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『翼のレストラン HANEDA』
3 月に羽田空港で実施決定！！
～駐機中の飛行機で ANA 国際線ファーストクラス・ビジネスクラスを体験してみませんか～

ANA グループは、国際線機材を用いた「翼のレストラン HANEDA～地上でファースト・ビジネスクラス体験～」を 3 月に
実施いたします。長距離国際線にご搭乗いただかないと体験できない ANA ファーストクラス・ビジネスクラスのお食事や
サービスを、羽田空港に駐機している国際線機材の座席・空間を利用して再現し、期間限定レストランとしてご提供いた
します。海外旅行に行けない今だからこそ、空の上と同じ ANA のおもてなしで、特別な時間をお楽しみいただける企画と
なっています。
初回は 3 月 31 日（水）に、昼の部（11:30～14:30）と夜の部（18:00～21:00)の 2 部制でご用意いたしました。メニューは
実際に ANA 長距離国際線でご提供しているお食事を、事前に和食か洋食からお選びいただけます。
ANA のファーストクラス・ビジネスクラスはプライベートな空間を保てるため、周りを気にせずにラグジュアリーなお食事
をお楽しみいただけます。自分へのご褒美におひとり様でのご利用や、記念日やちょっと贅沢なお祝いに、ご家族、ご友
人とお楽しみいただくなど、様々なシーンで皆様のご利用をお待ち申し上げております。是非この機会に、非日常な空間
で ANA のプレミアムな機内食をお楽しみください。
ANA グループは、すべてのお客様に安心・快適に飛行機をご利用いただき、あらゆるシーンで清潔・衛生的な環境を
実現する取り組み「ANA Care Promise」を実施し、皆さまのお申込みをお待ち申し上げております。
今後も、地上駐機機材を活用したイベントを継続して実施してまいります。どうぞご期待ください。

ANA 広報部 03-6735-1111 成田 0476-31-6007 羽田 03-5757-5548 伊丹 06-6856-0270 関西 072-456-7890

【翼のレストラン HANEDA 概要】（羽田空港）
ANA 国際線で使用しているボーイング 777-300ER 型機を羽田空港に駐機させ、期間限定でレストランにしました。
国際線の長距離路線でご提供しているファーストクラス・ビジネスクラスの機内食をお楽しみいただけるだけでなく、
お飲み物も、シャンパンやワインなどを含む、ANA ならではのドリンクメニューをご用意し、客室乗務員が実際のフライト
のようにおもてなしさせていただきます。
レストランに入る前は、羽田空港 国内線ターミナルにある ANA ラウンジ※１をご利用いただけます。また、機内レストラ
ンにお越しの皆様に記念品として、それぞれ、ファーストクラス・ビジネスクラスのアメニティーキットもご用意しました。
※１

国内線ターミナルの ANA ラウンジでは、お飲み物のサービスとなります。（お食事のご用意はございません）

ファーストクラスクラス［イメージ］

ANA FIRST SQUARE［イメージ］

ビジネスクラス［イメージ］

ANA BUSINESS STAGGERED［イメージ］

開催日 ：
行程：

2021 年 3 月 31 日(水)
昼の部：羽田空港ご集合（9:30～11:00 頃）⇒サービス体験（11:30～14:30 頃）⇒羽田空港にて解散（15:00 頃）
夜の部：羽田空港ご集合（16:00～17:30 頃）⇒サービス体験 （18:00～21:00 頃）⇒羽田空港にて解散（21:30 頃）
体験時間： 約 3 時間
使用機材： ボーイング 777-300ER
食事内容： 当日のメニューは次ページをご覧ください。
申込開始： 2021 年 3 月 8 日(月) 11 時から
申込方法： 専用サイトよりお申込みください。
専用サイト： https://www.ana.co.jp/ja/jp/domtour/theme/charterflight/
価格：
以下、お一人様税込価格となります。
ファーストクラス： 59,800 円
ビジネスクラス：
29,800 円
※
※
※
※
※

お申し込みは先着順です。
3 歳以上のお子様は 1 席分必要となり、価格は大人と同額となります。
機内免税品の販売はありません。
映画やオーディオなどの機内エンターテイメント、機内 Wi-Fi サービスはご利用いただけません。
上記フライトは ANA セールス株式会社（観光庁長官登録旅行第 1656 号）により企画、販売されます。

【ファーストクラス・メニュー】
和食、洋食（お肉料理）、洋食（お魚料理）の 3 種類から事前にお選びいただきます。
写真はイメージであり、実際ご提供するメニューとは異なります。またご提供方法（お皿など）も異なる場合があります。

ファーストクラス 和食［イメージ］

ファーストクラス 洋食（肉）［イメージ］

和食

ファーストクラス 洋食（魚）［イメージ］

洋食

＜アミューズ＞

＜アミューズ＞

ANA オリジナルスティック

ANA オリジナルスティック

シーフードのタルタル

シーフードのタルタル

富山湾産白えびの昆布〆

富山湾産白えびの昆布〆

フォアグラロール

フォアグラロール

＜先付け＞

＜アペタイザー＞

飯蛸、筍、独活 豆乳胡麻クリーム

赤ピーマンムースと蟹のガトー仕立て キャビアとともに

＜前菜＞

＜メインディッシュ＞（お肉かお魚のどちらかをお選びいただきます）

太刀魚桜葉寿司

（肉）和牛フィレ肉のグリル 神戸ワインマスタード風味

帆立貝とクリームチーズの味噌漬け
揚げ新じゃが芋明太子焼き

or
（魚）金目鯛のポワレ ズッキーニピューレと大阪産レモンのクリームソース

矢羽根蓮根甘酢漬け 梅肉
串打ち（独活牛肉巻き、近江蒟蒻）

＜ブレッドセレクション＞

そら豆木の芽和え

バゲット、米粉ソフト、フィグセーグル、よもぎフォカッチャ

＜吸い物＞

＜チーズプレート＞

蛤俵道明寺あられ揚げ

ピクタフルールサンドレ
ブリヤサヴァランフレ

＜お造り＞

シュロスバーガー アルト

本鮪中とろ 細魚博多造り 鯛昆布〆 土佐醤油

フルムダンベール A.O.C.

＜小鉢＞

＜デザート＞（以下、３種類より 1 つお選びいただきます）

焼き穴子 柑橘ジュレ

桜モンブラン、フォンダンショコラ、抹茶マスカルポーネ

＜炊き合わせ＞
（煮物）若竹煮と槍烏賊柔らか煮
＜主菜＞
和牛蒸ししゃぶ 胡麻たれ掛け
＜御飯＞
白ご飯、お碗、香の物
＜デザート＞（以下、３種類より 1 つお選びいただきます）
桜モンブラン、フォンダンショコラ、抹茶マスカルポーネ

【ビジネスクラス・メニュー】
和食、洋食（お肉料理）、洋食（お魚料理）の 3 種類から事前にお選びいただきます。
写真はイメージであり、実際ご提供するメニューとは異なります。またご提供方法（お皿など）も異なる場合があります。

ビジネスクラス 和食［イメージ］

ビジネスクラス 洋食（肉）［イメージ］

ビジネスクラス 洋食（魚）［イメージ］

和食

洋食

＜アミューズ＞

＜アミューズ＞

抹茶アーモンドパイスティック（ANA オリジナル）

抹茶アーモンドパイスティック（ANA オリジナル）

サーモンの彩りテリーヌ アボカドサラダ

サーモンの彩りテリーヌ アボカドサラダ

＜前菜＞

＜アペタイザー＞

籠盛り(白魚菜の花湯葉揚げ、蛍烏賊青海苔揚げ、揚げそら豆）

トマトと柑橘のコンカッセ カニとウズラの卵

しらすの玉子焼き
串打ち(合鴨味噌漬け、赤蒟蒻）

＜メインディッシュ＞（お肉かお魚のどちらかをお選びいただきます）

生姜砧甘酢漬け

（肉）牛フィレ肉のソテー レホールの香るオニオンコンポートのせ

桜鱒味噌幽庵焼き

or
（魚）メバルと海老のソテー クリーミーカレーソース

＜小鉢＞
蒸し鶏の白酢掛け

＜ブレッド＞
バゲット

＜小鉢＞

よもぎフォカッチャ

煮穴子 白滝真砂和え
＜デザート＞ ピエール・エルメ・パリ
＜主菜＞

エモーション フレーズ ピスターシュ

銀鱈西京焼き 肉すい豆腐

（ピスタチオのジュレ、イチゴのコンポート、ピスタチオ風味ダコワーズ、ピス
タチオ風味ババロア）

＜御飯＞
白ご飯、お椀、香の物
＜デザート＞ピエール・エルメ・パリ
エモーション フレーズ ピスターシュ
（ピスタチオのジュレ、イチゴのコンポート、ピスタチオ風味ダコワーズ、ピス
タチオ風味ババロア）

【新型コロナウィルス感染拡大防止のための対策について】
ANA Care Promise
https://www.ana.co.jp/ja/jp/topics/coronavirus-travel-information/
ANA トラベラーズの安心の約束
https://www.ana.co.jp/ja/jp/domtour/anshinnoyakusoku/
新しい旅のエチケット（参照：観光庁サイト）
https://www.mlit.go.jp/kankocho/news08_000332.html

以 上

