Champagne & Wine

Beverage

シャンパーニュ C h ampa gn e

日本酒

シャルル エドシック ブリュット レゼルヴ N.V.
Charles Heidsieck Brut Réserve N.V.

伯楽星 純米大吟醸（新澤醸造店/宮城県）アルコール分 16度
Hakurakusei Junmai Daiginjo (Miyagi) Alc 16% vol 180ml
熟した柑橘類を思わせる華やかな香りを持つ。柔らかさと、広がりのある口当たりで、優しい甘やか
さと旨味に対してバランスの良い酸味が、ジューシーかつドライな味わいを表現している。

フランス・シャンパーニュ地方の特に評価の高いシャンパーニュメゾンです。ノンヴィンテージ シャンパーニュは複数年の
ワインをブレンドしますが、
このメゾンは特に古いシャンパーニュを多めに混ぜることで、
より複雑で風味豊かな味わい
を表現しています。特徴的なキメの細かい泡と共に、長い余韻をご堪能ください。

Festive aromas evoking ripe citrus. The velvety and continuously evolving texture of
your ﬁrst sip. Enjoy the ﬂavor! Tender sweetness and Umami deliciously balanced with
acidity oﬀer your palate a juicy yet dry expression.

Charles Heidsieck is one of the most highly renowned maisons in the Champagne region of France.
Non-vintage Champagne is crafted from a blend of wine produced in several diﬀerent years, yet this
maison's blend is comprised of a large volume of older Champagne, realizing a more complex, richer
ﬂavor. Savor the inﬁnitesimal bubbles that are characteristic of this Champagne, along with its long,
leisurely afternote.
※ パイパーエドシック・エッセンシャル - エキストラ ブリュット N.V. の場合がございます。

Or Piper-Heidsieck Essentiel - extra brut N.V. may also be available.

白 ワイ ン W hi te Win e

Sake

※東洋美人 純米大吟醸 の場合がございます。

Or Toyo-bijin Junmai Daiginjo may also be available.

来福 純米大吟醸 愛山（来福酒造/茨城県）アルコール分 16度
Raifuku Junmai Daiginjo Aiyama (Ibaraki) Alc 16% vol 180ml
洋梨やほのかにメロン等のフルーティーで優しい香り。豊潤で丸みとボリューム感のある口当たり
を持ち、甘やかさと旨味が口中にしっとりと広がります。

Gentle aromas of luscious pear and hints of melon. This ﬁne sake boasts richness and
mellowness. Savor the sweet essence and Umami that blossom on your palate.

クライン・ザルゼ ヴィンヤード・セレクション・シャルドネ 〔シャルドネ〕
Kleine Zalze Vineyard Selection Chardonnay 〔Chardonnay〕

※庭のうぐいす 純米大吟醸の場合がございます。

近年最も注目するべきワイン生産国のひとつが南アフリカ。冷涼産地も多く、葡萄はよく熟すがワインには
常にフレッシュさが纏っている。洋梨とレモンのニュアンスにシナモンや、発酵バターの香り、豊かさと清
涼感の入り混じった食欲を掻き立てる風味と味わいを持つ。

Many of the trendy wines on the world’s markets today are produced in South Africa. Thanks to the abundance
of cool micro-climates in the country, grapes mature well, yet the wines are always full of freshness. Savor
the nuances of pear and lemon, plus hints of cinnamon and cultured butter in the nose. This Chardonnay
will whet your appetite with its intriguing harmony of depth and coolness. Cheers!

IGP コリンヌ・ローダニエンヌ "ラ・コンブ・ピラート" 2016 〔ヴィオニエ〕
IGP Collines Rhodaniennes "La Combe Pilate" 2016 〔Viognier〕
南フランスの秀逸な有名生産者。ヴィオニエというアロマティックな葡萄から造られており、白桃やライチの
アロマが特徴的。ボリューム感のある豊かな口当たりと余韻に感じる、心地よい苦みを持つ辛口。

One of crème de la crème houses in southern France. “La Combe Pilate” is crafted from the aromatic
grape varietal “Viognier,” with trademark aromas evoking white peaches and lychee.
Enjoy this wine’s pleasantly bitter hints with its sense of richness on your palate, all the way
through to the afternote.
※ クライン ヴィオニエ ノース・コースト（アメリカ）の場合がございます。
Or CLINE Viognier North Coast (U.S.A.) may also be available.

ラパウラ・スプリングス クラシック 2017 〔ソーヴィニヨン・ブラン〕
Rapaura Springs Classic 2017 〔Sauvignon Blanc〕
沢山あるニュージーランドのソーヴィニヨン・ブラン生産者の中から、まだ日本では知られてない最優良生産者をチョイ
スしました。グレープフルーツやパッションフルーツのフレーヴァー、フレッシュな酸味のライトな辛口ですが、味ののっ
た美味しさが持続します。

New Zealand boasts many Sauvignon Blanc producers, yet JAL wanted to oﬀer its Business Class passengers something
special and chose Rapaura Springs, a distinguished winery that is still little known in Japan. This light, dry 2017 features
grapefruit and passion fruit ﬂavors, with refreshing acidity. Delight in the long-lasting yumminess throughout your dinner.
※ ドクター・エル・リースリング・クヴァリテーツワイン・ファインヘルプ（ドイツ）の場合がございます。
Or Dr. L Riesling Qualitätswein feinherb (Germany) may also be available.

Or Niwano uguisu Junmai Daiginjo may also be available.

アペリティフ＆カクテル
シェリー
カンパリ
梅酒（国産梅100％使用）
マティーニ
ブラディーメアリー

Aperitif & Cocktail
Sherry
Campari
Plum Wine (100% Japanese Plum)
Martini
Bloody Mary

ウイスキー
サントリー 白州 シングルモルト
シーバス・リーガル
ジャック・ダニエル・ブラック

Whisky
Suntory The Hakushu (Single Malt)
Chivas Regal
Jack Daniel's Black

スピリッツ

Spirit

ボンベイサファイア・ジン
アブソルート・ウォッカ

Bombay Sapphire Gin
Absolut Vodka

ブランデー＆リキュール

Brandy & Liqueur

コニャック・レミーマルタン
コアントロー
ベイリーズアイリッシュクリーム

Cognac Rémy Martin
Cointreau
Baileys Irish Cream

ビール
赤 ワイ ン Re d Win e
シャトー・ルデンヌ メドック・クリュ・ブルジョワ 2007 〔カベルネ・ソーヴィニヨン〕
Ch.Loudenne, Médoc Cru Bourgeois 2007 〔Cabernet Sauvignon〕
フランス・ボルドー地方メドック地区のワイン。10年以上の熟成によって紅茶の茶葉や土の様な風味が生まれ
とても複雑。なめらかな口当たりですが、タンニンはまだしっかりとあります。
ゆっくりと熟成の旨味をお楽しみください。

This wine originates in the Médoc region of Bordeaux, France. A very complex wine, its long aging
period of over 10 years has created black tea leaf and earthy ﬂavors. Although you will sense a silky
texture on your palate, the tannins remain ﬁrm. Sit back, relax and relish this wine’s Umami, born
from its long, leisurely maturity.
※ マックス レゼルヴァ シラー（チリ）又は マックス レゼルヴァ カベルネ・ソーヴィニヨン（チリ）の場合がございます。
Max Reserva Syrah (Chile) Or Max Reserva Cabernet Sauvignon (Chile) may also be available.

ヴィラ・ヴォルフ ピノ・ノワール クヴァリテーツワイン・トロッケン 2015 〔ピノ・ノワール〕
Villa Wolf Pinot Noir Qualitätswein trocken 2015 〔Pinot Noir〕
ドイツのファルツ地区のピノ・ノワール。ヨーロッパでは、フランスについでピノ・ノワールで有名な国。熟した苺や、
フローラルな風味。柔らかく軽やかで、フレッシュな酸味と軽い渋みが甘やかな果実味と秀逸なバランスをとっています。

This Pinot Noir originates in Pfalz, Germany, which is renowned for its high quality Pinot Noir, second
only to France. Floral flavors with a hint of just-ripe strawberries exhibit a soft light-heartedness.
Savor the fresh acidity and light tannins that create an exquisite harmony with this wine’s sweet fruitiness.

Beer

焼酎
芋焼酎 富乃宝山（西酒造/鹿児島県）
又は 伊佐大泉（大山酒造/鹿児島県）
麦焼酎 中々（黒木本店/宮崎県）

ノンアルコールドリンク
JAL オリジナルドリンク“スカイタイム キウイ”
コカ・コーラ
スプライト
ジンジャーエール
ウーロン茶ブレンド“からだ巡茶”
冷緑茶“綾鷹
（あやたか）
”
ジュース（オレンジ・アップル・トマト・グレープフルーツ）
ペリエ
ミネラルウォーター
コーヒー
カフェインレスコーヒー
緑茶
紅茶
ハーブティー

Japanese Shochu
Imo Shochu ”Tomi no houzan” (Kagoshima)
or ”Isadaisen” (Kagoshima)
Mugi Shochu”Nakanaka” (Miyazaki)

Non-alcoholic Drink
JAL Original Drink “SKY TIME Kiwi”
Coca-Cola
Sprite
Ginger Ale
Oolong Blended Tea
Cold Green Tea
Juice (Orange,Apple,Tomato,Grapefruit)
Sparkling Mineral Water
Still Mineral Water
Coffee
Decaffeinated Coffee
Green Tea
Tea
Herbal Tea

数に限りがございますので、ご希望に添えない場合はご了承下さい。
We apologize if occasionally your choice is not available due to limited storage space.

