お飲み物

Beverages

生ビール

Draft Beer

スピリッツ＆リキュール
ウイスキー
 ジン
 ウォッカ
 焼酎
 カンパリ
 梅酒


各種ワイン

日本酒

ソフトドリンク
ミネラルウォーター
オレンジジュース
 グレープルーツジュース
 トマトジュース
 野菜ジュース
 コーラ
 コーラ ノンカロリー
 ジンジャーエール
 牛乳
 冷緑茶
 緑茶
 ほうじ茶
 コーヒー
 紅茶
 ハーブティー



Spirits & Liqueur
Whiskey
Gin
Vodka
Shochu
Campari
Umeshu (Plum wine)

Wines

Japanese Sake

Soft drinks
Mineral water
Orange juice
Grapefruit juice
Tomato juice
Vegetable juice
Cola
Non calorie Cola
Ginger ale
Milk
Iced Japanese green tea
Japanese green tea
Roasted tea
Coffee
Tea
Herbal tea

お食事以外にも歯ブラシ、スリッパ等のアメニティーのご用意がございます。
ご希望のお客様はお気軽にラウンジ内スタッフにお知らせください。

Besides the meal service and other amenities (toothbrush, slippers,
etc.) are also available. Please feel free to ask lounge staff.

NRTSUITE2012DEC-2013FEB
お料理・お飲み物の内容は予告無く変更する場合がございます。
お料理やお飲み物、スナックはラウンジ内でお召し上がりください。
The food and drink menus may be changed without prior notice
Please enjoy the meals, drinks, and snacks in the lounge.

モーニングビュッフェメニュー

Morning buffet menu

サービス時間帯：早朝～

Service hours : Early morning～

その他

和食
おにぎり
◆ ひじき
◆ 味噌汁

炊き立てご飯
 漬物
 納豆
 そば・うどん
 玉子焼き

◆

◆

◆

ます塩焼き

ポテトサラダ
 フレッシュサラダ
 フルーツ
 アプリコットケーキ
 ココアフィナンシェ


Japanese food

洋食
◆
◆
◆

サンドイッチ
ブレット
ソーセージ

Other food

 Onigiri (Rice balls)
Steamed rice
 Simmered HIJIKI
 Pickles
seaweed
 NATTO
 Miso Soup
 Soba noodle soup
 Salt grilled salmon trout
 Udon noodle soup
 Japanese omelet cube


スープ
 ほうれん草オムレツ
 ANAオリジナルチキンカレー◎
◆

Sandwiches
Bread
 Sausage

Soup
Omelet
 ANA Original Chicken curry ◎






Midday buffet menu

サービス時間帯：10:00～

Service hours : 10:00 a.m.～

和食
味噌汁◎
 そば・うどん
◆ 牛丼
 おでん

Japanese food




おにぎり
漬物
上海塩焼きそば

洋食
スープ ◎
 サンドイッチ
 ブレッド
 ハンバーグステーキ 長葱りんごソース 根野菜のクリーム煮添え ◎
 赤魚のグリル ケッパー入りトマトソース
 旬の野菜 オリーブオイル焼き（ベジタリアン） ◎
 ANAオリジナルチキンカレー ◎


その他
◆



Western food


ランチ＆ディナー ビュッフェメニュー

◆

Potato salad
Fresh salad
 Fruits
 Apricot cake
 Cocoa financier


アミューズ
・鳥取県産ねぎを使った野菜たっぷりのフラン
・鱈のエスカベッシュ
・鳥取県産ねぎを使った鴨ネギ
・豆腐田楽 木の芽添え
・愛媛県産蜜柑を使った人参と大根のサラダ（ベジタリアン）

ポテトサラダ
フレッシュサラダ
 フルーツ
 チーズ
 ANAオリジナルロールケーキ
 デザート
アプリコットケーキ
◆ ココアフィナンシェ



◎ ANA Suite Loungeにおいてヌードルバーにてご注文を承る場合がございます
・お料理・お飲み物の内容は、予告無く変更する場合がございます。
・お料理・お飲み物、スナック等の飲食物はラウンジ内にてお召し上がりください。
・魚料理は小骨がございます。ご注意ください。
・安全性に配慮した食材を使用しております。詳しくはスタッフにお尋ねください。
・提供数に限りがあり、ご希望に沿えない場合もございますのでご了承ください。
・時間帯により、ご希望に沿えない場合もございますのでご了承ください。

Miso Soup ◎
Soba / Udon noodle soup
 Gyudon : simmered beef
with rice.
 Oden : Japanese hot-pot


◆



◆
◆

Onigiri(Rice balls)
Pickles
Stir-fried noodle

Western food
Soup ◎
Sandwiches
 Bread
 Hamburg steak with creamed root vegetables,
leek and apple sauce ◎
◆ Grilled rockfish, tomato sauce with capers
 Sauteed seasonal vegetables with olive oil (vegetarian cuisine) ◎
 ANA Original Chicken curry ◎



Other food


Amuse-bouche (appetizer)
・Flan of Assorted Onions
・Cod Escabèche
・Simmered duck roll with spring onion
・Simmered TOFU bean-curd topped with sweet miso
・Carrot and DAIKON (Japanese Radish) Salad,
flavored with EHIME MIKAN (vegetarian cuisine)

Potato salad
Fresh salad
 Fruits
 Cheese
 ANA Original roll cake
 Dessert
 Apricot cake
 Cocoa financier



◎ May be served at the Noodle bar in ANA Suite Lounge.
・The food and drink menus may be changed without prior notice.
・Food and beverages are for consumption in the lounge only. Please
do not take them out of the lounge area.
・Some fish dishes may have small bones. Please take care while
eating.
・We use ingredients carefully selected and prepared with
consideration for food safety. Please ask lounge staff if you have
any questions.
・Please be advised that due to limited quantity available for each item,
we may not be able to accommodate all requests.
・Please accept our apology if your menu choice is not available
depending on time of day.

