ヒルトン ボラボラヌイ リゾート＆スパ
エアポートトランスファー無料：１４歳までのお子様の空港・ホテル間のボートトランスファーが無料
お食事無料：１４歳までのお子様はキッズメニューのお食事代が無料になります。
（ご両親同伴のレストランでのお食事のみ。アラカルトメニュー、お飲み物、ミニバー、
カヌー朝食、ルームサービス、テーマナイト等のスペシャルミールは対象外となります。）
また、通常のメニューをご利用の場合は５０％ディスカウントとなります。

お部屋の無料：１部屋に子供２名（子供は１４歳まで。ご両親と同室になります。）まで無料。
その他のお子様向けサービス；
●１４歳までのお子様のホテル・ヴァイタぺ間のシャトルボート無料
●ベビーベッドの無料貸出し
●お子様用遊具のお貸出し（数に限りがあります）
●ベビーシッターの手配（有料）：１時間3,500 xpf 税込み
＊代金は直接ベビーシッターへ現金にてお支払いとなります。
●無料のアクティビティー：カヤック、ホビーキャット、ペダルボート、パドルボード、カヌー、
プールヌードル（円柱型発砲スチロール製の浮き具）
お子様用シュノーケリングセット、バレーボール、ビリヤード又ボードゲーム
各種など室内ゲーム（ゲーム類は英語かフランス語になります。）
●無料カルチャーアクティビティー；１５時から月曜日と日曜日：ココナツにまつわるお話と割り方実演
木曜日：ココナツの割り方実演とタヒチ語レッスン
（プログラムは天候や都合により予告なく内容が変更、もしくは中止になることがございます。）

●お子様向け有料のアクティビティー；
ラグナリウム：天然の水族館でのシュノーケリング半日ツアー 9,200xpf
ラグーンサファリ：サメとエイの餌付けとシュノーケリング

9,500xpf

グラスボトムボート：底がガラスになっているボートでの遊覧 4,400xpf
アクアサファリ（６歳以上）: ヘルメットダイブ 9,000xpf
＊上記のアクティビティーは１２歳未満のお子様は料金が５０％オフになります。

スキューバダイビング（８歳より）: 8,500xpf より

キッズメニューの１例；前菜、メインとデザートから各１品チョイス
・前菜： - 地元産メロンとハムを添えて
- レタス、トマト、ゆで卵、ハムとチーズのサラダ
- トマト、ハム、モッツァレラチーズのスモールピザ
・メイン ：- フィッシュナゲットとタルタルソース
- チキン、チーズ、トマトとロメーヌレタスのクラブサンドイッチ
- グリルビーフラップとトマトサルサを添えて
- フレッシュトマトソースのスパゲッティー パルメザンチーズ添え
＊田舎風ポテト、フライドポテト、ライス、野菜、
グリーンサラダからサイドミールをお選びいただけます。

・デザート：- チョコレートムースとキャラメルパイ
- 季節のフルーツと赤いフルーツのソース、
- キッズサンデー
（バニラクッキーアイス、チョコレートソース、ホイップクリーム）

キッズカクテルセレクション（各600 xpf 税込みから）
-ラヴィアン・ローズ（フレッシュストロベリー＆パイナップル、ストロベリーアイスとグレープフルーツジュース）
-ミント＆ショコラ（バニラアイスクリーム、ミルク、チョコレート&ミントシロップ）
-アナスタジアカネル（アップルジュース、フレッシュバナナ、シナモン）
＊メニュー内容は予告なしに変更になることがございますので、予めご了承ください。

＊ 上記内容は予告なしに変更になることがございますので、予めご了承ください。
＊ お子様の年齢によりご参加頂けないアクティビティもございます。アクティビティーには
必ず保護者の同伴をお願い致します。
＊お貸し出しするものによっては数量に限りがあるものがございますので、予めご了承ください。
＊ 画像はイメージです。

２０１３ 年 2 月 0１日現在

Menu enfant / Children menu / キッズメニュー
Melon des îles
Country ham with cantaloupe melon
地元産ハムとメロン
800 xpf
La salade des matelots
Lettuce, tomatoes, hard boiled eggs, ham and cheese)
レタス、トマト、ゆで卵、ハムとチーズのサラダ
600 xpf
Pizza du moussaillon
Small pizza with tomato, ham and mozzarella
トマト、ハム、モッツァレラチーズのスモールピザ
800 xpf
****
Poisson croustillant et croquant
Fish nuggets with tartar sauce
フィッシュナゲットとタルタルソース
1250 xpf
Le sandwiche du Capitaine
Club Sandwich with chicken, cheese, tomato, and romaine leaf
チキン、チーズ、トマトとロメーヌレタスのクラブサンドイッチ
1450 xpf
Wrap de boeuf en salsa de tomate
Grilled beef wrap, tomato salsa
グリルビーフラップ トマトサルサ添え
1650 xpf
La pâte du Pirate
Spaghetti pasta with fresh tomato sauce and parmesan cheese
フレッシュトマトソースのスパゲティ パルメザンチーズ添え
1400 xpf
(Accompagnement au choix : pommes campagnardes, frites, riz blanc, légumes,
salade verte)
(Served with country style potatoes, French fries, white rice, vegetables and green salad)
（田舎風ポテト、フライドポテト、ライス、野菜、グリーンサラダからサイドミールを
お選び下さい。）
All prices are listed in Pacific francs, taxes and service included

****
Mousse au chocolat au lait et ses Arlettes caramélisées
Chocolate mousse with thin caramelized biscuit
チョコレートムースとキャラメルパイ
650 xpf
Fruits de saison et son coulis de fruits rouges
Seasonal fruit with red fruit sauce
季節のフルーツと赤いフルーツのソース
800 xpf
Cookie glacé, glace et sauce chocolat, chantilly
Kid’s sundae, chocolate ice cream, chocolate sauce, whipped cream
キッズサンデー（チョコレートアイス、チョコレートソース、ホイップクリーム）
400 xpf

Mini-cocktails à déguster/ Kid’s cocktails selection
キッズカクテルセレクション
バラ色
La vie en rose バラ
色の人生
Fraise et ananas frais, glace fraise, jus de raisin
Fresh strawberry and pineapple, strawberry ice cream, grapefruit juice
いちご、パイナップル、いちごアイス、グレープフルーツジュース
600 xpf
Menthe et chocolat チョコミント
Glace vanille, lait, pépites de chocolat, sirop de menthe
Vanilla ice cream, milk, chocolate and mint syrup
バニラアイス、ミルク、チョコ、ミントシロップ
600 xpf
Anastasia Canelle アナスタシア
Jus de pomme, banane fraîche, cannelle
Apple juice, fresh banana, cinamone
りんごジュース、バナナ、シナモン
600 xpf

All prices are listed in Pacific francs, taxes and service included

