SALADES / SALADS / 冷たい前菜

ミックスベジタブルサラダ

チキンのシ－ザ－サラダ サラダ、クルトン、パルメザンチ－ズ、シ－ザ－ドレッシング

モ－レアサラダ ゆでエビ、ロ－ストポ－ク、パイナップル、パッションフル－ツのドレッシング

コブサラダ ミックスサラダ、トマト、ベ－コン、チキン、ゆで卵、フェタチ－ズ、ランチソ－ス

エビのシ－ザ－サラダ サラダ、クルトン、パルメザンチ－ズ、シ－ザ－ドレッシング

グリルまぐろのニ－ス風サラダ

POISSON CRU / RAW FISH /冷たいお魚料理
エキゾチックまぐろのタルタル

まぐろのサシミ、ソ－ス添え

タヒチ風ココナッツミルク入り魚のマリネ ポアッソン・クリュ

まぐろのトリロジ－ まぐろのタルタル、サシミ、ポアッソン・クリュ

追加の付け合せ 白米、野菜炒め、フライドポテトまたはグリ－ンサラダ

*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

SANDWICHES / BURGERS / パニ－ニ、サンドイッチとハンバ－ガ－

トマトとモッツァレッラ入りハムのパニ－ニ

トマトとモッツァレッラ入りチキンのパニ－ニ

ハンバ－ガ－ ビーフ、サラダ、トマト、オニオン、レリッシュドレシング

チ－ズバ－ガ－ ビーフ、チ－ズ、サラダ、トマト、オニオン、レリッシュドレシング

フィッシュバ－ガ－ カジキ、サラダ、トマト、オニオン、タルタルソ－ス

マナヴァバ－ガ－ ビーフ、チ－ズ、ベーコン、サラダ、トマト、オニオン、レリッシュドレシング

ファーマ－ズクラブサンドイッチ スモークしたタ－キ－ハム、サラダ、卵、ベ－コン、トマト

スモ－クフィッシュのクラブサンドイッチ スモ－クフィッシュ、ディルクリ－ム

付け合せ グリ－ンサラダ、野菜いため、フライドポテト、白米

*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

PIZZAS / PIZZAS / ピザ
マルガリ－タ トマトソ－ス、モッツァレッラ、黒オリ－ブ

カルボナ－ラ 生クリーム、ベーコン、オニオン、モッツァレッラ、黒オリ－ブ

タヒチアン トマトソ－ス、ローストポ－ク、パイナップル、ハム、チ－ズ、黒オリ－ブ

オセアン スモ－クフィッシュ、ディルクリ－ム、レモン

トマトやチ－ズなどの追加は 食材につき

フランです

PATES / PASTA / パスタ
タリアテレまたはペンネ

ペスト・ジェノヴェーゼ

ミートソ－ス
カルボナ－ラ
シ－フ－ド

VIANDES / MEAT /肉料理
串焼きチキン、バ－ベキュ－ソース 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

POISSONS / FISH /魚料理
イカのファルシ、トマトとケッパ－ソース

マヒマヒのロティとトマトソ－ス、ココナッツライス添え

*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

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

レモンとミントのタルト《モヒ－トスタイル》
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－

ポリネシアのフルーツの盛り合わせ

全部チョコレ－ト アイスクリーム

マナヴァパフェ バニラアイスクリーム、ラム酒風味のバナナフランベ、赤い木の実のク－リ

モーレアパフェ ココナツアイスクリーム、ココナツム－ス、パイナップル、ア－モンド

トロピカルチ－ズケーキ、赤い果実のク－リ添え

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

*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

