6 月

和

食

洋

アミューズ

ANA オリジナルスティック

ANA オリジナルスティック

マンゴーとレモンチーズのディップソース

マンゴーとレモンチーズのディップソース
サーモンロール ロイロム添え
鴨のリエット ポートワイン風味

鴨のリエット ポートワイン風味

先

アペタイザー

附

・紋甲イカと真鯛のポーピエット 桃のピクルスと鴨生ハムのファルシ

毛蟹、蓮芋、キャビアのトマトゼリー掛け

前

桂花陳酒とレモンの香り キャビア添え
・国産うずらとレンズ豆、フォアグラのテリーヌ ビーツとオレンジサラダ

菜

・車海老のポッシェと雲丹、帆立貝、茄子とトウモロコシのガトーを添えて

車海老と色彩野菜焼き浸し 胡麻クリーム掛け

お

・ガーデンサラダ

椀

ドレッシングは２種類からお選びいただけます

シーザードレッシング

鱧吉野打ちと湯葉豆腐

本鮪

あおり烏賊炙り

蒸し雲丹

メインディッシュ
・和牛フィレ肉のグリル ローズマリーとたまり醤油のソース
[539 kcal]

炊き合わせ
賀茂茄子と南瓜、小芋のそぼろ味噌掛け

小

鉢

・ブルターニュ産ルージェのロール仕立て タラバ蟹のムース詰め マリニエールソース
[228 kcal]
・仔羊背肉のペルシャード フルムダンベールのサラダ添え
[418 kcal]

蒸し鮑と真崎わかめの酢ゼリー掛け

主

・色鮮やかな野菜とポーチドエッグ アニスの香るビーツのピュレ
[238 kcal]

菜

きんきの煮付け
[436 kcal]

ブレッドセレクション
バゲット

御
御飯

飯

＊

味噌汁

香の物

お米は青森県産青天の霹靂（金芽米）を使用しております。

甘

ノンオイル中華風ドレッシング

・コーンスープ

お造り
真鯛昆布〆長芋巻き

日本発 / FROM JAPAN

アミューズ＊

サーモンロール ロイロム添え

●

食

味＊

ミルク寒天

ガーリックシャンピニオン

だだちゃ豆ブレッド

トマトツイスト

チーズプレート
ピクタフルール

ブルーデコース A.O.C.

トムドーヴェルニュ

ジュヴァンソーシェーヴル

デザート
・ムースヤオルト
・ペッシュ・オ－・ヴァン

＊のついたメニューは ANA オリジナルメニューです。

・タルトソレイユ
・フルーツ

銀座に続き、パリ、ニューヨークにも出店して注目を浴びる
気鋭の料理人、奥田透氏の冴えわたる味わいをご堪能ください。
日本料理の名店、
「銀座 奥田」とのコラボレーションによる献立です。前菜は、大ぶりの車海老と旬の
野菜の焼き浸しに、やさしい風味の胡麻クリームをかけた同店らしいひと品。6月の主 菜は、脂が
のったきんきを半身のまま煮付けました。7/8月は和牛のサーロインを炙り焼きにし、春雨と一緒に
チャプチェ風に仕立てた万願寺唐辛子をあしらっています。

プティフール

ヴィーガンベジタリアン（完全菜食）の方もお召し上がりいただけます。
ラクト・オボベジタリアン（乳卵菜食）の方もお召し上がりいただけます。

6 月

お好きな時に

小腹が空いた時に、またお酒のしめくくりに。いつでも気軽にお召し上がりください。

和食、洋食のセットメニュー

お酒のおともに
・炙り真蛸昆布〆 煎り酒ゼリー
・鹿児島名物さつま揚げ

和

食

小

鉢

白芋茎と翡翠茄子の浸し 胡麻クリーム

・手羽餃子

主

菜

鶏月冠と穴子一干し
[214 kcal]

スープ
・コーンスープ
御飯

麺

味噌汁

類

・一風堂ラーメン 空の上のトンコツ「そらとん」

香の物

お粥 もお選びいただけます

御飯のおともに
海苔

納豆

絹糸塩こんぶ

・天ぷらうどん

軽いお食事
・色鮮やかな野菜とポーチドエッグ アニスの香るビーツのピュレ
・チーズバーガー
・阿波尾鶏とマッシュルームのカレー

洋

食

メインディッシュ

・和牛すきやき金平丼

▶ NH112 はこちらのお食事をご用意しております。

・鱧しぐれ煮茶漬け

チーズとマッシュルームのオムレツ ほのかなトリュフ風味
[357 kcal]

リフレッシュメント
・ガーデンサラダ

▶ NH12 はこちらのお食事をご用意しております。

パッケリと天使の海老、香味野菜のジェノベーゼ
[353 kcal]

ドレッシングは２種類からお選びいただけます

シーザードレッシング

ノンオイル中華風ドレッシング

・チーズプレート
ピクタフルール
トムドーヴェルニュ

ブルーデコース A.O.C.
ジュヴァンソーシェーヴル
・フルーツ

・ヨーグルトに果実ふんだんな夏みかんジャムを添えて

フルーツ
パンまたはシリアルからお選びいただけます

・２種のブレッドを蒜山ジャージーバターとともに
ストロベリージャム、マーマレード もしくは ハニー もお選びいただけます
・シリアルをミルクとともに

日本発 / FROM JAPAN

お好きな時に

June

Japanese Cuisine

International Cuisine

~ 和食 Washoku ~

Amuse

ANA signature breadstick

ANA signature breadstick

Mango and lemon cheese dipping sauce

Mango and lemon cheese dipping sauce

Salmon roll with löjrom

Salmon roll with löjrom

Duck rillettes with Port wine

Duck rillettes with Port wine

Sakizuke

Appetizer plate

Starter; a taste of what’s to come

Steamed horsehair crab, giant elephant ear and caviar with tomato jelly

日本発 / FROM JAPAN

Amuse*

• Cuttlefish and red sea bream stuffed with pickled peach and duck ham, served with caviar
• Local quail, lentil and foie-gras terrine with beet and orange salad

Zensai

• Japanese tiger prawn, sea urchin and scallop with eggplant and corn gâteau

A selection of morsels

Boiled Japanese tiger prawn and marinated vegetables with sesame cream
• Garden salad

Owan

Served with a choice of dressings.

A clear soup with produce

Caesar dressing

Pike conger with kudzu starch and yuba egg tofu

Otsukuri

• Corn soup

A selection of sashimi

Chinese yam rolled with kombu kelp-cured red sea bream
Seared bigfin reef squid

Takiawase

Pacific bluefin tuna

Main plate

Steamed sea urchin

• Grilled fillet of Wagyu beef with rosemary and soy sauce
[539 kcal]

Simmered treats

Braised Kamo eggplant, simmered pumpkin and taro with minced chicken miso paste

Kobachi

• Bretagne rouget stuffed king crab meat mousse roll with marinière sauce
[228 kcal]
• Lamb chop persillade with Fourme d’Ambert salad
[418 kcal]

Tasty tidbits

Steamed abalone and Masaki wakame seaweed with vinegar jelly

Shusai

• Vegetable and poached egg with anise beet purée
[238 kcal]

Main course

Simmered channel rockfish in soy-based sauce
[436 kcal]

Selection of breads
Baguette

Steamed

Served with “Seiten no hekireki” (KINMEMAI rice) produced in Aomori.

Kanmi

Garlic champignon

Dadachamame bean bread

Tomato twist

rice*
Cheese plate

Steamed rice, miso soup and Japanese pickles
●

Non oil Chinese style dressing

Confections*

Milk agar

PICTA FLEUR

BLEU DES CAUSSES A.O.C.

TOME D’AUVERGNE

JOUVENCEAU CHEVRE

Desserts
• Yoghurt mousse
• Pêche au vin

* Original ANA menu items.

• Tart soleil
• Fruits

A proficient menu by a kitchen cognoscente running
Japanese restaurants in Tokyo, Paris, and New York.
Co-prepared with Toru Okuda from his respected restaurant “Ginza Okuda.” Okuda’s culinary genius
sings out in his zensai—marinated vegetables with boiled jumbo tiger prawn in tender sesame cream.
Two main dishes are served: half-cut, fatty channel rockfish simmered in soy-based sauce in June; flamebroiled Wagyu sirloin steak with a Korean stir-fry of glass noodles and Manganji peppers in July-August.

Petits fours

Prepared specially for vegans.
Prepared specially for lacto-ovo vegetarians.

June

Light Dishes Anytime

We invite you to enjoy light dishes whenever you wish.
You’ll find these dishes are a delicious follow-up to alcoholic beverages.

Japanese and International set menus.

Sake accompaniments

Japanese Cuisine

• Seared kombu kelp-cured common octopus with sake jelly
• Three kinds of Kagoshima deep-fried fishcake

~ 和食

Washoku ~

Kobachi
Marinated taro stem and eggplant with sesame cream

• Grilled chicken wing dumpling
Shusai
Grilled chicken filled with egg pâté and conger eel
[214 kcal]

Soup
• Corn soup

Steamed rice or rice porridge, miso soup and Japanese pickles

Noodles
Accompaniment for steamed rice

• IPPUDO “SORATON” (pork broth) ramen

Dried nori

• Japanese udon noodles garnished with tempura

Natto (fermented soybeans)
Salted kombu kelp

Light dishes
• Vegetable and poached egg with anise beet purée
• Cheese burger
• Awaodori chicken and mushroom curry with steamed rice
• Braised Wagyu beef sukiyaki and stir-fried vegetables over steamed rice
• Simmered pike conger in soy-based ginger sauce
over steamed rice in soup stock

International Cuisine
Main dish
▶ The selections below are served on flight NH112.

Cheese and mushroom omelet with truffle
[357 kcal]
▶ The selections below are served on flight NH12.

Refreshments

Paccheri, angel prawn and vegetable Genovese
[353 kcal]

• Garden salad
Served with a choice of dressings.
Caesar dressing

Non oil Chinese style dressing
• Cheese plate

PICTA FLEUR

BLEU DES CAUSSES A.O.C.

TOME D’AUVERGNE

JOUVENCEAU CHEVRE

Fruits
Choose from bread or cereal.

• Two kinds of bread served with flavorful Japanese Hiruzen jersey butter

• Fruits

Accompanied with a choice of strawberry jam, marmalade or honey

• Plain yoghurt with plentiful summer tangerine jam

• Cereal with milk

日本発 / FROM JAPAN

Light Dishes Anytime

7 月

和

食

洋

アミューズ

ANA オリジナルスティック

ANA オリジナルスティック

マンゴーとレモンチーズのディップソース

マンゴーとレモンチーズのディップソース
サーモンロール ロイロム添え
鴨のリエット ポートワイン風味

鴨のリエット ポートワイン風味

先

アペタイザー

附

・紋甲イカと真鯛のポーピエット 桃のピクルスと鴨生ハムのファルシ

毛蟹、蓮芋、キャビアのトマトゼリー掛け

前

桂花陳酒とレモンの香り キャビア添え
・国産うずらとレンズ豆、フォアグラのテリーヌ ビーツとオレンジサラダ

菜

・車海老のポッシェと雲丹、帆立貝、茄子とトウモロコシのガトーを添えて

車海老と色彩野菜焼き浸し 胡麻クリーム掛け

お

・ガーデンサラダ

椀

ドレッシングは２種類からお選びいただけます

シーザードレッシング

鱧吉野打ちと湯葉豆腐

本鮪

あおり烏賊炙り

蒸し雲丹

メインディッシュ
・和牛フィレ肉のグリル ローズマリーとたまり醤油のソース
[539 kcal]

炊き合わせ
賀茂茄子と南瓜、小芋のそぼろ味噌掛け

小

鉢

・ブルターニュ産ルージェのロール仕立て タラバ蟹のムース詰め マリニエールソース
[228 kcal]
・仔羊背肉のペルシャード フルムダンベールのサラダ添え
[418 kcal]

蒸し鮑と真崎わかめの酢ゼリー掛け

主

・色鮮やかな野菜とポーチドエッグ アニスの香るビーツのピュレ
[238 kcal]

菜

和牛炙り焼き、春雨万願寺唐辛子
[351 kcal]

ブレッドセレクション
バゲット

御
御飯

飯

＊

味噌汁

香の物

お米は青森県産青天の霹靂（金芽米）を使用しております。

甘

ノンオイル中華風ドレッシング

・コーンスープ

お造り
真鯛昆布〆長芋巻き

日本発 / FROM JAPAN

アミューズ＊

サーモンロール ロイロム添え

●

食

味＊

ミルク寒天

ガーリックシャンピニオン

だだちゃ豆ブレッド

トマトツイスト

チーズプレート
ピクタフルール

ブルーデコース A.O.C.

トムドーヴェルニュ

ジュヴァンソーシェーヴル

デザート
・ムースヤオルト
・ペッシュ・オ－・ヴァン

＊のついたメニューは ANA オリジナルメニューです。

・タルトソレイユ
・フルーツ

銀座に続き、パリ、ニューヨークにも出店して注目を浴びる
気鋭の料理人、奥田透氏の冴えわたる味わいをご堪能ください。
日本料理の名店、
「銀座 奥田」とのコラボレーションによる献立です。前菜は、大ぶりの車海老と旬の
野菜の焼き浸しに、やさしい風味の胡麻クリームをかけた同店らしいひと品。6月の主 菜は、脂が
のったきんきを半身のまま煮付けました。7/8月は和牛のサーロインを炙り焼きにし、春雨と一緒に
チャプチェ風に仕立てた万願寺唐辛子をあしらっています。

プティフール

ヴィーガンベジタリアン（完全菜食）の方もお召し上がりいただけます。
ラクト・オボベジタリアン（乳卵菜食）の方もお召し上がりいただけます。

7 月

お好きな時に

小腹が空いた時に、またお酒のしめくくりに。いつでも気軽にお召し上がりください。

和食、洋食のセットメニュー

お酒のおともに
・炙り真蛸昆布〆 煎り酒ゼリー
・鹿児島名物さつま揚げ

和

食

小

鉢

白芋茎と翡翠茄子の浸し 胡麻クリーム

・手羽餃子

主

菜

鶏月冠と穴子一干し
[214 kcal]

スープ
・コーンスープ
御飯

麺

味噌汁

類

・一風堂ラーメン 空の上のトンコツ「そらとん」

香の物

お粥 もお選びいただけます

御飯のおともに
海苔

納豆

絹糸塩こんぶ

・天ぷらうどん

軽いお食事
・色鮮やかな野菜とポーチドエッグ アニスの香るビーツのピュレ
・チーズバーガー
・阿波尾鶏とマッシュルームのカレー

洋

食

メインディッシュ

・和牛すきやき金平丼

▶ NH112 はこちらのお食事をご用意しております。

・鱧しぐれ煮茶漬け

チーズとマッシュルームのオムレツ ほのかなトリュフ風味
[357 kcal]

リフレッシュメント
・ガーデンサラダ

▶ NH12 はこちらのお食事をご用意しております。

パッケリと天使の海老、香味野菜のジェノベーゼ
[353 kcal]

ドレッシングは２種類からお選びいただけます

シーザードレッシング

ノンオイル中華風ドレッシング

・チーズプレート
ピクタフルール
トムドーヴェルニュ

ブルーデコース A.O.C.
ジュヴァンソーシェーヴル
・フルーツ

・ヨーグルトに果実ふんだんな夏みかんジャムを添えて

フルーツ
パンまたはシリアルからお選びいただけます

・２種のブレッドを蒜山ジャージーバターとともに
ストロベリージャム、マーマレード もしくは ハニー もお選びいただけます
・シリアルをミルクとともに

日本発 / FROM JAPAN

お好きな時に

July

Japanese Cuisine

International Cuisine

~ 和食 Washoku ~

Amuse

ANA signature breadstick

ANA signature breadstick

Mango and lemon cheese dipping sauce

Mango and lemon cheese dipping sauce

Salmon roll with löjrom

Salmon roll with löjrom

Duck rillettes with Port wine

Duck rillettes with Port wine

Sakizuke

Appetizer plate

Starter; a taste of what’s to come

Steamed horsehair crab, giant elephant ear and caviar with tomato jelly

日本発 / FROM JAPAN

Amuse*

• Cuttlefish and red sea bream stuffed with pickled peach and duck ham, served with caviar
• Local quail, lentil and foie-gras terrine with beet and orange salad

Zensai

• Japanese tiger prawn, sea urchin and scallop with eggplant and corn gâteau

A selection of morsels

Boiled Japanese tiger prawn and marinated vegetables with sesame cream
• Garden salad

Owan

Served with a choice of dressings.

A clear soup with produce

Caesar dressing

Pike conger with kudzu starch and yuba egg tofu

Otsukuri

• Corn soup

A selection of sashimi

Chinese yam rolled with kombu kelp-cured red sea bream
Seared bigfin reef squid

Takiawase

Pacific bluefin tuna

Main plate

Steamed sea urchin

• Grilled fillet of Wagyu beef with rosemary and soy sauce
[539 kcal]

Simmered treats

Braised Kamo eggplant, simmered pumpkin and taro with minced chicken miso paste

Kobachi

• Bretagne rouget stuffed king crab meat mousse roll with marinière sauce
[228 kcal]
• Lamb chop persillade with Fourme d’Ambert salad
[418 kcal]

Tasty tidbits

Steamed abalone and Masaki wakame seaweed with vinegar jelly

Shusai

• Vegetable and poached egg with anise beet purée
[238 kcal]

Main course

Wagyu beef steak with glass noodles and Manganji peppers
[351 kcal]

Selection of breads
Baguette

Steamed

Served with “Seiten no hekireki” (KINMEMAI rice) produced in Aomori.

Kanmi

Garlic champignon

Dadachamame bean bread

Tomato twist

rice*
Cheese plate

Steamed rice, miso soup and Japanese pickles
●

Non oil Chinese style dressing

Confections*

Milk agar

PICTA FLEUR

BLEU DES CAUSSES A.O.C.

TOME D’AUVERGNE

JOUVENCEAU CHEVRE

Desserts
• Yoghurt mousse
• Pêche au vin

* Original ANA menu items.

• Tart soleil
• Fruits

A proficient menu by a kitchen cognoscente running
Japanese restaurants in Tokyo, Paris, and New York.
Co-prepared with Toru Okuda from his respected restaurant “Ginza Okuda.” Okuda’s culinary genius
sings out in his zensai—marinated vegetables with boiled jumbo tiger prawn in tender sesame cream.
Two main dishes are served: half-cut, fatty channel rockfish simmered in soy-based sauce in June; flamebroiled Wagyu sirloin steak with a Korean stir-fry of glass noodles and Manganji peppers in July-August.

Petits fours

Prepared specially for vegans.
Prepared specially for lacto-ovo vegetarians.

July

Light Dishes Anytime

We invite you to enjoy light dishes whenever you wish.
You’ll find these dishes are a delicious follow-up to alcoholic beverages.

Japanese and International set menus.

Sake accompaniments

Japanese Cuisine

• Seared kombu kelp-cured common octopus with sake jelly
• Three kinds of Kagoshima deep-fried fishcake

~ 和食

Washoku ~

Kobachi
Marinated taro stem and eggplant with sesame cream

• Grilled chicken wing dumpling
Shusai
Grilled chicken filled with egg pâté and conger eel
[214 kcal]

Soup
• Corn soup

Steamed rice or rice porridge, miso soup and Japanese pickles

Noodles
Accompaniment for steamed rice

• IPPUDO “SORATON” (pork broth) ramen

Dried nori

• Japanese udon noodles garnished with tempura

Natto (fermented soybeans)
Salted kombu kelp

Light dishes
• Vegetable and poached egg with anise beet purée
• Cheese burger
• Awaodori chicken and mushroom curry with steamed rice
• Braised Wagyu beef sukiyaki and stir-fried vegetables over steamed rice
• Simmered pike conger in soy-based ginger sauce
over steamed rice in soup stock

International Cuisine
Main dish
▶ The selections below are served on flight NH112.

Cheese and mushroom omelet with truffle
[357 kcal]
▶ The selections below are served on flight NH12.

Refreshments

Paccheri, angel prawn and vegetable Genovese
[353 kcal]

• Garden salad
Served with a choice of dressings.
Caesar dressing

Non oil Chinese style dressing
• Cheese plate

PICTA FLEUR

BLEU DES CAUSSES A.O.C.

TOME D’AUVERGNE

JOUVENCEAU CHEVRE

Fruits
Choose from bread or cereal.

• Two kinds of bread served with flavorful Japanese Hiruzen jersey butter

• Fruits

Accompanied with a choice of strawberry jam, marmalade or honey

• Plain yoghurt with plentiful summer tangerine jam

• Cereal with milk

日本発 / FROM JAPAN

Light Dishes Anytime

8 月

和

食

洋

アミューズ

ANA オリジナルスティック

ANA オリジナルスティック

マンゴーとレモンチーズのディップソース

マンゴーとレモンチーズのディップソース
サーモンロール ロイロム添え
鴨のリエット ポートワイン風味

鴨のリエット ポートワイン風味

先

アペタイザー

附

・紋甲イカと真鯛のポーピエット 桃のピクルスと鴨生ハムのファルシ

毛蟹、蓮芋、キャビアのトマトゼリー掛け

前

桂花陳酒とレモンの香り キャビア添え
・国産うずらとレンズ豆、フォアグラのテリーヌ ビーツとオレンジサラダ

菜

・車海老のポッシェと雲丹、帆立貝、茄子とトウモロコシのガトーを添えて

車海老と色彩野菜焼き浸し 胡麻クリーム掛け

お

・ガーデンサラダ

椀

ドレッシングは２種類からお選びいただけます

シーザードレッシング

帆立貝真丈

本鮪

あおり烏賊炙り

蒸し雲丹

メインディッシュ
・和牛フィレ肉のグリル ローズマリーとたまり醤油のソース
[539 kcal]

炊き合わせ
賀茂茄子と南瓜、小芋のそぼろ味噌掛け

小

鉢

・ブルターニュ産ルージェのロール仕立て タラバ蟹のムース詰め マリニエールソース
[228 kcal]
・仔羊背肉のペルシャード フルムダンベールのサラダ添え
[418 kcal]

蒸し鮑と真崎わかめの酢ゼリー掛け

主

・色鮮やかな野菜とポーチドエッグ アニスの香るビーツのピュレ
[238 kcal]

菜

和牛炙り焼き、春雨万願寺唐辛子
[351 kcal]

ブレッドセレクション
バゲット

御
御飯

飯

＊

味噌汁

香の物

お米は青森県産青天の霹靂（金芽米）を使用しております。

甘

ノンオイル中華風ドレッシング

・コーンスープ

お造り
真鯛昆布〆長芋巻き

日本発 / FROM JAPAN

アミューズ＊

サーモンロール ロイロム添え

●

食

味＊

ミルク寒天

ガーリックシャンピニオン

だだちゃ豆ブレッド

トマトツイスト

チーズプレート
ピクタフルール

ブルーデコース A.O.C.

トムドーヴェルニュ

ジュヴァンソーシェーヴル

デザート
・ムースヤオルト
・ペッシュ・オ－・ヴァン

＊のついたメニューは ANA オリジナルメニューです。

・タルトソレイユ
・フルーツ

銀座に続き、パリ、ニューヨークにも出店して注目を浴びる
気鋭の料理人、奥田透氏の冴えわたる味わいをご堪能ください。
日本料理の名店、
「銀座 奥田」とのコラボレーションによる献立です。前菜は、大ぶりの車海老と旬の
野菜の焼き浸しに、やさしい風味の胡麻クリームをかけた同店らしいひと品。6月の主 菜は、脂が
のったきんきを半身のまま煮付けました。7/8月は和牛のサーロインを炙り焼きにし、春雨と一緒に
チャプチェ風に仕立てた万願寺唐辛子をあしらっています。

プティフール

ヴィーガンベジタリアン（完全菜食）の方もお召し上がりいただけます。
ラクト・オボベジタリアン（乳卵菜食）の方もお召し上がりいただけます。

8 月

お好きな時に

小腹が空いた時に、またお酒のしめくくりに。いつでも気軽にお召し上がりください。

和食、洋食のセットメニュー

お酒のおともに
・炙り真蛸昆布〆 煎り酒ゼリー
・鹿児島名物さつま揚げ

和

食

小

鉢

白芋茎と翡翠茄子の浸し 胡麻クリーム

・手羽餃子

主

菜

鶏月冠と穴子一干し
[214 kcal]

スープ
・コーンスープ
御飯

麺

味噌汁

類

・一風堂ラーメン コク極まる味噌「大地」

香の物

お粥 もお選びいただけます

御飯のおともに
海苔

納豆

絹糸塩こんぶ

・天ぷらうどん

軽いお食事
・色鮮やかな野菜とポーチドエッグ アニスの香るビーツのピュレ
・チーズバーガー
・阿波尾鶏とマッシュルームのカレー

洋

食

メインディッシュ

・和牛すきやき金平丼

▶ NH112 はこちらのお食事をご用意しております。

・鱧しぐれ煮茶漬け

チーズとマッシュルームのオムレツ ほのかなトリュフ風味
[357 kcal]

リフレッシュメント
・ガーデンサラダ

▶ NH12 はこちらのお食事をご用意しております。

パッケリと天使の海老、香味野菜のジェノベーゼ
[353 kcal]

ドレッシングは２種類からお選びいただけます

シーザードレッシング

ノンオイル中華風ドレッシング

・チーズプレート
ピクタフルール
トムドーヴェルニュ

ブルーデコース A.O.C.
ジュヴァンソーシェーヴル
・フルーツ

・ヨーグルトに果実ふんだんな夏みかんジャムを添えて

フルーツ
パンまたはシリアルからお選びいただけます

・２種のブレッドを蒜山ジャージーバターとともに
ストロベリージャム、マーマレード もしくは ハニー もお選びいただけます
・シリアルをミルクとともに
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お好きな時に

August

Japanese Cuisine

International Cuisine

~ 和食 Washoku ~

Amuse

ANA signature breadstick

ANA signature breadstick

Mango and lemon cheese dipping sauce

Mango and lemon cheese dipping sauce

Salmon roll with löjrom

Salmon roll with löjrom

Duck rillettes with Port wine

Duck rillettes with Port wine

Sakizuke

Appetizer plate

Starter; a taste of what’s to come

Steamed horsehair crab, giant elephant ear and caviar with tomato jelly

日本発 / FROM JAPAN

Amuse*

• Cuttlefish and red sea bream stuffed with pickled peach and duck ham, served with caviar
• Local quail, lentil and foie-gras terrine with beet and orange salad

Zensai

• Japanese tiger prawn, sea urchin and scallop with eggplant and corn gâteau

A selection of morsels

Boiled Japanese tiger prawn and marinated vegetables with sesame cream
• Garden salad

Owan

Served with a choice of dressings.

A clear soup with produce

Caesar dressing

Scallop fishcake

Otsukuri

• Corn soup

A selection of sashimi

Chinese yam rolled with kombu kelp-cured red sea bream
Seared bigfin reef squid

Takiawase

Pacific bluefin tuna

Main plate

Steamed sea urchin

• Grilled fillet of Wagyu beef with rosemary and soy sauce
[539 kcal]

Simmered treats

Braised Kamo eggplant, simmered pumpkin and taro with minced chicken miso paste

Kobachi

• Bretagne rouget stuffed king crab meat mousse roll with marinière sauce
[228 kcal]
• Lamb chop persillade with Fourme d’Ambert salad
[418 kcal]

Tasty tidbits

Steamed abalone and Masaki wakame seaweed with vinegar jelly

Shusai

• Vegetable and poached egg with anise beet purée
[238 kcal]

Main course

Wagyu beef steak with glass noodles and Manganji peppers
[351 kcal]

Selection of breads
Baguette

Steamed

Served with “Seiten no hekireki” (KINMEMAI rice) produced in Aomori.

Kanmi

Garlic champignon

Dadachamame bean bread

Tomato twist

rice*
Cheese plate

Steamed rice, miso soup and Japanese pickles
●

Non oil Chinese style dressing

Confections*

Milk agar

PICTA FLEUR

BLEU DES CAUSSES A.O.C.

TOME D’AUVERGNE

JOUVENCEAU CHEVRE

Desserts
• Yoghurt mousse
• Pêche au vin

* Original ANA menu items.

• Tart soleil
• Fruits

A proficient menu by a kitchen cognoscente running
Japanese restaurants in Tokyo, Paris, and New York.
Co-prepared with Toru Okuda from his respected restaurant “Ginza Okuda.” Okuda’s culinary genius
sings out in his zensai—marinated vegetables with boiled jumbo tiger prawn in tender sesame cream.
Two main dishes are served: half-cut, fatty channel rockfish simmered in soy-based sauce in June; flamebroiled Wagyu sirloin steak with a Korean stir-fry of glass noodles and Manganji peppers in July-August.

Petits fours

Prepared specially for vegans.
Prepared specially for lacto-ovo vegetarians.

August

Light Dishes Anytime

We invite you to enjoy light dishes whenever you wish.
You’ll find these dishes are a delicious follow-up to alcoholic beverages.

Japanese and International set menus.

Sake accompaniments

Japanese Cuisine

• Seared kombu kelp-cured common octopus with sake jelly
• Three kinds of Kagoshima deep-fried fishcake

~ 和食

Washoku ~

Kobachi
Marinated taro stem and eggplant with sesame cream

• Grilled chicken wing dumpling
Shusai
Grilled chicken filled with egg pâté and conger eel
[214 kcal]

Soup
• Corn soup

Steamed rice or rice porridge, miso soup and Japanese pickles

Noodles
Accompaniment for steamed rice

• IPPUDO rich-tasting miso “DAICHI” ramen

Dried nori

• Japanese udon noodles garnished with tempura

Natto (fermented soybeans)
Salted kombu kelp

Light dishes
• Vegetable and poached egg with anise beet purée
• Cheese burger
• Awaodori chicken and mushroom curry with steamed rice
• Braised Wagyu beef sukiyaki and stir-fried vegetables over steamed rice
• Simmered pike conger in soy-based ginger sauce
over steamed rice in soup stock

International Cuisine
Main dish
▶ The selections below are served on flight NH112.

Cheese and mushroom omelet with truffle
[357 kcal]
▶ The selections below are served on flight NH12.

Refreshments

Paccheri, angel prawn and vegetable Genovese
[353 kcal]

• Garden salad
Served with a choice of dressings.
Caesar dressing

Non oil Chinese style dressing
• Cheese plate

PICTA FLEUR

BLEU DES CAUSSES A.O.C.

TOME D’AUVERGNE

JOUVENCEAU CHEVRE

Fruits
Choose from bread or cereal.

• Two kinds of bread served with flavorful Japanese Hiruzen jersey butter

• Fruits

Accompanied with a choice of strawberry jam, marmalade or honey

• Plain yoghurt with plentiful summer tangerine jam

• Cereal with milk

日本発 / FROM JAPAN

Light Dishes Anytime

