
 

 
Les Entrées / 前菜 

   
 

Salade d'été à la vanille de Taha'a/ 夏のサラダ Tahaa産 ヴァニラ風味     1 800 cfp 

Citron vert des marquises, lait de coco frais & tomates marinées à la vanille de Taha'a & vinaigre balsamique, aromates 
マルケサス産ライム ココナッツミルク＆トマトヴァニラタハア産ヴァニラ風味＆バルサミコドレッシング            

  

             
*Saint-Jacques à la coco fraîche de Tautau / 帆立貝 Ｔautau産 フレッシュココナッツ風味                                        1 600 cfp *               

Nacrées en tempura, pané à la coco fraîche, caviar tobiko parfumé au wasabi, lait de coco, 

帆立貝のココナッツ衣の天麩羅 キャビア トビコ 山葵風味 ココナッツミルクソース タルタルソース スイートチリソース 

 

Crevettes de Teahupoo aux agrumes du fenua / Teahupoo産 海老の 柑橘風味 Fenua風   1 800 cfp 

En tartare, Acidulées au pamplemousse, orange, citrons vert confit, menthe fraîche, 

海老のタルタル グレープフルーツオレンジ  ライムコンコンフィ フレッシュミント コリアンダー 浅葱  レモンオリーヴ

オイル Ｅｓｐｅｌｅｔｔｅ 唐辛子 

 

*Thon rouge du Pacifique sud sur glace /南太平洋産 鮪(氷上）                                       1 600 cfp * 

En Poisson cru à la polynésienne, brunoise de tomates, carottes, oignons, concombre, 

南太平洋産 鮪のマリネ ポリネシアン風 トマト 人参 玉葱 キュウリ フレッシュココナッツミルク  

マルケサス産ライムジュース 浅葱 

 

Thazard des "Raromatai" / Raromatai 産 鰆    1 600 cfp 

En sashimi mariné, à la connotation asiatique, huile d'olive parfumée au wasabi, citron vert, 

jus de kombu, gingembre, menthe fraîche, piment, oignons vert, salade  

アジア風 鰆の刺身マリネ  オリーヴオイル山葵風味 ライム 

 

 

Courgettes al dente, tomates & fromage de soja / ズッキーニのアルデンテ トマト＆大豆チーズ                 1 200 cfp 

En salade fraîcheur, brunoise de tomates marinées huile d'olive, ciboulette, citrons verts, tofu, brins de salade mesclun 

フレッシュ サラダ トマトのオリーヴオイルマリネ 浅葱 ライム 豆腐 メスクランサラダ 

 

Filet de boeuf "Black Angus" en Tataki/ Black Angus 牛フィレ肉のたたき     2 000 cfp 

Juste Grillé avec un Filet d'huile d'olive au thym Frais, Oporo, sel de Guérande et herbes fraîches 

１滴のオリーヴオイルタイム風味１滴で焙り焼き Oporo唐辛子 Guerande 産塩 フレッシュハーヴ 

 

 

Les Classiques - クラシック 
*Salade Grecque / ギリシャ風サラダ         1 400 cfp*  

 Salade romaine, fromage de brebis, poivrons confits, tomates, concombre, olives marinées, oignons rouges, pistou  

ローマンサラダ菜 フェタチーズ ピーマンコンフィ トマト キュウリ オリーヴマリネ 紫玉葱 ピストゥ 

 

*Salade César Classique / クラシック シーザーズ サラダ         1 200 cfp * 

Salade romaine, parmesan, sauce césar, croutons de pains grillées 

ローマンサラダ菜 パルメザンチーズ シーザーズソース クルトン 

 

*Salade César, poulet à la Plancha au thym / Plancha風チキン タイム風味 シーザーズ サラダ         1 600 cfp * 

Salade romaine, parmesan, sauce césar, croutons de pains grillée, émincé de blanc de volaille, aromatisé au thym 

ローマンサラダ菜 パルメザンチーズ シーザーズソース クルトン Plancha風 チキングリル タイム風味 

 

*Salade César aux crevettes fraiches de Teahupoo/ Teahupoo産 海老のシーザーズ サラダ         1 800 cfp * 

Salade romaine, parmesan, sauce césar, croutons de pains grillées, crevettes au Wok piment d'Espelette, ail frit 

ローマンサラダ菜 パルメザンチーズ シーザーズソース クルトン 海老の中華炒め Esperette唐辛子風味ガーリックフライ 

 
                            * Les entrées annotées d’un astérisque peuvent être commandées en format plat moyennant un supplément de 1 000 cfp  

* （*）付きの前菜メニューは 追加料金 1000cfpで多目の量でご注文頂けます。 

 
 Les prix indiqués sont toutes taxes comprises /表示価格は税込金額となっております 

 

 



 

 
Les Plats / メインコース 

 

Poissons & crustacés / 魚とシーフード  
 
Meka a la coco fraiche /メカジキ フレッシュココナッツ風味  3 000 cfp 

En fine escalope grillé, coco rapé et copeaux, lait de coco frais, 

filet d'huile de coco vierge du domaine de pari pari,  citrons vert de Marquises 

メカジキのフィレグリル おろし＆カットココナッツ フレッシュココナッツミルク   

Pari Pari製ココナッツヴァージンオイル  マルケサス産ライム 

 

Thazard (de traîne) au rea/ 鰆のタヒチアン生姜風味  3 000 cfp 

Escalopé grillé parfumée au gingembre frais, aromates du fenua & sauce soja allégé, 

 citrons vert, filet d'huile de sésame 

鰆のフィレグリル タヒチアン生姜 ハーヴ風味 醤油 ライム 胡麻油数滴 

 

*Mahi-mahi (pêché au Patia)/ マヒマヒ （Patia 産)   3 200 cfp* 

En filet émincé grillé aux herbes du maquis, fine chapelure de chorizo, 

brunoise de légumes à la méditerranéenne, filet d'huile d'olive au citron  

マヒマヒのスライスグリル Maquis産ハーヴ チョリゾのスライス 角切り地中海野菜 オリーブオイル数滴 

 

Papio au citron vert et thym/鱈（タヒチアン）のライム タイム風味   3 000 cfp 

En escalope grillé dans sa simplicité, thym, filet d'huile d'olive au citron, citrons vert confit & frais, oporo  

鱈のフィレ シンプルグリル タイム レモンオリーヴオイル数滴 ライムコンフィ Oporo (ローカル唐辛子） 

 

Korori & calamar de la ferme perlière en coquille / コロリ＆イカの真珠貝盛   2 500 cfp 

Traditionnelle, Poêlé au beurre demi-sel persillade, piment d'Espelette, citron vert 

真珠貝の貝柱とイカ 塩 パセリバターソテー Esperette唐辛子 ライム 

 

 

Viandes &  volaille & légumes/牛肉 ＆鶏肉＆野菜 

          
Le Faux-Filet /サーロイン  3 800 cfp 

Juste Grillé, aromates, oporo, filet de sirop d'érable, sauce soja allégée & herbes fraîches 

牛肉 焙り焼き トマト Oporo (ローカル唐辛子） メープルシロップ 醤油 フレッシュハーヴ 

 

*Onglet grillé /  牛のはらみグリル                                                                                                                               29 00 cfp* 

Juste grillé échalotes confites  à l'huile d'olive parfumé aux romarins 

牛のはらみグリル エシャロットコンフィ オリーヴオイルローズマリー風味 

  

*Blanc de poulet au tandoori paste/鳥の胸肉 タンドリー風味 2 600 cfp* 

 En fine gougeonette sauté au Wok, légumes croquants de la saison, terriyaki, petit riz jasmin 

スライスチキンの中華炒め 季節のパリパリ野菜 照り焼き ジャスミンライス添え 

 

*Légumes du maraîcher/ 野菜          2 200 cfp* 

Sauté au Wok, riz jasmin, sauce soja, champignons shiitake, algues wakamé, tofu 

野菜中華炒め ジャスミンライス 醤油 椎茸 ワカメ 豆腐 

 
 

Garnitures supplémentaires                 600 cfp 

 Riz au jasmin et lait de coco parfumé sésame / salade mesclun/ légumes variés / frites 

付合せの追加オーダーも可能です（選択） 

ジャスミンライス ココナッツミルク 胡麻風味/メスクランサラダ菜/ミックス野菜/フライドポテト 

  
*La garniture est au choix sauf sur les plats annotés d’un astérisque (*) : riz jasmin au lait de coco parfumé au sésame /  

Salade mesclun / légumes variés / frites 

 

* (*)付き以外のメニューは 付け合せの選択が可能です : ジャスミンライス ココナッツミルク 胡麻風味/ 

メスクランサラダ菜/ミックス野菜/フライドポテト 
 

 

                     Les prix indiqués sont toutes taxes comprises /表示価格は税込金額となっております 

 

 



 

 

 

 
 
Mahi-mahi coco Burger - sauce tartare / マヒマヒココナッツバーガー タルタルソース   2 600 cfp 

Burger poulet basilic Crétois          /チキンバーガー Cretanバジル風味オリーヴオイルソース   2 200 cfp 

Burger bœuf & fromage -                /ビーフ＆チーズバーガー ケチャップソース    2 400 cfp 

Burger au bœuf classique -           /クラシック ビーフバーガー ケチャップソース                 2 300 cfp 

Burger gourmand & tofu -           / ベジタリアン＆豆腐バーガー オリーブオイルソース   2 200 cfp 

 
Tous les burgers sont garnis avec des tomates, cornichons à la russe, concombre, oignons & salade mineto 

全てのバーガーには トマト ロシア風ピクルス キュウリ 玉葱 Minetoサラダ菜が付合わせとなります 

 

 
 

   
Au choix: Pain de mie blanc ou complet / パン選択 : 胚芽入りパン又は食パン 

 

Club sandwich poulet au thym piment d'Espelette - sauce tartare      2 400 cfp 
チキン（タイム Espertte 唐辛子風味）のクラブサンドイッチ 

Club sandwich au saumon fumé – sauce tartare        2 800 cfp 
 スモークサーモンのクラブサンドイッチ タルタルソース 

Club sandwich vegetarian & tofu – filet d'huile d'olive      2 200 cfp 
 ベジタリアン＆豆腐のクラブサンドイッチ オリーブオイルソース 

Club sandwich chorizo & fromage de chèvre frais        2 400 cfp 
 チョリゾ＆ フレッシュ山羊のチーズのクラブサンドイッチ 

Tous les sandwichs sont garnit avec des tomates, cornichons à la russe, concombre, oignons, salade mineto 

全てのクラブサンドイッチにはトマト ロシア風ピクルス キュウリ 玉葱 Minetoサラダ菜が付合せとなります。 

 

 

 

 

Baguettes tomates fraîches,  mozzarella Buffala                                                                                                 1 800 cfp 

Salade mineto , filet d'huile d'olive, piment d' Espelette 
フレッシュトマト モッツレラチーズ Buffala のバゲット  

Minetoサラダ菜 オリーブオイル数滴 Espertte 唐辛子 

 

Baguettes ventrèche de porc grillé aux herbes du maquis                                                                                   1 800cfp 

Salade mineto, tomates, filet d'huile d'olive, moutarde forte 
Ventreche産ポークグリル Maquis産 ハーヴ風味のバゲット 

Minetoサラダ菜 トマト オリーブオイル数滴  強いマスタード 

 
 

 

 

 

Au choix Spaghettis ou Tagliatelles/ 選択 : スパゲティ 又は タリアッテレ 

 

Napolitaine ou pistou / ナポリタン 又は ピストーソース                  1 600 cfp 

Bolognaise / ボロネーズ（ミートソース）           1 800 cfp 

Au saumon fumé, légumes de saison, lait de coco, coco râpé, aromates, curry doux   2000  cfp            ス
モークサーモン 季節の野菜 ココナッツミルク おろしココナッツ マイルドカレー       
 

Les prix indiqués sont toutes taxes comprises /表示価格は税込金額となっております 

Les Club Sandwichs/ クラブサンドイッチ 

 
 
 

Les Pains « Baguette » /フランスパン 

 
 
 

Les Pâtes /パスタ 
 
 

Les Burgers/バーガー 

 
 
 



 

Desserts  

 

 

 
                                                          

      

 

            / デザート 
 

 

 

Les profiteroles maison à la vanille de Taha'a / 自家製ミニシュー タハア産ヴァニラ風味 

ミニシューとヴァニラアイスクリーム ミニチョコレートキャラメルソース又は チョコレートソース 

 

Le Bounty coco & chocolat noir 

Parfait glacé coco, chocolat noir & crème anglaise 
自家製ココナッツアイスクリーム ブラックチョコレート＆ カスタードクリーム 

 

Café gourmand/コーヒーグルメ 

Glace vanille, café, sablé aux fruits sec, macarons fruits rouges chocolat, truffes chocolat, opéra 
アイスクリーム コーヒー ドライフルーツサブレ チョコレート レッドベリー マカロン  

トリュフチョコレート オペラ 

 

 Crème brûlée à la vanille de Taha’a 

クレーム ブリュレ Tahaa 産ヴァニラ風味 

 

Aquarelle de fruits frais de fenua 

季節のローカルフルーツ盛合わせ 

 

La Coupe Taha’a/ Tahaa カップ 

Glace Vanille, sauce chocolat chaud, Chantilly 
バニラアイスクリーム ホットチョコレートソース ホイップクリーム 

 

 

Sélection de glaces & sorbets/ アイスクリーム＆シャーベット（選択）   

 
Glaces /アイスクリーム 

Parfums: vanille, café, chocolat avec pépites 
フレーバー:  ヴァニラ コーヒー チョコレート（粒チョコ入り) 

 

Sorbets / シャーベット 

Parfums: Pina Colada, mangue, fruit de la passion, corossol, citron vert,  fraise, coco 
フレーバー:   ピナコラダ マンゴ パッションフルーツ コロソル ライム 苺 ココナッツ 

 

 

 

 

1 300 cfp 

 

 
Les prix indiqués sont toutes taxes comprises /表示価格は税込金額となっております 

 

 
 


