前菜とサラダ サラダ
トマト、モッツァレラとペスト、オーガニック・オリーブ・オイル
アヒ”マグロのココナッツマリネ タヒチアンスタイル シャキシャキ野菜
“アヒ”マグロの刺身 キャベツと日本風ドレッシング

,
ボ－ブンサラダ、春雨とツナ又は海老

-

,

,

,

シーザーサラダ ロメイン・レタス、クルトン、鶉の卵、パルメジャン、アンチョビ・ドレッシグ
スタンダード（トッピングなし)
グリル・チキン・ベーコン

パスタ
パスタとソースを以下からお選びください。
ペンネ 又は スパゲッティ

, ソースのチョイス
トマト・ソ－ス
アルフレド・ソ－ス（クリ－ムとチーズ )
ボロネ－ゼ

ピザ
マルゲリータ － トマト・ソ－ス、モッツァレラとバジル
ベジタリアン － トマト・ソ－ス、モッツァレラ、ズッキ－ニ、ピーマン、ブロッコリ－、ルッコラサラダ
プロシュ－トとキノコ － トマト・ソ－ス、モッツァレラ、マッシュルーム
チョリソ-トマト・ソ－ス、モッツァレラ、チョリソ
四種のチ－ズ-モッツァレラ、ゴルゴンゾ－ラ、ペッコリ－ノとゴ－ト・チ－ズ

ハンバーガーとサンドイッチ
3’800 (38)
ロースト・チキン、アボカド、トマト、ベーコン、レタス、マヨネ－ズカリフォルニア・クラブサンドイッチ

3’200 (32)
ハンバーガー または チーズバーガーグリル・ビーフ、レタス、トマト、玉葱、ピクルス、カクテルソース

2’650 (26)
フィッシュバーガー魚のフライ、サラダ、玉葱、キュウリ、タルタルソース

2’900 (29)
チキン・パニ－ニ、トマト、モッツァレラ、スリラッチャ・ソ－ス（スパイシ－）、マヨネ－ズとバジル

2’750 (27)
トマト・パニ－ニ、モッツァレラ、プロシュ－ト・ハム、バジル

本日のブルスケッタ
鶏 タコス、サルサソース

2’400
プロシュ－ト・ハム、バルサミコ・ビネガ－とパルメジャン・チ－ズ
メキシカン・グリルチキンのトルティーヤ ビーンス、オニオン、白キャベツ、モッツァレラ、
アボカド、コリアンダー、サルサソースとクリーム添え

デザート

All dishes with a star ( ) are served with a choice of:

ご参考までにカッコ（）内に

ドルにて表記しています。平均的な為替レートを使用して

料金はパシフィックフランにて表記、

ドルに計算しています。

のサービスチャージと税金が含まれます。

开胃菜和沙拉 沙拉
番茄奶酪配香蒜酱和有机橄榄油
椰子腌制大溪地特有金枪鱼配新鲜蔬菜
金枪鱼生鱼片配卷心菜和日本酱汁
Salade Bo Bun, Vermicelles de riz, Au thon rouge ou crevette, sauce Teriyaki, cacahuètes

2’950 (29)

越南米线沙拉，米粉,加红金枪鱼或虾
恺撒沙拉 生菜，蒜香面包，鹌鹑蛋，干酪，凤尾鱼酱汁
普通沙拉
配烤鸡肉

意大利面
可以选择以下两种意大利面
通心粉或意大利细面
可选酱汁
番茄酱
奶油蘑菇酱
番茄肉酱

披萨
玛格丽特披萨 – 番茄酱, 意大利干酪和罗勒
素食披萨 番茄酱汁，意大利干酪，青椒，西兰花和沙拉酱
火腿蘑菇披萨 番茄酱汁，意大利干酪，熟火腿和蘑菇
番茄酱，蛋黄酱，西班牙辣肠
四种奶酪 – 水牛奶酪，蓝纹奶酪，绵羊奶酪，山羊奶酪

汉堡和三明治
加利福尼亚三明治烤鸡肉，牛油果，新鲜番茄，培根，生菜和蛋黄酱
火腿汉堡或奶酪汉堡烤牛肉，生菜，洋葱，酸黄瓜和鸡尾酒酱汁
鱼汉堡脆炸鱼, 沙拉，洋葱，黄瓜，调味酱
香酥雞肉三明治搭配番茄，馬蘇里拉奶酪，是拉差香甜辣椒醬，蛋黃醬，羅勒
番茄三明治搭配奶酪，義式帶皮燻火腿，羅勒
当日普切塔烤面包
玉米饼, 农夫早餐佐莎莎醬

鸡肉

帕尔玛火腿，香醋和巴马干酪
墨西哥

玉米饼 （包含：鸡肉，捣碎豆子，洋葱，白菜，意大利奶酪，牛油果，香菜）配罗勒绿菜酱和奶油

冰激淋
香蕉吐冰淇淋，酥脆饼干沫，香蕉蛋糕，草莓冰糕，巧克力冰糕，可可酱，香草和马斯卡奶油
巧克力奶泡冰淇淋，巧克力冰淇淋，巧克力酱，巧克力奶油，布朗尼
咖啡冰淇淋，咖啡冰淇淋，巧克力酱，香草和马斯卡奶油，果仁巧克力, 布朗尼
异域冰淇淋，酥脆饼干沫，异域水果，菠萝 - 肉桂饼干，芒果冰糕，香蕉西番莲冰糕
新鲜水果拼盘

自制冰沙和冰淇淋

/ 印度香米 / Frites 炸薯条 /

蔬菜沙拉/
烤时蔬 /

土豆泥

Vodka, Jus de tomate, Jus de citron, Worcester Sauce, Céleri, Tabasco
Vodka, Wasabi, Jus de citron frais, Sirop de canne
Grand Marnier ® Cordon Rouge, Thé vert
Vodka, Cointreau, Jus de canneberge, Jus de citron frais

Vodka, Basilic, Frangelico, Fruit de la passion, jus d’ananas, Sirop de coco
Vodka, Curaçao bleu, Jus de citron, Sirop de canne
Vodka, Jus de pasteque, Jus de tomate, Jus de citron, Worcester Sauce, Céleri, Tabasco
Vodka, Malibu, Southern Comfort, Jus d'orange, Jus d'ananas, Jus de citron, Sirop de grenadine
Rhum, Liqueur Saint Germain, Menthe fraîche, Jus de citron, Perrier
Rhum, Chambord, Menthe fraîche, Purée de framboise, Jus de canneberge
Rhum, Glace noix de coco, Eau de coco fraîche, Sirop de coco
Rhum Blanc, Rhum Brun, Ananas frais, Sirop de coco, Jus d’ananas
Baileys, Purée de coco, Sirop de coco, Banane fraîche
Liqueur de banane, Glace vanille, Banane, Sirop de chocolat

