Van Houten

ベジタリアンの方もお召し上がりいただけます。

Prepared specially for our vegetarian passengers.

カモミールブレンド ブールマンハーブティー

Chamomile Blend, Bühlmann Herb Tea

9 月・10 月・11 月

Sep, Oct, Nov

お飲物 ／ Beverages

ティーセレクション ／ Tea Selection

ANA スペシャルティコーヒーセレクション ／ ANA’s Specialty Coffee Selection

ダルマイヤーはコーヒーも紅茶もあわせもつ稀有な存在で、19世紀末にはすでに貴重な茶葉を取り
扱っていました。今もその高い品質と優れた茶葉の取り揃えで広く知られています。

Dallmayr is the only coffee roastery to also have decades of experience with tea. The company
was already purchasing precious tea leaves from special traders at the end of the 19th century
(around 1850). Since the 1930s, in regard to the high quality standards of the delicatessen in Munich, the Dallmayr tea
department was known for its premium and outstanding tea varieties.
ダージリンファーストフラッシュ ヒマラヤの日当たりの良い南斜面で収穫された最高の茶葉。繊細なフローラルアロマは
谷間のユリを彷彿とさせます。
Darjeeling First Flush

The finest of all black teas, from the sunny southern slopes of the Himalayas.
Darjeeling’s delicate, floral aroma is reminiscent of lilies of the valley.

世界最大のコーヒー生産国、ブラジルにあるダテーラ農園。その生産規模は、ブラジルでもトップクラスです。
ブラジルの公用語であるポルトガル語で“Da Terra”とは、英語で言う、
“From The Earth”の意味。
“DATERRA”
という農園名は、
その造語になります。Rainforest Alliance 認証を取得し、環境だけではなく、品質にもこだわり、
日々技術革新を続けています。香り高く、上質な苦味と優れたコクのあるコーヒーをお楽しみください。

The Daterra (“from the earth” in Portuguese) is one of the largest coffee farms in Brazil, the world capital of coffee
production. As a Rainforest Alliance Certified™ farm, Daterra has long been committed to the cultivation of truly green
coffee using innovative, ever-evolving technologies focused on every aspect of coffee. The superior beans from Daterra
produce aromatic cups with a refined bitterness and rich flavors.
エスプレッソ
Espresso

カフェマキアート
Caffè Macchiato

ホットコーヒー
Hot Coffee

アイスコーヒー
Iced Coffee
アイスカプチーノ
Iced Cappuccino

アールグレイ

偶然にもこのブレンドを発見したグレイ卿の名を持つ、
クラシックなフレーバーティー。

Earl Grey

The classic amongst flavored teas – named after Earl Grey who discovered this blend
by chance.

カプチーノ
Cappuccino

ナイスディ
＜カフェインフリー＞

ルイボスティーベースでレモンマートルのフレーバーとブラックベリーリーフや
シルバーライムの花がやわらかな甘みを与え、ウェルビーイングな状態を保ちつつ、
いつでも楽しめるティー。

カフェラテ
Caffè Latte

Have A Nice Day
<Theine-free>

Rooibos tea, blackberry leaves and silver lime blossoms are slightly sweet, offering 
all-natural goodness for your well-being.

「良いティーエキスパートになるには7年の感性の修業が必要」
ダルマイヤーティー部門の長であり、40年以上のティーエキスパート、ルドル
フ・クラプフ氏はそう話します。ティーエキスパートが見極めるのはダージリン
地方の茶園でも、ミュンヘンにあるダルマイヤーファクトリーでも常に最高の
茶葉。世界基準のテイスティングを日に300杯もおこないます。
ルドルフ・クラプフは、16歳からダルマイヤーでキャリアを始めました。この
間、彼はコーヒーとティーテイスティングスキルを磨き、ヨーロッパで最も有名な
紅茶専門家の一人になりました。2018年クラプフは、紅茶業界での功績が
認められ特別な名誉として「ゴールデンティーリーフ」賞を受賞しました。

“A good tea expert must train their senses for seven years.”
—Rudolf Krapf, Head of Dallmayr’s Tea Department and a tea expert for
more 40 years.
In order to find the best leaves from amongst the premium plants, our expert tastes his way through the tea gardens
of the world —sometimes up to 300 cups. Tea tasting follows a standardized procedure throughout the world —whether
it’s in a plantation in Darjeeling or in the Dallmayr tea manufactory in Munich…
Rudolf Krapf has been working for Dallmayr since he was 16 years old. Since then, he developed his special skills for
coffee and tea tasting and became one of the most famous tea experts around Europe. 2018 Rudolph Krapf received
the “golden tea leaf ” award as an exceptional honour for his precious work in the tea business.

・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.

* レインフォレスト・アライアンスは国際的な非営利団体で、

( )

生物多様性の保護と人々の持続可能な生活の確保を使命と
して活動しています。

* Rainforest Alliance is an international nonprofit organization

( )

who stands for biodiversity conservation and sustainable
livelihoods.

ディカフェコーヒーもご用意しております。
（エチオピア産）

Decaffeinated Ethiopian is also available.
* 上記ブラジル産とは異なります。
*Decaffeinated coffee in the menu is not the same coffee above.

・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 beverage 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.

