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折 り 重 ねて
千の層を
作 ります ︒

Drinks & Snacks

月〜

門外不出の
レシピで香り高く
焼き上げました

オリジナルスティックパイ

こねり粉（オリジナル）


食べる・飲む

伝 統 をきわめた
革 新の味わい



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）

小麦粉と酵豆粉（こうずこ：食
塩を使わず大豆を発酵させた
粉）を秘密の配合比で混ぜ合わ
せ、職人の手仕事で丁寧に焼き
上げたパイ。どなたにも食べや
すいスティック型です。

＆dip
＆dip

 

桜えびタルタルソース

ブルーベリージャムと相性の良



野 菜

いクリームチーズをブレンドし

駿河湾特産の桜えびを使い、トマ

たら、きれいな紫色のディップ

トペーストやセロリなどを加えて

５種類の乾燥野菜（人参、
ほうれん草、かぼちゃ、ご
ぼう、にら）を練りこんで
揚げました。色とりどりの
野菜がほんのり香ります。

つなぐ

ブルーベリー ＆
クリームチーズ

になりました。さわやかな甘さ

まろやかな酸味のタルタル仕立て

に、すっきりとした酸味。パン

にしました。濃厚な味わいは洋酒

のジャムがわりにもどうぞ。

のおつまみにぴったり。パンに
塗ってもおいしく召し上がれます。

聴く・観る

きんぴらごぼう
乾燥ごぼうを練りこんで醤
油と砂糖で味付け。仕上げ
に七味唐辛子をふりました。
斬新な発想から生まれた、
楽しいかりんとうです。

NEW
ANAパッケージ

サクッと軽やかな食感と、上品な味わい。
手に取りやすく食べやすいスティック型の高級パ

うなぎパイ職人の手わざ
から生まれた新しいパイ

カリッとかじると、きんぴらごぼうの香り。ピリ
リときかせた七味唐辛子とごぼうの香ばしさに手が
止まらなくなります。
乾燥させた野菜を国産小麦の生地に練りこんで、
にしきほうりん

日本橋錦豊琳
明治28年（1895年）創業の老舗菓
子問屋がプロデュースするお菓子
のブランド。菓子問屋で長年培っ
た目利きを生かし、伝統菓子を現
代によみがえらせた新しいスタイ
ルのお菓子を提案しています。

じっくり自然発酵させてから丁寧に揚げた日本橋錦
豊琳の野菜かりんとうは、普通のかりんとうよりも
細身で甘さひかえめ。素材の自然な味わいが楽しめ
る「和」のスナックです。
数あるフレーバーの中から人気の高い「きんぴ
らごぼう」と５種ミックスの「野菜」をセットに
しました。

日本橋錦豊琳
かりんとう詰合せ2個入り

使っているのは100％国産の小麦粉に大豆由来の

華堂のパイ職人たちが、長年培っ

酵豆粉をブレンドした「こねり粉」。熟練の職人技

た手わざと経験をもとに新しいパ

でこねり粉のパイ生地を約1000層に折り重ねて、

生させました。東京・品川の

香ばしく焼き上げました。

ショップから日本全国へ、新しい
パイ文化を発信中。

(きんぴらごぼうかりんとう75g・野菜かりんとう60g入）

スティック型のパイを引き立てる2種類のディッ
プソースの小瓶を添えたANAオリジナルセットは、
機内だけの限定販売です。

【こねり粉
(
（オリジナル）】12本
【&dip 桜えびタルタルソース】40g
【&dip ブルーベリー＆クリームチーズ】45g）
ANA Original Package Coneri Shinagawa gift box S
(Conerico original pie, 12 pieces／Sakura shrimp tartar
sauce dip, 40 g／Blueberry & cream cheese dip, 45 g)
ANA 特别包装 Coneri品川 礼盒S
（【酥条（原味）】12条 【附沾酱 樱花虾塔塔酱】40g
【附沾酱 蓝莓＆奶油奶酪】45g）

¥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

Nihonbashi Nishikihorin assorted
karinto snack, 2 bags (Braised burdock
karinto 75g & vegetable karinto 60g)
日本桥锦丰琳 花林糖组合包
（油炒牛蒡丝花林糖75g／蔬菜花林糖60g）

¥800

（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。

試作を重ねた自信作！ぜひご賞味ください
「細長いパイの一本一本に、熟練の職人技が凝縮されています」
と
語るのは、
coneri品川パイ職人の清瀧貴之
（きよたき・たかゆき）
さん。
「粉から焼き上がりまで、
すべて私たちの手作りです！」

国内線全線
◀
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バター風味の香りをお楽しみください。

「うなぎパイ」で有名な浜松・春

イのブランド『coneri品川』を誕

NEW

イです。かじるたびにパイの層からふわっと広がる、

こねり品川 ギフトボックス S

coneri品川のホームページも
ご覧ください。

※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

黒糖

コーヒー豆入り
コーヒー豆のカリッとした
歯ごたえと苦味。

つなぐ

雪のように
ふんわり溶ける
メレンゲスイーツ

木の実の
いいとこ
丸かじり

coffee

聴く・観る

cao nibs
ca
ッツ
ココナ

カカオニブ入り
フレーク状に砕いた
カカオ豆の濃厚な
味わい。

l

ange pee
r
o

オレンジピール入り
刻んだオレンジピールの
爽やかな香り。

サクッとかじるといろいろな木の実が
小さく砕けて、香りが口の中いっぱいに
広がります。
『神戸ナッツキャラメリゼ』は、ほんのり
甘い木の実のスナック。アーモンドと
カシューナッツ、パンプキンシードを

なぜ
「神戸」
？
神戸は古くからナッツ類の輸入や販
売が盛んな町。港町の老舗メー

キャラメリゼして食べやすいサイズに
切り分けま し た 。 ３ 種 類 の フ レ ー バ ー

カーがおつまみのミックスナッツか

（オレンジピール、コーヒー豆、カカオ

らヒントを得て考案したのが神戸

ニブ）をアソートしたANAのオリジナル

ナッツキャラメリゼです。

セットは、おやつにはもちろん、洋酒の
おつまみにもオススメです。
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口に入れるとサクッとくずれて、次の瞬間

神戸

ふわっと消えます。

ANAパッケージ

神戸ナッツキャラメリゼ

(オレンジピール入り4個・コーヒー豆入り3個・
・カカオニブ入り3個入）
ANA Original Package Kobe Caramelized Nuts
(4 pcs with orange peel, 3 pcs with coffee beans,
and 3 pcs with cacao nibs)
ANA 特别包装 神户焦糖坚果
（含柳橙皮4个、含咖啡豆3个、含可可碎仁3个）

¥1,000

※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

雪塩®入り♪

国内線全線

雪塩 ® だから
まろやか
宮古島の地下にある琉球石灰岩

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

の地層がろ過したきれいな海水

加えた《ココナッツ味》は、一粒口に入れる

を、直接汲み上げて作ったパウ

たびに南国の香りが広がります。《黒糖味》は、

ダー状の塩を雪塩と呼びます。

宮古島の雪塩 の旨味と黒糖が絶妙なバランス

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。

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。サッとふりかければ、まろやかな
塩味が楽しめます。

※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。

沖縄

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）
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

（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

ピリッとカレー味
まろやかポタージュ味

ポンッ と
はじけて
北海道の香り

コーンポタージュおかき

つなぐ
聴く・観る

欧風カレーおかき

五島軒

ポンタベールは昔なつかしいポン菓子の技術

ごとうけん

開店創業以来の人気メニュー《コーンポター

を応用した、コーンと野菜の香ばしいスナック
です。
お菓子づくりに欠かせない北海道産とうきび
《マルチコーン》をポンッとふくらませてから

幻のタマネギが
使われています
栽培がむずかしく、生産量が少ない
ため“幻のタマネギ”ともいわれる北

二度焼きしたら、「サクッ」と「モチッ」の入
りまじった不思議な食感に仕上がりました。
フレーバーはANAオリジナルの「野菜だし

海道産『札幌黄』を使用。肉質が厚

味」。道産のタマネギ「札幌黄」や人参、ニン

くジューシーで、加熱後の甘みの強

ニクなどでだしを取り、あっさりと味わい深く

さが特徴です。

仕上げています。やみつきになる味と食感。ぜ
ひお試しください。
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ジュスープ》と、おみやげとしても人気の高い
北海道

《欧風カレー》。

ANAオリジナル

といっても、おかきの話です。異国情緒あふ

ポンタベール

れる函館から老舗レストラン『五島軒』の味を

(野菜だし味）
（45g入）

明治12年（1879年）の創業から

ANA Original Pontabaile
(Vegetable broth flavor, 45 g)

函館の老舗レストラン。西洋食

まろやかでほっとする味わいの《コーンポ

文化の伝統と北海道の新鮮素材

タージュおかき》と、本格スパイスのきいた

ANA原创造型版 Pontabaile烤玉米仙贝
（蔬菜高汤味）
（45g）

¥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。

販売対象路線

国内線全線

今年で140周年を迎える、北海道

が織りなす料理の数々で地元
のみならず観光のお客様からも
愛されています。

再現したおかきが届きました。

《欧風カレーおかき》。国内産米だけを使い、
サックリと上品な歯ざわりに仕上げた洋風おか
き２種をセットでどうぞ。

北海道

ANAパッケージ

五島軒おかき

(欧風カレー・コーンポタージュ 各40g入）
ANA Original Package Gotoken’s rice crackers
(40 g each of European curry and corn potage flavors)

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
※写真は全てイメージです。
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Drinks & Snacks

ES

AG

食べる・飲む

IC B E V E R

おつまみ 付

の ど ご し スッキリ
さ つ ま い もの香り

お酒

HOL

清 冽 な 飲 み口
抜群のキレ

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）

角ハイボール・
ビール各種

（350ml 缶） おつまみ1品付

R

C

角瓶Highball·各种啤酒（350mL）

FT BEE
RA

新

今月の
クラフトビール

ラベルはあの名作
世界的な日本画家・千住 博画伯
の代表作
『ウォーターフォール』
をラベルに冠しました。

長野

特徴はキレの良さと飲みやすさ。軽井沢に流れ

THE KARUIZAWA BEER SEIRYO HISEN PREMIUM（350ml）

る浅間山伏流水と4種類のホップを使用し、きめ

THE 轻井泽啤酒 清凉飞泉 PREMIUM (350mL)

細かいクリーミィな泡立ちに仕上げました。

¥600

白ぶどうのような爽やかな香りとグレープフルー

画

（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

ツを思わせる締まりのある苦味をお愉しみください。

国内線全線

アイスクリーム

Häagen-Dazs Ice Cream

哈根达斯冰淇淋

「こだわりの味のアイス」
の代名詞

ANAオリジナル

●

宮古

どのお酒にも合う

４種おつまみセットを１袋

（350ml缶）
アルコール度数7％ おつまみ1品付

フルーティーな香りがふわっ。
自家畑栽培の鹿児島県産芋と手仕込みにこ
だわった西酒造の『宝山』特別限定酒を使用。

お付けします。

Kagoshima Highball Sawayaka（350ml）

ひとくちサラミ

鹿儿岛威士忌苏打 SAWAYAKA (350mL)

¥500

※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。

（税込み）

販売対象路線

飲みやすい、さわやかな炭酸割りです。

アーモンド

粒あられ

スモークチーズ

国内線全線

無料ドリンク

白いカレーリゾット

ANA Original White Curry Risotto ANA原创 白咖喱烩饭
北海道らしく、ほんのりホタテ風味に仕上げました。

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

バニラ

¥500

ANA’s original coffee(Hot)

ANA’s original beef consommé

Apple juice

Japanese tea(Hot・Cold)

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

日本茶（热·冷）
일본차(온·냉)

矿泉水
미네랄워터

（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
東京（羽田）
● 札幌
（千歳）
● 沖縄
（那覇）
● 石垣
●

鹿児島ハイボールさわやか

「これがイモ!?」小さな泡が弾けるたびに、

贅沢な味わいをどうぞ。
（税込み）

お酒は全品おつまみ付き

函館で人気の「白いカレー」
をアレンジしたリゾットです。

とも言われるハーゲンダッツの

¥300

鹿児島

国内線全線

※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。

路線限定メニュー LIMITED ROUTES
ハーゲンダッツ

（税込み）

聴く・観る

（350ml缶）
アルコール度数5.5％ おつまみ1品付

¥500

販売対象路線

人気のハイボールに《新顔》登場！

 軽井沢ビール 清涼飛泉プレミアム

滝の爽快感をイメージしたクラフトビールです。

各

鹿児島ハイボール

〈さわやか〉

つなぐ

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

日本茶（温・冷）

ミネラルウォーター

Available for purchase on following routes

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
大阪
（関西）／ 名古屋
（中部）／ 福岡


（）
● 
 （ ）
● 
（）
● 
●

●







（）// 
（・）//（）
/（ ）/（・）
（ ）/（）/
（）/（ ）/

※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。

月日〜日は下記商品をご案内しております。
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）

¥1,500（税込み）
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ANAパッケージ

春限定 玉木屋佃煮ふりかけ8種
（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）

ANAパッケージ

神戸ナッツキャラメリゼ
(オレンジピール入り4個・
コーヒー豆入り3個・
・カカオニブ入り3個入）

ANAパッケージ

ANAオリジナル

雪塩ふわわ

（ココナッツ・黒糖 各7g、
雪塩 0.5g入）

ANAパッケージ

ポンタベール

五島軒おかき

(野菜だし味）
（45g入）

(欧風カレー・
コーンポタージュ 各40g入）

¥500（税込み）

¥500（税込み）

THE軽井沢ビール
清涼飛泉プレミアム
（350ml缶）
おつまみ1品付

鹿児島ハイボール
さわやか
（350ml缶）
おつまみ1品付

角ハイボール・
ビール各種
（350ml缶）
おつまみ1品付

¥500（税込み）

各

¥1,000（税込み）

¥1,000（税込み）

P.5

¥300（税込み）

P.6

P.7

P.8

¥600（税込み）

P.9

¥500（税込み） P.10

P.10
※写真は全てイメージです。

10

■ 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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