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ご自由に
お持ち帰り
ください
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し
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。
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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）

月〜

食べる・飲む

とろける
キャラメルに
クルミたっぷり



つなぐ
聴く・観る

カリッと軽い
ほんのり甘い

NEW
ANAパッケージ

2018年秋の機内販売で大好評だった
《クルミッ子》が帰ってきました！
昭和29年創業 鎌倉紅谷の《クルミッ子》は
リスのイラストが目印。やわらかい自家製
キャラメルにクルミをたっぷりまぜ合わせ、
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常温なら歯ごたえしっとり、冷蔵庫で
冷やすのもおすすめ。甘くてほろ苦いキャラ
メルが、舌の上でクリームのようにとろけ
ます。
外箱は機内販売だけのANAオリジナル

バター生地にはさんでから焼き上げたかわ

デザイン。「パイロットの制帽をかぶった

いいお菓子です。

リスくん」のイラストをあしらいました。

クルミッ子 (5個入）
ANA Original Package
Kurumicco (baked sweets made with
caramel and walnut, 5 pcs per box)
ANA 特别包装 核桃子
（以焦糖与核桃制成的点心／5个装）

¥800

※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

国内線全線

国産にんじんを100％使用した、ぜいたく
な野菜チップスです。

抗酸化作用の高いこめ油を使用しているの
で油切れが良く、１袋食べても58kcal。

にんじん本来の甘みと香りを引き立た

食物繊維豊富なヘルシースナックは、

せ るために、添加物は一切不使用。うすく

おや つ や お つ ま み に は も ち ろ ん 、 お 料 理

スライス し た 新 鮮 な に ん じ ん を カ リ ッ と （たとえばサラダやデザートのトッピングなど）
素揚げして、甘塩だれでシンプルに味付け
しました。

にもオススメです。

NEW
ANAパッケージ

キャロチ（11g×2袋入）
ANA Original Package
CarroChi (11 g x 2 packets)
ANA 特别包装 CarroChi（11g×2包）

¥300

※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

国内線全線

※写真は全てイメージです。
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Drinks & Snacks

マカダミア
ナッツ味
バタースコッチ香るチー
ズクリームに、砕いたマ
カダミアナッツの香ばし
さがよく合います。

つなぐ

楽しみください。

ANA
オリジナル

食べる・飲む

れた和 紅 茶を混ぜ込み
ました。濃厚な香りをお

相性抜群！

和紅茶味
日本で育った茶葉で作ら

レモンの香りと
イカ天の旨み

クリームふんわり
三つのフレーバー

ANA
オリジナル

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）

チーズタルト味
パブロこだわりのチーズ
クリームをほんのり甘酸っ

聴く・観る

ぱいアプリコットの果肉と
一緒にサンドしました。

客

務
室乗

員が

ました！
選び
ANA Hangar bay Cafeで使える

プレゼントクーポン入り！
《フレッシュマスカルポーネの贅沢ティラミ
ス》
プレゼントクーポンが 本 商 品に１枚
入っています。
クーポンが使える羽田空港
第1旅客ターミナル内のお店の詳細は下記
をご覧ください。

ダックワーズはアーモンドパウダーと卵白を
使った、フランス生まれの焼菓子です。
焼きたてチーズタルト専門店パブロが作るダック
ワーズは、サックリかじるとチーズクリームが
ふんわりとろけるのが特徴。羽田空港第１旅客
ターミナル５階にあるANAとパブロのコラボ
カフェでも人気の高いおみやげスイーツです。
スイーツ好きの客室乗務員が投票で選んだ３種
類のフレーバー（チーズタルト味・和紅茶味・
３種類のフレーバーの選考会に客室乗務員たち
も参加。パブロダックワーズを製造する株式会
社ドロキア・オラシイタの高橋さんにもご同席
いただきました。

マカダミアナッツ味）を詰め合わせて、ANAオリ
ジナルセットを作りました。機内販売のみの限定
商品につき、お求めはどうぞお早めに。

ANAパッケージ

パブロダックワーズ
アソートボックス

(チーズタルト味 2個・マカダミアナッツ味 2個・
和紅茶味 2個入）

ANA Original Package Assorted Pablo Dacquoise Box
(Cheese tart flavor 2pcs, macadamia nut flavor 2pcs,
Japanese Kocha black tea flavor 2pcs)
ANA 特别包装 PABLO达克瓦兹蛋糕 综合BOX
（奶酪蛋挞口味2个、澳洲坚果口味2个、日式红茶口味2个）

¥1,200

※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

¥1,080（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

歯ごたえサクッ。顔がキュンとなるほど濃厚な
瀬戸内レモンの酸味と共に、イカ天の風味が口の
中に広がります。
瀬戸内の名産品「レモン」と「イカ天」を組み
合わせたら、おとなも子供もやみつきのご当地
スナックになりました。後味すっきりのレモン風
味なので、つい手が伸びて止まらなくなります。


住所：東京都大田区羽田空港第旅客ターミナルビル
営業時間：：〜：
電話番号：
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THE HANEDA HOUSE（羽田空港

ANA客室乗務員の投票で１位に選ばれたことも

第1旅客ターミナル５階）にあるANAと

ある人気商品を、今年も飛行機のイラスト入り

パブロのコラボカフェ。格納庫を

オリジナルパッケージでご用意しました。空の旅

イメージした店内で絶品のチーズタルト
をお楽しみください。

のおみやげにどうぞ。

NEW
ANAパッケージ

イカ天 瀬戸内れもん味（75g入）
ANA Original Package
Ika Ten（Squid Tempura）
Setouchi lemon flavor（75g）
ANA 特别包装 Ika Ten (鱿鱼天妇罗)
濑户内柠檬味 (75g装)

¥300

※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

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

粉のお醤 油で
料 理が変わる︒
旅が変わる︒

つなぐ

昭和生まれにも
平成生まれにも
甘酸っぱい ♥

コラボ商品

聴く・観る

旅先への手みやげに
軽量で運びやすく、さまざまな料理に重宝する
粉しょうゆは、旅行のお供や手みやげとしても
オススメです。

《パインラムネ》はパインアメの味が

京都《下鴨茶寮》の料理長が監修した、粉末タ

するクッピーラムネです。

イプの新しいお醤油です。

昭和25年に誕生したクッピーラムネ

使っているのは250年以上つづく香川の名門醤油

（カクダイ製菓）は、さわやかな後味が

舗「かめびし屋」の三年醸造醤油。液体醤油の旨

クセになるラムネ菓子。昭和26年誕生の
パインアメ（パイン株式会社）は、当時憧
れの高級食品だったパイナップル缶の味を
再現したキャンディ。親から子へ愛され
続 け て 6 0 余 年 、2 つ の ロ ン グ セ ラ ー が
甘酸っぱいコラボを実現させました。
懐かしくて新しい濃縮パイナップル
果 汁 入 り の《パインラムネ》は、配って
も楽しい個包装８袋入りです。
07

みを凝縮して粉末化し、柚子と一味唐辛子をバラ

NEW

ンス良く加えて上品な和の香りに仕立てました。

ANAパッケージ

パインラムネ（8袋入）

下鴨茶寮（京都）
創業安政三年（1856年）。京都独

水分のない粉末の醤油なら、揚げ物はサクサク
な食感のまま。肉などの焼き物と合わせれば旨み

ANA Original Package
Pineapple Ramune Candy (8 packets)

自の文化や美しさを、お料理やお

がぐっと引き立ち、ご飯や卵料理などにも香りよ

ANA 特别包装 菠萝汽水糖（8包）

もてなしの心を通じて世界に発信

くからみます。

¥200

（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
国内線全線

する老舗料亭。京料理茶懐石のご
提 供 に 加 え 、季 節 商 品 や ギ フト
セットの販売なども行っています。

日本の食文化の伝統から生まれた、斬新な発想
の卓上調味料。専用陶器付きのセットでどうぞ。

料亭の粉しょうゆ

(粉しょうゆ 8g×4袋、専用陶器付）

Ryotei No Kona Shoyu
(Powdered soy sauce, 4 packets x 8 g each,
special container)
料亭酱油粉（酱油粉8g×4包／附专用陶罐）

¥2,000

※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

¥1,800（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）

《ヴァイツェン》はドイツ・バイエルン

ES

お酒

HOL

IC B E V E R

AG

地方で生まれた、苦味が少なく飲み

おつまみ 付

やすいビール。本場ドイツの技術を
学んだ職人気質な醸造スタッフが、
御殿場高原の地の利を生かし、その味
と香りを頑固に守り続けてきました。

小さな泡が弾けるたびに、フルー
ティーな香りがふわっ。さつまいもの
お酒がこんなにさわやかだったとは驚
きです。
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

角ハイボール・
ビール各種

限定酒を使用。スッキリ飲みやすい炭
酸割りに仕立てました。

（350ml 缶） おつまみ1品付

国際的な大会で金賞*に輝いたことも

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

ある、黄金 色のヴァイ

角瓶Highball·各种啤酒（350mL）
各

¥500

（税込み）

＊インターナショナル・ビアカップ（旧イン
ターナショナル・ビアコンペティション）
2013年度金賞受賞

販売対象路線
鹿児島

御殿場高原ビール（350ml缶）

「Tastes of JAPAN by ANA」

アルコール度数5.5％ おつまみ1品付

では地域とともにまだ知らな

は、機内誌「翼の王国」をご覧
ください。国内線では、
「御殿場

¥600

（税込み）

高原ビール」
をご用意しました。

GHBALL
HI

今月の
クラフトビール

期間限定
ハイボール

C

※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

FT BEE
RA

国内線全線

アイスクリーム

Häagen-Dazs Ice Cream

ANAオリジナル

北海道らしく、ほんのりホタテ風味に仕上げました。

¥500

（税込み）

バニラ

※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
●

宮古

粒あられ

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。

（税込み）

販売対象路線

国内線全線

スモークチーズ

アーモンド

無料ドリンク

贅沢な味わいをどうぞ。

●

¥500

白いカレーリゾット

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

（税込み）

お付けします。

鹿儿岛威士忌苏打 SAWAYAKA (350mL)

ANA Original White Curry Risotto ANA原创 白咖喱烩饭

哈根达斯冰淇淋

「こだわりの味のアイス」
の代名詞

¥300

Kagoshima Highball Sawayaka（350ml）

※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

４種おつまみセットを１袋

聴く・観る

御殿场高原啤酒 (350mL)

R

に広くお届けします。詳しく

どのお酒にも合う

アルコール度数7％ おつまみ1品付

Gotemba Kogen Beer（350ml）

い日本の魅力を発見し、国内外

国内線全線

お酒は全品おつまみ付き

鹿児島ハイボール
さわやか（350ml缶）

静岡

つなぐ

ツェンをどうぞ。

地 域とともに。
まだ知らない
日本の魅力を世 界へ

食べる・飲む

AL

CO

香りを愉しむ
さわやかドライ

わせる芳純な香りの無ろ過ビールです。

富 士 山 仕 込みの
涼やかな喉 越し

富士山の伏流水で仕込んだ、果実を思

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

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

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
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※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

鳳梨パイナップルケーキ
(4個入）

ANAパッケージ

DRIED FRIET GIFT BOX MINI 4pc
(内容量：25g

4個入）

＜プレミアムソルト＞＜黒トリュフソルト＞
＜ハニーソルト アンド バター＞
＜アンチョビ アンド ガーリック＞ 各1袋

¥1,000（税込み）
09

¥1,000（税込み）

ANAパッケージ

レモンペッパーアーモンド
（45g入）

ANAパッケージ

一風堂 博多とんべい
(50g入）

ANAパッケージ

ドライしらぬい
（12g入）

ANAパッケージ

ANAパッケージ

パブロダックワーズ
アソートボックス

久世福商店 だし醤油の素セット

(チーズタルト味 2個・マカダミアナッツ味 2個・
和紅茶味 2個入）

¥500（税込み）

¥400（税込み）

¥300（税込み）

¥1,200（税込み）

P.5

(うちのだし裸節1本、減塩元気しょうゆ150ml入）

¥1,400（税込み）

鹿児島ハイボール
さわやか（350ml缶）

御殿場高原ビール
（350ml缶）
おつまみ1品付

¥600（税込み）

角ハイボール・ビール各種
（350ml缶）
おつまみ1品付

おつまみ1品付

P.9

¥500（税込み）

P.10

¥500（税込み）

各

P.10

※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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