!

!Nos Crostinis/ クロスティニ
!!

La Plage

Thon rouge de Raiatea fumé/ Smoked Red Tuna from Raiatea

2300cfp

Pain baguette grillé, thon rouge fumé, tomates, salade Minetto
フランスパンのグリル, 黒鮪のスモーク, トマト, ミネット菜

!!

Jambon Serano & Parmeggiano/Serano Ham & Parmeggiano Cheese

2500cfp

Pain baguette grillé, purée d’olive à l’ail, tomates, Jambon Serano et copeaux de parmesan
フランスパンのグリル, ガーリックオリーブピューレ, セラノハム & 削りパルメザンチーズ

Nos Baguette/ フランスパン

!!
!!
Nos
! Bruschetta/ ブルスケッタ
A l’italienne/ イタリアン

2000cfp

La Méditerranéenne/ メディタリアン

2000cfp

Pain baguette grillé, mozzarella, tomate, salade, piment d’Espelette
フランスパンのグリル, モッツァレラチーズ, トマト, サラダ, エスペレッテ唐辛子

Pain de campagne, tomate, concombre, olives, feta, salade, oignons, poivrons confit
カンパーニュパン, トマト, キュウリ, オリーヴ, フェタチーズ, サラダ, オニオン, ピーマンコンフィ

!

Nos Burgers/ バーガー
Tous les burgers sont garnis de tomate, concombre, cornichon à la russe, oignon et salade Minetto
全バーガーにはトマト, キュウリ, ロシアンピクルス, 玉葱 ＆ ミネット菜が付け合わせてあります。

!

Le Hamburger/ ハンバーガーsauce ketchup/ケチャップ・ソース

2600cfp

Le Cheeseburger/ チーズバーガーsauce ketchup/ ケチャップ・ソース

2700cfp

Le Burger végétarien, légumes frais et tofu/ ヴェジタリアンバーガー, フレッシュ野菜と豆腐

2300cfp

Burger au poulet / チキンバーガー filet d’huile d’olive/ オリーブ数滴

2500cfp

Le Taha’a Burger / Taha’a バーガー : マヒマヒ& ココナッツ/タルタルソース

2900cfp

!!

Nos clubs sandwichs/ クラブサンドイッチ
Au choix: Pain de mie blanc ou complet/ パン選択: 食パン 又は 全粒粉パン
付合せ : tomate, concombre, oignon, salade Minetto/ トマト, キュウリ, 玉葱, ミネット菜

Poulet / チキン

2600cfp

Pastrami de bœuf / ビーフパストラミ

2700cfp

Chorizo et fromage de chèvre frais/ チョリゾ＆山羊のフレッシュチーズ

2600cfp

Végétarien/ ヴェジタリアン
Sans gluten/ グルテン無使用

!

!
!

Les prix indiqués sont toutes taxes comprises / 料金は税込み表示です。

!

La Plage

!!
!

Les Entree ／前菜

!!

Sashimi de Tazard / 鰆の刺身

2500cfp

Sashimi mariné à huile de Wasabi, citron vert, gingembre frais & confit, salade Mesclun
山葵オイルマリネの刺身, ライム, 生姜（生＆コンフィ）, メスクラン菜

!

Salade Fraicheur Coco Vanille de Taha’a/ フレッシュサラダココナッツ＆タハア産ヴァニラ 2000cfp/2800cfp

Salade mesclun, espadon fume, poivrons confits, lait de coco frais & copeaux, vinaigre à la vanille de Tahaa
メスクラン菜, カジキのスモーク, ピーマンコンフィ, ココナッツミルク & 削りココナッツ, Tahaa産ヴァニラドレッシング

!

Thon rouge à la polynésienne/ポリネシアン風

1700cfp/2500cfp

黒鮪

Servi cru à la polynésienne aux agrumes, copeaux et lait de coco frais, jus de citron vert,

生魚のポリネシアン風柑橘マリネ ココナッツ(削り&フレッシュミルク)ライム 浅葱 ジャスミンライス胡麻風味

!

Salade Grecque/ ギリシャ風サラダ

1400cfp/2200cfp

Salade romaine, fromage de brebis, poivrons confits, tomate, concombre, olives marinées, oignon rouge et pistou

ロマナ菜, 羊のチーズ, ピーマンコンフィ, トマト, マリネオリーヴ, 紫玉葱とピスト

!!
!

Nos Salades César/ シーザーズサラダ
César végétarienne/ ベジタリアンシーザーズ

1300cfp/2000cfp

Salade romaine, parmesan, croutons de pain grillé, sauce César
ロマナ菜, パルメザンチーズ, クルトン, シーザードレッシング

!!

César Poulet/ チキンシーザーズ

1500cfp/2300cfp

Salade romaine, parmesan, émincé de blanc de volaille au thym, piment d’Espelette, sauce césar
ロマナ菜, パルメザンチーズ, チキンのスライスタイム風味, エスペレッテ唐辛子, シーザードレッシング

!!

César Crevettes de Teahupoo/ Teahupoo 産海老のサラダ

1700cfp/2700cfp

Salade romaine, parmesan, croutons de pain grillé, crevettes au wok, piment d’Espelette et ail, sauce césar
ロマナ菜, パルメザンチーズ, クルトン, 海老の中華風炒め, エスペレッテ唐辛子 ＆ガーリック, シーザードレッシング

Végétarien/ ヴェジタリアン
Sans gluten/ グルテン無使用

!!
!!
!!
!

!
!

Les prix indiqués sont toutes taxes comprises / 料金は税込み表示です。

La Plage

!!
!!
!L! a Mer／海の幸
!!
!!
!!
!!
!
!
Le Meka/ メカジキ

3200cfp

En escalope accompagné de sa poêlé de légumes croquants, oignon et tomate frits et sa sauce soja allégée
メカジキとクリスピー野菜炒め, 玉葱とトマトフライ 醤油ソース

Duo de Mahi-Mahi */ ２種類のマヒマヒ*

3300cfp

Escalope de mahi grillé et fines tranches de mahi fumé, chorizo doux Iberico grillé, coulis de tomates légèrement épicé
マヒマヒのスライスグリルとスモーク, チョリゾ イベリコ豚グリル , スパイシートマトソース

Le Korori */ コロリ（黒蝶貝貝柱）*

3200cfp

Poêlés au beurre persillade dans toute leur simplicité
コロリのパセリバターソテー

!

Le Thon Rouge*/ 黒鮪

*

3500cfp

En pavé mi- cuit, ananas, tomates, coulis de mangue, citron vert et crème aigre douce de balsamique
鮪の半生焼き, パイナップル, トマト, マンゴソース, ライム＆ 甘酢バルサミコクリーム

!

Les pâtes/ パスタ

Nous vous proposons au choix Spaghetti ou Tagliatelle パスタ選択：スパゲテイ又はタリアッテレ
Pâtes à la Bolognaise/ ミートソースパスタ

2300cfp

Tomates, oignons, viande de bœuf
トマト, 玉葱, 牛肉

!

Pâtes Primavera/ プリマヴェーラパスタ

2500cfp

Légumes du moment, jambon Serrano, parmesan et huile d’olive à l’origan
旬の野菜, セラノハム, パルメザンチーズ オレガノオリーヴオイル

!

Pâtes au pistou/ ペスト

2000cfp

パスタ

Ail, basilique, huile d’olive
ガーリック, バジル, オリーヴオイル

Pâtes à la Napolitaine/ ナポリタン

2000cfp

パスタ

Huile d’olive, tomates, persil, basilic, ail et oignons
オリーヴオイル, トマト, パセリ, バジル, ガーリックと玉葱

!

Végétarien/ ヴェジタリアン
Sans gluten/ グルテン無使用

!

!
!

Les prix indiqués sont toutes taxes comprises / 料金は税込み表示です。

La Plage
! a Terre
L
!!
!

／山の幸

Wok de volaille coco/ チキン中華風炒め ココナッツ風味

2900cfp

Emincé sautés au Wok, lait de coco frais, curry doux, légumes croquants, riz au jasmin
チキンのスライス中華風炒め, フレッシュココナッツミルク マイルドカレー, クリスピー野菜, ジャスミンライス

!

Tataki de Bœuf Black Angus/ Black Angus 牛のたたき

2900cfp

Faux filet en Tataki, sauce Teriyaki, Tandoori, poêlée de légumes variés, gingembre frais
サーロインのたたき 照焼きソー, タンドリー, 野菜炒め,生生姜

!!

Terre & Mer */ 海と陸*

3700cfp

Crevettes de Teahupoo au piment d’Espelette & pavé de filet de bœuf « Black Angus » grillé,
épice Cajun, sauce aigre douce légèrement fumé
Teahupoo産海老,エスペレッテ唐辛子 & "Black angusフィレ肉グリル,ケイジャンスパイス
甘酢ソース（少しスモーク）

!Simplement grillé/ シンプルグリル
!

Mahi-Mahi/ マヒマヒ* filet d’huile citronnée et citron vert/レモンライムオリーヴオイル

2900cfp

Tazard/ 鰆* filet d’huile citronnée et citron vert/ レモンライムオリーヴオイル

2900cfp

Meka/ メカジキ*filet d’huile citronnée et citron vert/ レモンライムオリーヴオイル

2900cfp

Thon Rouge/ 黒鮪* filet d’huile citronnée et citron vert/ レモンライムオリーヴオイル

3000cfp

Escalope de volaille/ チキンスライス* Thym, romarin, huile d’olive/ タイム, ローズマリー, オリーヴオイル 2700cfp
Filet de Boeuf Black Angus/ Black Angus牛フィレ肉*

タイム, ローズマリー, オリーヴオイル

!!

3000cfp

*Nos garnitures au choix pour les plats munis du signe (*) :
* (*)印のあるお料理は付合せが選択出来ます。

!!

✓

Riz jasmin au lait de coco et sésame/ ジャスミンライス

✓

Mélange de salade à l’huile d’olive et balsamique/ ミックスサラダ

✓

Légumes variés du moment/ Seasonal vegetables/ 旬の野菜

✓

Frites /フライドポテト

ココナッツミルクごま風味
オリーヴオイルとバルサミコ風味

Végétarien/ ヴェジタリアン
Sans gluten/ グルテン無使用

!

!
!

Les prix indiqués sont toutes taxes comprises / 料金は税込み表示です。

