ENTREES FROIDES / COLD STARTERS / 冷たい前菜

パイナップルとグレ－プフル－ツのトロピカルサラダ、パッションフル－ツドレッシング添え

マグロのタルタル

牛肉のカルパッチョとフル－ツチャツネ

スモ－クフィッシュのカルパッチョとディルクリ－ム

モ－レア産エビ、野菜のクリスピ－とサツマイモ

フォアグラ、バニラ風味

ENTREES CHAUDES / HOT STARTERS / 温かい前菜

オニオンス－プとトースト

モーレア産エビのビスクと野菜ケ－キ

モーレア産エビのビスクと野菜ケ－キ

ホタテとほうれん草のラビオリ

*supplément de 500 CFP en ½ pension – extra charge of XPF 500 for half board guests –
＊朝食・夕食つきのお客様は 500 フランの追加料金がかかります
Nos prix sont exprimés en francs pacifiques, toutes taxes inclus - Our prices are in pacific francs, all taxes included

パシフィックフラン表示、税サ込み
végétarien/vegetarian/ベジタリアン - crustacés/shellfish/甲殻類- pimenté/spicy/スパイシ－ - produit local/local product /ポリネシア産

PATES ET RISOTTOS / PASTA AND RISOTTOS / パスタとリゾット
グリ－ンピ－スとアスパラガスのラザニア、レッドビートのク－リ添え

トマトと野菜の貝殻型のパスタ

トリュフオイルとマッシュル－ムのリゾット

海老のタリアテッレ

POISSON / FISH / 魚料理
本日のお魚：タイ風味 ジンジャ－、ごま油風味のねぎ、コリアンダ－

ラグ－ンフィッシュのムニエル、グリル野菜添え

ゴマ風味まぐろのタタキ、コリアンダ－風味の野菜炒め添え

タロイモとモ－レア産エビのグラタン、ココナッツライス添え

シ－フ－ドカレー、ドライフルーツ入りサフランライス

ココナッツ風味のかぼちゃグラタンのせマヒマヒのロティ、バニラソース添え

*supplément de 500 CFP en ½ pension – extra charge of XPF 500 for half board guests –
＊朝食・夕食つきのお客様は 500 フランの追加料金がかかります
Nos prix sont exprimés en francs pacifiques, toutes taxes inclus - Our prices are in pacific francs, all taxes included

パシフィックフラン表示、税サ込み
végétarien/vegetarian/ベジタリアン - crustacés/shellfish/甲殻類- pimenté/spicy/スパイシ－ - produit local/local product /ポリネシア産

VIANDES / MEAT / 肉料理
きのこと鶏肉のファルシ、青パパイヤのサワ－クラウト添え

アジア風牛肉の炒め物と中華麺

シェフバ－ガ－

グラム、ＡＯＣラベル肉使用

ウィーン風子牛のカツレツ、トマトコンポ－ト添え 付け合わせをお選びください

グリルステ－キ、 ベアルネーズ バター

グラム 付け合わせをお選びください

子羊肉とイチジクの蒸し煮、バタ－風味のタリアテッレ添え

牛ヒレ肉のステ－キ、牛ひき肉とじゃがいもの重ね焼き、ペッパ－ソ－ス添え

*supplément de 500 CFP en ½ pension – extra charge of XPF 500 for half board guests –
＊朝食・夕食つきのお客様は 500 フランの追加料金がかかります
Nos prix sont exprimés en francs pacifiques, toutes taxes inclus - Our prices are in pacific francs, all taxes included

パシフィックフラン表示、税サ込み
végétarien/vegetarian/ベジタリアン - crustacés/shellfish/甲殻類- pimenté/spicy/スパイシ－ - produit local/local product /ポリネシア産

DESSERTS / DESSERTS / デザ－ト
種チ－ズの盛り合わせ ブルーチーズ、やぎチ－ズ、ブリ－チ－ズ

バニラ風味クレ－ムブリュレ
クラシック ティラミス

アイスクリ－ムの盛り合わせ 種類お選びください

チョコレ－ト バニラ ココナッツ コーヒ－

パイナップルタルト

トロピカルチ－ズケーキ、赤い果実のク－リ添え
マナヴァ･スフィア 球体のムース入りチョコレ－ト菓子

モーレア産シャ－ベットの盛り合わせ 種類お選びください
ライム パイナップル パッションフル－ツ マンゴ－ コロソル

ババ・オ・ロム ラム酒風味のケーキ

モエル－・オ・ショコラ、バニラアイス添え

*supplément de 500 CFP en ½ pension – extra charge of XPF 500 for half board guests –
＊朝食・夕食つきのお客様は 500 フランの追加料金がかかります
Nos prix sont exprimés en francs pacifiques, toutes taxes inclus - Our prices are in pacific francs, all taxes included

パシフィックフラン表示、税サ込み
végétarien/vegetarian/ベジタリアン - crustacés/shellfish/甲殻類- pimenté/spicy/スパイシ－ - produit local/local product /ポリネシア産

