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M A R C H

2019
ふっ く ら ご は ん に
春が来た︒

ご自由に
お持ち帰り
ください

Drinks & Snacks

食べる・飲む

果 実 を超えた

山椒しらす

︽苺︾
二つの

ふきのとう

月〜

シュミ・ドゥ・ショコラ
フリーズドライのイチゴにホワイト
チョコを し み こ ま せ た 、 丸ごと

つなぐ

梅かつお

江 戸の老舗
佃 煮ふりかけ八選

桜しらす

たけのこ



購入をご希望のお客様はお声がけください。
（ベルト着用サイン消灯時）

果実の濃厚ショコラ。

聴く・観る

生

切干昆布

姜

磯まぐろ
NEW

東京名物、新橋玉木屋のふりかけは、

春限定 玉木屋佃煮ふりかけ8種

厳選した天然素材の味を活かしたしんなり
新橋

玉木屋
創業天明二年（1782年）。佃煮や煮
豆でお江戸の町に名を馳せ、明治維

江戸時代から受け継ぐ伝統的な佃煮の
引き出しながら本物にこだわって作った
ろん、酒の肴としてもそのままお楽しみ

愛されてきた名店。文人の永井荷風

いただけます。

哉」（『断腸亭日乗』）と賞賛して

ANA Original Package Tamakiya’s tsukudani
furikake seasoning – 8 spring flavors
(1 packet each of cherry & whitebait, butterbur sprouts,
bamboo shoots, Japanese pepper & whitebait, ginger,
dogtooth tuna, plum & bonito, and dried kelp)

製法で、新鮮な魚介類や野菜の持ち味を

新以降も行列のできる店として広く
も「さすがに江戸以来の老舗なる

(桜しらす・ふきのとう・たけのこ・山椒しらす・
生姜・磯まぐろ・梅かつお・切干昆布 各1袋入）

と繊細な食感が特徴です。

佃煮ふりかけは、ごはんのお供にはもち

ANA 特别包装 春季限定 玉木屋佃煮拌饭香松8种
（樱花小鱼干、款冬花茎、竹笋、山椒小鱼干、生姜、
矶金枪鱼、梅子鲣鱼、干海带丝 各1包）

人気の味５種に春の味（桜しらす、
ふきのとう、たけのこ）を加えた８種

います。



ANAパッケージ

¥1,000

（税込み）

ANAカード価格

※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

納豆と山芋の
まぐろ和え

03

本物のイチゴの味と香りに徹底的にこだ
わった２つの本格ショコラをアソートしま
した。
「シュミ・ドゥ・ショコラ」は見た目が
イチゴで食感はチョコレート。機内販売で
新発売の「クランチチョコレート」は、
国内線プレミアムクラスの茶菓として昨年
大好評だったパイナップル味に続く第２弾。

ふりかけを使って作れる！
！お手軽メニュー
「磯まぐろ」
を使って

味が残るチョコレート。店頭より
も早くANA機内で先行販売！

も人気の高い一品です。

¥900（税込み）＊

＊電子マネー決済の場合は割引対象外です。

詰め合わせ。ANAだけのオリジナルです。

クランチチョコレート
新鮮なイチゴを囓ったような後

「山椒しらす」
を使って

山椒しらすの
冷や奴

「たけのこ」
を使って

鶏ササミと
山芋の春巻き

詳しくは 新橋玉木屋の

グラノーラやコーンフレークのサクッと

ウェブサイトを

した食感のチョコレートをほおばると、

ご覧ください。

イチゴの粒が口の中ではじけます。

NEW
ANAパッケージ

春いちごチョコレートBOX

(クランチチョコレート10粒、
シュミ・ドゥ・ショコラ 80g入）

ANA Original Package Spring strawberry chocolate box
(10 pcs of crunchy chocolate and 80 g of Chemi du Chocolat)
ANA 特别包装 春莓巧克力BOX
（巧克力脆果10颗、Chemi du巧克力80g）

¥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
※写真は全てイメージです。
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Drinks & Snacks

購入をご希望のお客様はお声がけください。
（ベルト着用サイン消灯時）

食べる・飲む

le

Orange

ot

Apric

つなぐ

と溶ける
宮古島の
雪塩 スイーツ

M ap

シェフのケーキは
蜜でしっとり

ココ
ナッ
ツ

聴く・観る

Framboise

Apple

Matcha

雪塩 ® だから
まろやか
宮古島の地下にある琉球石灰岩
の地層がろ過したきれいな海水

黒糖

を、直接汲み上げて作ったパウ
ダー状の塩を雪塩と呼びます。
ミネラル成分を包み込んだまろ
やかな味わいが特徴です。

口に入れるとサックリくずれて、次の瞬間

抹茶、フランボワーズ、オレンジ、メープル。
４種類の蜜をたっぷりしみこませたショコラ
ケーキとミニタルトのセットです。
レシピを監修したのは国際的に活躍する

アサンブラージュ カキモト
ASSEMBLAGES KAKIMOTO
世界最高峰のチョコレート創作
コンクール「ワールドチョコレート
マスターズ 2018 in Paris」で総合
第４位に輝くなど、国内外で活躍中
の垣本晃宏シェフが2016年、京都
にオープンしたスイーツの名店。

垣本晃宏シェフ。たとえば《抹茶》は、濃厚な
クーベルチュールチョコレートを使用した
ケーキに垣本氏の出身地、京都の宇治抹茶
シロップをしみこませています。
蜜入りショコラケーキ４種にリンゴとアプリ
コットのミニタルトを加えたANAオリジナル
６種アソート。空の旅のおみやげに、また、
グルメな方へのプレゼントに最適です。
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ANAパッケージ

KAKIMOTO
ショコラケーキ・タルト
(ショコラケーキ4個・タルト2個入）

ANA Original Package
Kakimoto Chocolate Cakes and Tarts
(4 chocolate cakes and 2 tarts)
ANA 特别包装 KAKIMOTO 巧克力蛋糕／蛋挞
（巧克力蛋糕4个／蛋挞2个）

¥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

ふわっと消えます。
雪塩ふわわは軽い口どけと甘い余韻がやみ
つきになる、宮古島の焼きメレンゲ菓子。
ふんわりした卵白にココナッツと雪塩を
加えた《ココナッツ味》は、一粒口に入れる
たびに南国の香りが広がります。《黒糖味》は、
宮古島の雪塩 の旨味と黒糖が絶妙なバランス
で甘さを引き立てる一品です。
今回特別に、雪塩 の小袋をセットでご用意
しました。試しに少しふりかけてみるも良し。

NEW
ANAパッケージ

雪塩ふわわ

(ココナッツ・黒糖 各7g、雪塩 0.5g入）

雪塩®入り♪

ANA Original Package Yukisio Fuwawa
(7 g each of coconut and brown sugar flavors
with 0.5 g of Yukisio salt)
ANA 特别包装 雪盐轻飘飘
（椰仁、黑糖各7g／雪盐0.5g）

¥300

まろやかさをぜひ実感してみてください。
※雪塩ふわわは湿気やすいため、袋の開封後はお早めにお召し上がりください。

（税込み）

※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
※写真は全てイメージです。
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Drinks & Snacks

購入をご希望のお客様はお声がけください。
（ベルト着用サイン消灯時）

食べる・飲む

濃 厚ト マト をサクッ
ガ ー リ ック 風 味 にサクッ

つなぐ

函館の名店の味を
おかきで再現！

コーンポタージュおかき

欧風カレーおかき

聴く・観る

セミドライトマトも
高知づくし
そのままでも食べやすいソフト
な食感のセミドライトマトが、
ラスクと一緒に入っています。
高知県産の新鮮なミニトマトを
オリーブオイルとハーブで漬け
こんでから、県内で製造される
完全天日干しのミネラル豊富な
塩と、農薬不使用の高知県産に
んにくで仕上げました。

フルーツトマト発祥の地といわれる

異国情緒あふれる函館の地で長きに
亘り愛されてきた『五島軒』の定番洋食

五島軒
ごとうけん

メニューが、上品なおかきになりました。
おみやげとしても高い人気を誇る五島
軒のカレー。《欧風カレーおかき》はそ

明治12年（1879年）の創業から今

のこだわりの風味を再現し、国内産米

年で140周年を迎える、北海道函館

100％で作ったおかきに味付けしています。

の老舗レストラン。西洋食文化の伝

創業以来のメニューとして知られる

統と北海道の新鮮素材が織りなす料

スープの味を再現した《コーンポター

理の数々で地元のみならず観光のお
客様からも愛されています。

ジュおかき》は、まるでレストランで
スープをいただいたようなまろやかな味
わいが自慢です。
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高知の職人さんが
心をこめて作りました

NEW
ANAパッケージ

五島軒おかき

作っているのは高知県のNPO法人

高知県では、高品質なトマトが一年を
通じて収穫されます。その魅力を余すと
ころなく凝縮したのが高知トマトラスク。
高知県産フルーツトマトを煮つめた
濃厚なソースとチーズを練りこんで、

(欧風カレー・コーンポタージュ 各40g入）

「まあるい心ちゃれんじどの応援団」。
徹底した食の安全にこだわる菓子

旨味をぎゅっと閉じこめたブリオッ

ANA Original Package Gotoken’s rice crackers
(40 g each of European curry and corn potage flavors)

工房レネー（ I S O 2 2 0 0 0 認 証 取

シュを二度焼きしたラスクです。

ANA 特别包装 五岛轩糯米果
（欧风咖喱、玉米浓汤 各40g）

¥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

得 ）で は 、 障 が い が あ っ て も 夢 を
もって働く職人の皆さんが、食べ

仕上げにオリーブオイルとハーブの

た人を笑顔にするお菓子づくりに

風味をきかせた塩味のラスクは、口の

日々勤しんでいます。

中でサクサク砕けてトマトの香りがふ
わーっ。ワインとの相性も抜群です。

ANAオリジナル

高知トマトラスク

（高知ポモドーリセッキ入り）
（60g入）
ANA Original Kochi Tomato Rusks
(with dried tomatoes made in Kochi)
（60g）
ANA原创造型版 高知番茄面包干
（含油浸日晒高知番茄干）
（60g）

¥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

ES

AG

おつまみ 付

大分県の特産品《かぼす》を
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

食べる・飲む

IC B E V E R

ほろ苦いから
クセ になる

お酒

HOL

旅立ちの
季節に乾杯！

AL

CO

購入をご希望のお客様はお声がけください。
（ベルト着用サイン消灯時）

レート果汁使用の本格辛口ハイ
ボールは、キリッとドライな飲み
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

つなぐ

爽やかです。

大分

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

京都の老舗酒蔵「黄桜」が当地
の名水で仕込んだ本格派ペール
カスケードホップの爽やかな苦

FT BEE
RA

味と、大麦麦芽の香ばしさをじっ

R

C

エールです。

くりお楽しみください。

今月の
クラフトビール

春はスタートの季節。ラッキー

哈根达斯冰淇淋

ハーゲンダッツの贅沢な味わいをどうぞ。

¥300

バニラ

（税込み）

Kizakura LUCKY DOG（350ml）

ANAパッケージ

ほんのりブルーチーズのクリーム仕立て
（60g）

¥300（税込み）

ANAパッケージ
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販売対象路線

ANAオリジナル

高知トマトラスク

（高知ポモドーリセッキ入り）
（60g入）

P.08

¥500（税込み）

国内線全線

¥600

※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。

販売対象路線

どのお酒にも合う

角ハイボール・ビール各種

４種おつまみセットを１袋
お付けします。

（350ml 缶） おつまみ1品付

黄樱 LUCKY DOG (350mL)

ひとくちサラミ

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

粒あられ

お酒は全品
おつまみ付き

角瓶Highball·各种啤酒（350mL）

国内線全線
各

¥500

（税込み）

販売対象路線

アーモンド

国内線全線

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。
販売対象路線

Available for purchase on following routes

 （）// 
 （ ）  （・）//（）
仙台／名古屋（中部）
／大阪（伊丹・関西） ● （）  /（ ）
/（・）
● 
 （ ）
名古屋（中部）／大阪（関西）／福岡
/（）/
●
 （）

/（ ）
大阪
（関西）／名古屋（中部）

●

東京（羽田）

沖縄
（那覇）／石垣／宮古

●

ANA Original White Curry Risotto ANA原创 白咖喱烩饭

●

札幌
（千歳）

大阪
（伊丹・関西）
／福岡／沖縄（那覇）

●

函館で人気の「白いカレー」
をアレンジしたリゾットです。

●

沖縄
（那覇）

北海道らしく、ほんのりホタテ風味に仕上げました。

●

石垣

●

宮古

¥500

（税込み）

※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。

月日〜日は下記商品をご案内しております。
のり天チーズ味

※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。

黄桜 LUCKY DOG（350ml缶）

白いカレーリゾット

「こだわりの味のアイス」
の代名詞とも言われる

¥1,500（税込み）

（税込み）

ANAオリジナル

アイスクリーム

山本山
のりせんべいと
煎茶のセット

¥500

アルコール度数5％ おつまみ1品付

路線限定メニュー LIMITED ROUTES
ハーゲンダッツ

酸橘(Kabosu)高球酒(340mL)

期間限定
ハイボール

京 都

ドッグが幸運を連れてきますように！

Häagen-Dazs Ice Cream

Kabosu Highball（340ml）

GHBALL
HI

聴く・観る

カンパイーヌ♪

ANAパッケージ

濃いめのほうじ茶
チョコレート

（6個入）

ANAパッケージ

久世福商店
だし醤油の素セット

¥700（税込み）

黄桜 LUCKY DOG

（350ml缶）
おつまみ1品付

P.09

■

¥600（税込み）

¥1,400（税込み）
かぼすハイボール

（340ml缶）
おつまみ1品付

P.10

¥500（税込み）

ANAパッケージ

KAKIMOTOショコラケーキ・タルト
(ショコラケーキ4個・タルト2個入）

P.05

¥1,500（税込み）

角ハイボール・ビール各種

（350ml缶）
おつまみ1品付

P.10

¥500（税込み）

各

（）


無料ドリンク
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

ANA’s original coffee(Hot)

ANA’s original beef consommé

Apple juice

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

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

ミネラルウォーター
Mineral water
矿泉水
미네랄워터

※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.
＊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。

※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（P3〜10）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。
※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.
※If you wish to receive the receipt, please inform a cabin attendant.
※All prices are inclusive of tax.
※Set contents, brand and price may be subject to change.
※Information about the seven major allergens is described on the package.
※Depending on flight conditions, the service may not be available.
※Sale may be suspended without prior notice.
※Drink 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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