6

Jun

成田・羽田 ⇒ ホノルル
NARITA・HANEDA - HONOLULU
成田・羽田 - 檀香山

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。

6

Jun

成田・羽田 ⇒ ホノルル
NARITA・HANEDA - HONOLULU
成田・羽田 - 檀香山

到着前のサービス

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。

Snack

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
サラダ

ミックスサラダ / ドレッシング
ブレッド

ブレッド / バター
おつまみ
クラッカー
チーズ
ミネラルウォーター
デザート

ハーゲンダッツ バニラ
Appetizer

Total 1232 kcal

ビーフハンバーグステーキ ロコモコ風

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

Locomoco style beef hamburger steak

Sushi roll / Edamame

牛肉汉堡牛排的夏威夷风盖浇饭套餐

Mixed salad / Dressing

ペストリー
Pastry bread
酥皮面包

Salad

Bread

Bread / Butter
Snack
Cracker
Cheese
Mineral water
Dessert

Häagen-Dazs vanilla

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。

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.

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）
。

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）
。

NRT/ HND - HNL 20 0 6 01-20 0 63 0

NRT/ HND - HNL 20 0 6 01-20 0 63 0

7

Jul

成田・羽田 ⇒ ホノルル
NARITA・HANEDA - HONOLULU
成田・羽田 - 檀香山

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。

7

Jul

成田・羽田 ⇒ ホノルル
NARITA・HANEDA - HONOLULU
成田・羽田 - 檀香山

到着前のサービス

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。

Snack

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 / 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
サラダ

ミックスサラダ / ドレッシング
ブレッド

ブレッド / バター
おつまみ
クラッカー
チーズ
ミネラルウォーター
デザート

ハーゲンダッツ バニラ

Total 1199 kcal

Appetizer

ビーフハンバーグステーキ ロコモコ風

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

Locomoco style beef hamburger steak

Kobachi

牛肉汉堡牛排的夏威夷风盖浇饭套餐

Salad

ペストリー
Pastry bread
酥皮面包

Sushi roll / Edamame
Mixed salad / Dressing
Bread

Bread / Butter
Snack
Cracker
Cheese
Mineral water
Dessert

Häagen-Dazs vanilla

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。

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.

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）
。

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）
。

NRT/ HND - HNL 20 0701-20 0731

NRT/ HND - HNL 20 0701-20 0731

8

Aug

成田・羽田 ⇒ ホノルル
NARITA・HANEDA - HONOLULU
成田・羽田 - 檀香山

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。

8

Aug

成田・羽田 ⇒ ホノルル
NARITA・HANEDA - HONOLULU
成田・羽田 - 檀香山

到着前のサービス

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。

Snack

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
刻み柚子 / フレッシュハーブ
小鉢

中巻き / 枝豆
サラダ

ミックスサラダ / ドレッシング
ブレッド

ブレッド / バター
おつまみ
クラッカー
チーズ
ミネラルウォーター
デザート

ハーゲンダッツ バニラ

Total 1167 kcal

ビーフハンバーグステーキ ロコモコ風
Locomoco style beef hamburger steak
牛肉汉堡牛排的夏威夷风盖浇饭套餐

Appetizer

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

ペストリー
Pastry bread

Kobachi

Sushi roll / Edamame

酥皮面包

Salad

Mixed salad / Dressing
Bread

Bread / Butter
Snack
Cracker
Cheese
Mineral water
Dessert

Häagen-Dazs vanilla

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。

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.

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）
。

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）
。

NRT/ HND - HNL 20 0 8 01-20 0 831

NRT/ HND - HNL 20 0 8 01-20 0 831

