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今年も機内に
届きました︒

ご自由に
お持ち帰り
ください

Drinks & Snacks

ベルト着用サイン消灯時ご利用いただけます。

る瀬戸内シリーズから、今回は「の
り天チーズ味」をご案内します。
芳醇なブルーチーズをマイルドで
食べやすくしたクリームソースは、
瀬戸内の香りの良い海苔と相性抜群。
お酒の席やホーム
パーティーで重宝
しそうな、サクッ
です。

つなぐ

かじ

と軽い一口サイズ

食べる・飲む

月〜

ブルーチーズって
海苔に合うんだなぁ♪

ほうじ茶を囓る︒



CAセレクトに過去２回選ばれてい

NEW
ANAパッケージ

のり天チーズ味

ほんのりブルーチーズのクリーム仕立て

（60g入）

ANA Original Package Cheese Flavor Noriten
With a light, blue cheese cream flavor (60g)

¥300

（税込み）

販売対象路線

聴く・観る

ANA 特别包装
奶酪海苔饼 蓝纹芝士奶油风味（60克装）
※販売数には限りがございますので
売り切れの際はご了承ください。

国内線全線

決めました。試食を兼ねた選考会にはカルビー株式会社の石
橋寿子さん（右から２人目）にもご同席いただきました。

丸に十の字（まると）が刻

選りぬきの茶葉のみを使用し

まれたチョコレートを口に入

ているため、濃いめでありなが

れた途端、ほうじ茶の香ばし

ら雑味や渋味のない仕上がり。

さが鼻へ抜け、旨味が舌の上

ほうじ茶専用に独自開発された

に広がります。

ホワイトチョコレートは、やわ

濃いめのほうじ茶チョコレー

お客様にオススメしたいス
ナックを数百名のANA客
室乗務員が投票で決める
「CAセレクト」。2018年
度はお茶の老舗がこだわり
ぬいて作ったチョコレート
が栄冠に輝きました。

らかな甘みが特徴です。

トを作ったのは、まるとの屋

刻印された屋号の重みと、

号でおなじみの中村藤𠮷本店。

チョコレートから解き放たれる

安政元年（1854年）創業の茶商

ほうじ茶の軽やかな香りをじっ

です。

くりお楽しみください。

中村藤𠮷本店

京都府宇治市に本店を構える創業160年余の茶商。
「重要文化的景観」にも選定されている店舗で銘
茶を守りつづけるかたわら、古くからお茶のス
イーツを世に出し、製茶工場をカフェに改装する
など新しい茶文化の創出に取り組んでいます。

通常のポテトチップスの何と3倍
の厚み。ザクッとした歯ごたえで人

NEW
ANAパッケージ

濃いめのほうじ茶
チョコレート（6個入）
ANA Original Package
Rich Hojicha Tea Chocolate(6 pieces)
ANA 特别包装 香浓焙茶巧克力（6个装）

¥700

（税込み）

販売対象路線

03

三倍厚切りを
炙り仕上げで

ッ
ザク

フレーバーはANA客室乗務員たちの試食会で最も人気の高
かった「Salt&ごま油」。外箱デザインも客室乗務員の投票で

※販売数には限りがございますので
売り切れの際はご了承ください。

国内線全線

気のグランカルビーが、さらに進化
を遂げました。
契約農家で土づくりからこだわっ

ANAパッケージ

グランカルビー
Salt＆ごま油味（17g×3袋入）

て愛情たっぷりに育てた上質なじゃ

ANA Original Package Grand Calbee
Salt & Sesame Oil Flavor (3 packets x 17g)

がいもを、厚切りにしてじっくりフラ

ANA 特别包装
GRAND Calbee 香盐麻油口味（17g×3包）

イ。仕上げに炙って焼き目をつけて
います。おやつはもちろん、ビールや
ワインのお供にもオススメです！

¥500

（税込み）

販売対象路線

※販売数には限りがございますので
売り切れの際はご了承ください。

国内線全線
※写真は全てイメージです。
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Drinks & Snacks

ベルト着用サイン消灯時ご利用いただけます。

食べる・飲む

トをしみこませた、まるごと果実
の大粒ショコラがさらに風味豊か
になりました。
今回選ばれた品種は甘みと香り
の強い熊本県産《ゆうべに》。イ
チゴ本来の味わいとつぶつぶの食
感にチョコレートのなめらかさが

つなぐ

ほんのりイチゴチョコの夕焼け空に、雲のオーナメントがふわり。

な含浸製法でホワイトチョコレー

加わり、舌の上で優しくとけてゆ
きます。
食べた人に驚きと感動を贈る
シュミ・ドゥ・ショコラを、たと
えばパーティーの演出に使ってみ
てはいかがでしょう。キリッと冷
えた白ワインやスパークリングワ
インとの相性も抜群です。

聴く・観る

そ の︽ イ チ ゴ ︾に
誰もが驚いた

スイートな作品が
できあがりました

ミルクチョコにシュガーパールとアラザンをちりばめました。

フリーズドライのイチゴに特殊

増量
しました

ドライいちごとホワイトクランチをまとったストロベリーチョコ。

ANAパッケージ

RARE PLANT
シュミ・ドゥ・ショコラ
熊本県産ゆうべにいちご

横浜のラスク専門店《ラトリエモ
ネイ》のパティシエールが一つ一つ

（50g×2袋入）

手作りで仕上げた、まるでアート作
品のような５本のラスク（バータイ
プ）です。生クリーム入りのパン
一口ごとにオレンジ、パンプキンシード、レモンピールの風味。

ドゥミの生地をサクッと軽く二度焼
きし、5種類のチョコレートのベー
スにフルーティーなトッピングをち
りばめました。
うっとりするような甘さと繊細な
食感に「ブラボー！」 心華やぐ空の
旅をイメージしてデザインされた
ANAオリジナル5点セットを、美し
いブック型のパッケージでどうぞ。

エキゾチックなコーヒーチョコに、青いビオラの花を飾りました。

ANA Original Package RARE PLANT
Chemi du Chocolat −Kumamoto−grown
Yubeni strawberries (2 packets x 50g)

NEW
ANAオリジナル

ラトリエモネイ
バトネデラスク サンク（5本入）
ANA Original L'atelier Monei's Batonnets
de Rusk cinq (5 pieces)
ANA原创造型版 L'atelier Monei Batonnets de
Rusk cinq（面包干／5根装）

¥1,000

ANA 特别包装 RARE PLANT
白巧克力草莓 熊本县产熊红草莓（50g×2包）

¥1,500

※販売数には限りがございますので

（税込み） 売り切れの際はご了承ください。

ANAカード価格

¥1,350（税込み）＊

＊電子マネー決済の場合は割引対象外です。

販売対象路線

国内線全線

※販売数には限りがございますので

（税込み） 売り切れの際はご了承ください。

ANAカード価格

¥900（税込み）＊

＊電子マネー決済の場合は割引対象外です。

販売対象路線

国内線全線

ラトリエモネイ

王妃マリー・アントワネットのティータイムをイメージしたラスク専門店。おしゃれ
な小箱をひらくと宝石のようなラスクにため息が出ます。お取り寄せスイーツとして
全国発送しているほか、百貨店などでもショップを展開中。
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※写真は全てイメージです。
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Drinks & Snacks
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おつまみ 付

今月の
クラフトビール

LIMITED ROUTES

C

路線限定メニュー
食べる・飲む

HOL

FT BEE
RA

R

お酒

缶の中で
熟 成させた
古 式 製 法です

AL

CO

ベルト着用サイン消灯時ご利用いただけます。

NEW ANAオリジナル

ハーゲンダッツ

アイスクリーム

白いカレーリゾット

Häagen-Dazs Ice Cream

ANA Original White Curry Risotto

哈根达斯冰淇淋

ANA原创 白咖喱烩饭

「こだわりの味のアイス」の代名詞

函館で人気の「白いカレー」
を

とも言われるハーゲンダッツの

アレンジしたリゾットです。北海道らしく、

贅沢な味わいをどうぞ。

ほんのりホタテ風味に仕上げました。
バニラ

¥300

¥500

（税込み）

（税込み）

つなぐ

※販売数には限りがございますので売り切れの際はご了承ください。

本場ベルギーで古くから行われ
ていた、瓶や缶の中で「自然熟成さ
せる」伝統製法を日本国内で初め
て採用したビールです。
驚 くの は そ の 飲 み や す さ 。フ

販売対象路線

新潟

東京（羽田）
● 札幌
（千歳）
● 沖縄
（那覇）
● 石垣
●

新潟ビール

（330ml缶）

アルコール度数4.5％ おつまみ1品付

ルーティーな飲み口、ホップが香る
喉越し、そしてほろ苦い後味。飽き
の来ない優しい味わいは、ビール

●

宮古

大阪
（関西）／ 名古屋
（中部）

期間限定
ハイボール

¥600

（税込み）

販売対象路線

月日〜日は下記商品をご案内しております。

国内線全線

家呑みなら
かぼすを足す
のも一興です

Farmy
ベジタブルチップス
バーニャカウダ味 (38ｇ入)

¥300（税込み）

大分県の特産品《かぼす》を

ANAパッケージ

プチラスクチョコ
カフェオレ味
（30g入）

¥300（税込み）

ANAパッケージ

ANAパッケージ

グランカルビー
Salt＆ごま油味

RARE PLANT
シュミ・ドゥ・ショコラ
熊本県産ゆうべにいちご

（17g 3袋入）

（50g 2袋入）

¥500（税込み） P.04

¥1,500（税込み） P.06

ギュッと生搾りしたような、本場
の香りをお楽しみください。スト
ボールは、キリッとドライな飲み

ほろ苦くも
爽やかな余韻

口。酸味とほろ苦さが口の中に広
がって、喉越しスッキリ、後味は
爽やかです。

ANAオリジナル

チョコレートドリンク

角ハイボール・
ビール各種

（チョコラータ64 140g 1瓶・
チョコミント 140g 1瓶）

¥2,000（税込み）

新潟ビール

（330ml缶）
おつまみ1品付

¥600（税込み） P.07

（350ml缶）
おつまみ1品付

¥500（税込み） P.07

各

¥500（税込み） P.07

無料ドリンク

¥500

各

（税込み）

販売対象路線

かぼすハイボール（340ml缶）

アルコール度数8％ おつまみ1品付
Kabosu Highball（340ml）
酸橘(Kabosu)高球酒(340mL)
（税込み）

角ハイボール・
ビール各種

（350ml 缶） おつまみ1品付

角瓶Highball·各种啤酒（350mL）

¥500

かぼすハイボール

（340ml缶）
おつまみ1品付

Kaku Highball・A wide variety
of Beer
（350ml ）

大分

お酒は全品おつまみ付き
どのお酒にも合う
４種おつまみセットを１袋

国内線全線

ANA s ORIGINAL
COFFEE＊（ホット）

ANAオリジナル
ビーフコンソメスープ

アップルジュース

日本茶
（温・冷）

ミネラルウォーター

ANA’s original coffee(Hot)

ANA’s original beef consommé

Apple juice

Mineral water

ANA特制咖啡（热）
ANA 오리지널 커피 (온)

ANA特制法式牛肉清汤
ANA오리지널 비프 콩소메 스프

苹果汁
애플 쥬스

Japanese tea(Hot・Cold)
日本茶（热·冷）
일본차 (온·냉)

矿泉水
미네랄워터

お付けします。

ひとくちサラミ

※販売数には限りがございますので
売り切れの際はご了承ください。

販売対象路線

国内線全線

アーモンド

粒あられ

スモークチーズ

※飲酒運転、未成年者の飲酒は、法律で禁止されています。20歳以上の年齢であることを確認できない場合には、酒類を販売しません。
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※販売数には限りがございますので
売り切れの際はご了承ください。

レート果汁使用の本格辛口ハイ

※機内でご提供のカップにかぼすは入っておりません。







新泻啤酒(330mL)

ANAパッケージ

GHBALL
HI

Available for purchase on following routes

（）
● 
 （ ）
● 
（）
● 
●

●

聴く・観る

党以外の方にもおすすめです。

Niigata Beer（330ml）

沖縄
（那覇）／ 石垣 ／ 宮古
大阪
（伊丹・関西）／ 福岡 ／ 沖縄（那覇）
仙台 ／ 名古屋（中部）／ 大阪（伊丹・関西）
名古屋（中部）／ 大阪（関西）／ 福岡

＊一部の機材・便では種類の異なるインス
タントコーヒーをご提供しております。

※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.
※为了防止客机内的乘客免受严重烫伤危险，对于一部分热饮的供应，将在饮料的温度下降之后才提供。此外，对儿童乘客和手抱儿童的乘客，恕不予以提供热饮。
※기내에서 손님의 심각한 화상방지를 위해 일부 따뜻한 음료에 대해서는 온도를 낮추어 제공하고 있습니다. 또한 어린이 및 어린이를 안고있는 손님에게는 따뜻한 음료 제공을 피하고 있습니다.

※写真は全てイメージです。
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■ その他のサービス品

機内でより快適にお過ごしいただくために、
下記の物をご用意しています。
お気軽に客室乗務員にお申し付けください。
毛布

おしぼり

●

キャンディ

絵葉書

プレミアムクラスご利用のお客様には以下のご用意もございます。
ご希望のお客様は客室乗務員にお知らせください。

高性能ヘッドフォン

毛布
（ウール100％）

スリッパ

アイマスク

耳栓

マウスウォッシュ

枕

※運航状況により、
サービスが実施できない場合がございます。
※コードシェア便ご利用の際の機内サービスは各種運航会社の基準により行います。
●
●

●

お子様連れのお客様

赤ちゃん用のミルクと容器をお持ちのお客様はお作りしますので客室乗務員にお申し付けください。紙おむつ、
玩具もご用意しています。
なお、紙おむつの
サイズ、仕様については限りがあるため、
詳しくは客室乗務員にお尋ねください。
一部の機材、
ならびに他社運航便を除き、
おむつ交換台付きの化粧室もございます。

■ Drinks &

Snacks（P3〜8）有料メニューのお支払い方法

Payment method

販売数に限りがございますので、売り切れの際はご了承ください。 Stock is limited. Please accept our apologies if your choice is not available.

❶ 現金／日本円のみ Cash/Japanese yen only
❷クレジットカード・ANAカード Credit card・ANA Card

JCB / VISA / MASTER / DINERS / AMERICAN EXPRESS

❸ 電子マネー
「楽天Edy」 Electronic money 〜 Edyのご利用200円（税込み）につき、1マイル貯まります 〜
※ANAマイレージクラブ Edyカード、Edy機能付ANAカード、
「ケータイ de Edyマイル」
サービス登録済みの
「おサイフケータイ®」
のEdyが対象です。
※ヤマダLABI ANAマイレージクラブカードのEdyのご利用は、
マイル積算対象外です。
※
「おサイフケータイ®」
は、携帯電話やスマートフォンの電源を切った状態でもご利用いただけますが、
充電残量が残っている必要があります。
※機内でのEdyチャージはできません。
チャージは、
空港のANA FESTAやコンビニエンスストアのレジ等で可能です。
※
「楽天Edy（ラクテンエディ）
」
は、
楽天グループのプリペイド型電子マネーサービスです。
※
「おサイフケータイ®」
は、株式会社NTTドコモの登録商標です。
※10％割引の対象外です。
※その他のお支払い方法との併用はできません。

❹ Suica／交通系電子マネー Suica/other transportation e-money systems
※機内で交通系電子マネーへの入金（チャージ）
はできません。
※
「モバイルSuica」
は、
携帯電話やスマートフォンの電源を切った状態でもご利用いただけますが、
充電残量が残っている必要があります。
※
「Suica」
「モバイルSuica」
「JRE POINT」
は、
東日本旅客鉄道
（株）
の登録商標です。
※10％割引の対象外です。
※その他のお支払い方法との併用はできません。
※PiTaPaはご利用になれません。
※Suicaを事前登録した JRE POINT会員のお客様は、
￥200で1ポイントが貯まります。
※
「Suicaポイント」
は、
2017年12月に
「JRE POINT」
へ共通化されました。詳しくはJRE POINT WEBサイトをご確認ください。

●

ANAご利用券、
ANA優待券
（ダイヤモンドサービス国内線・国際線共通機内販売用クーポンを含む）
、
ANAギフトカード、
ANA旅行券もご利用いただけます。

※ANAカードでお支払いの場合は10％割引いたします。
（商品単価が1,000円未満の商品は割引対象外です。）
※Drinks & Snacks（有料メニュー）
については、1,000円未満の商品は機内販売マイルの積算対象外です。
※飲食メニューをクレジットカードでお支払いの際、
合計金額が3,000円未満の場合にはサインレスでご利用いただけます。
※レシート
（領収書）
をご希望のお客様は客室乗務員にお知らせください。
※表示価格は全て税込み価格です。
※セット内容・銘柄・価格については変更する場合がございます。
※7大アレルゲンに関してはパッケージに表記しております。詳しくは、客室乗務員にお問い合わせください。
※運航状況等により、
サービスが実施できない場合もございます。
※予告なく販売を取り止める場合もございますのでご了承ください。
※飲酒運転、未成年者の飲酒は、法律で禁止されています。20歳以上の年齢であることを確認できない場合には、
酒類を販売しません。
※A 10% discount is applied when paying with an ANA Card (discount does not apply to items individually priced at less than 1,000 yen).
※All food and drinks, and items priced at less than 1,000 yen, do not receive in-flight sales mileage.
※When paying for food and drinks by credit card, total purchases less than 3,000 yen will not require a signature.
※Customers requiring a receipt should inform a member of cabin attendant.
※All prices are inclusive of tax.
※Content, brand, and price of set are subject to change.
※Information about the seven major allergens, has been written on the package. For the details, please contact a cabin attendant.
※Depending on flight conditions, the service may not be available.
※Sale may be suspended without prior notice.
※Drinking and driving, and consumption of alcohol under the legal age of 20 are prohibited by law.Proof of age (20+) may be requested when purchasing alcoholic beverages.
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