12

Dec

成田 ⇒ シアトル
NARITA - SEATTLE
成田 - 西雅图

ランチ / ディナー

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。

Lunch/Dinner

Salt and pepper are available. Please contact our cabin attendant when necessary.
如您需要盐和胡椒 , 请联络空乘人员。

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 / フレッシュハーブ
小鉢

中巻き / 枝豆 / 野菜と豆のごった煮
サラダ

ミックスリーフ / イタリアンドレッシング
ブレッド
※ B メニューご選択のお客様へご提供

ブレッド / バター

A

クラッカー

Total 1110 kcal

クリームチーズ
ミネラルウォーター

ANA オリジナルとんかつ丼

ANA original pork cutlet with simmered
beaten egg over steamed rice
ANA 原创猪排配蒸蛋羹盖蒸米饭

デザート

B

ハーゲンダッツ バニラ
Appetizer

Potato salad / Smoked salmon
Beet and onion salad / Caper / Fresh herb

Total 1161 kcal

グリルチキン トマトソース
サフランライスを添えて

Grilled chicken tomato sauce with saffron
rice

Kobachi

茄汁烤鸡配藏红花米饭

Sushi roll / Salt-boiled green soybeans
Simmered vegetable and beans in soy-based sauce
Salad

Mixed leaves / Italian dressing
Bread
* Prepared for Menu B

Bread / Butter
Cracker

Cream cheese
Mineral water
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

Grilled whitefish teriyaki with steamed rice
照烧白肉鱼套餐

B

Total 385 kcal

イングリッシュマフィン & オムレツ
ラタトゥイユ添え

English muffin and omelet with ratatouille
英式松饼和煎蛋卷配普罗旺斯杂烩

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 E A 1912 01-1912 31

1

Jan

成田 ⇒ シアトル
NARITA - SEATTLE
成田 - 西雅图

ランチ / ディナー

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。

Lunch/Dinner

Salt and pepper are available. Please contact our cabin attendant when necessary.
如您需要盐和胡椒 , 请联络空乘人员。

前菜

ヘルシーサラダ / ほぐし鶏
和風ジュレ / フレッシュハーブ
小鉢

中巻き / 枝豆 / 春雨サラダ
サラダ

ミックスリーフ / イタリアンドレッシング
ブレッド
※ B メニューご選択のお客様へご提供

ブレッド / バター

A

クラッカー

Total 986 kcal

クリームチーズ
ミネラルウォーター

天玉丼

デザート

ハーゲンダッツ バニラ

Tempura and simmered beaten egg over
steamed rice
天妇罗和蒸蛋羹盖蒸米饭

B

Total 1054 kcal

赤ワインで煮込んだハッシュドビーフ
Red wine-braised hashed beef

Appetizer

红酒焖炖牛肉套餐

Healthy salad / Chicken flakes
Japanese style gelée / Fresh herb
Kobachi

Sushi roll / Salt-boiled green
soybeans
Chinese style vermicelli salad
Salad

Mixed leaves / Italian dressing
Bread
* Prepared for Menu B

Bread / Butter
Cracker

Cream cheese
Mineral water
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
crêpe over steamed rice
缤纷三文鱼饭套餐

B

Total 452 kcal

パンケーキ＆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 E A 2 0 0101- 2 0 0131

2

Feb

成田 ⇒ シアトル
NARITA - SEATTLE
成田 - 西雅图

ランチ / ディナー

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。

Lunch/Dinner

Salt and pepper are available. Please contact our cabin attendant when necessary.
如您需要盐和胡椒 , 请联络空乘人员。

前菜

ポテトサラダ / 海老
スモークチキンのマリネ
フレッシュハーブ / 刻み柚子
小鉢

中巻き / 枝豆 / 金平牛蒡
サラダ

ミックスリーフ / イタリアンドレッシング
ブレッド
※ B メニューご選択のお客様へご提供

ブレッド / バター
クラッカー

A

クリームチーズ

Total 961 kcal

ミネラルウォーター
デザート

東京江戸味噌チキンカレー

Tokyo Edo miso chicken curry with teff
mixed rice
东京江户味噌鸡肉咖喱配苔麸拌饭

ハーゲンダッツ バニラ

B

Appetizer

Potato salad / Shrimp
Marinated smoked chicken
Fresh herb / Yuzu citron
Kobachi

Total 1105 kcal

ビーフハンバーグステーキ
デミグラスソース

Beef hamburger steak with demi-glace
sauce
汉堡牛排佐牛肉烩酱

Sushi roll / Salt-boiled green
soybeans
Stir-fried burdock roots with soybased sauce
Salad

Mixed leaves / Italian dressing
Bread
* Prepared for Menu B

Bread / Butter
Cracker

Cream cheese
Mineral water
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

Grilled whitefish teriyaki with steamed rice
照烧白肉鱼套餐

B

Total 385 kcal

イングリッシュマフィン & オムレツ
ラタトゥイユ添え

English muffin and omelet with ratatouille
英式松饼和煎蛋卷配普罗旺斯杂烩

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）
。
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