
MINI BAR 
ミニバーミニバーミニバーミニバー 

Alcools/Alcohols/アルコールアルコールアルコールアルコール   

Johnnie Walker / ジョニー 
Black label / ウォーカー 

50ml 1040 

Vodka Absolut Blue / ウォッカ 50ml 680 

Gin Bombay Sapphire / ジン 50ml 1150 

Rhum Baccardi / ラム酒 50ml 1000 

   

Vins / Wines / ワインワインワインワイン   

Champagne 
Lanson Brut / シャンパン 

375ml 5500 

Chablis « La Croix Saint Joseph » 
白ワインシャブリ 

375ml 2500 

   

Snacks / スナックスナックスナックスナック   

Mélange salé / Mixed nuts / ナッツ  650 

Chips / ポテトチップス  450 

Lion / ライオン  350 

Kit Kat / キットカット  350 

Nos prix sont exprimés en francs pacifiques,  taxes et service inclus 
I nostri prezzi sono espresso in franchi pacifici, tasse e servizio incluzi  

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

上記の価格はパシフィックフランで表示されており、税金込みとなります  

Nous informons notre aimable clientèle que nos minibars sont munis 
de capteurs qui chargent automatiquement les produits déplacés. 

We inform you that our minibars are provided with sensors 
which automatically charge the moved items. 

ご滞在のお客様：ミニバーは、アイテムを動かしますと、 
自動的にセンサーが感知し課金されます。 

上記

Vi informiamo che i nostri minibars sono muniti di sensori  
che fatturano automaticamente i prodotti spostati. 
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MINI BAR 
ミニバーミニバーミニバーミニバー 

Jus & sodas/ Soft drinks /ソフトドリンク ソフトドリンク ソフトドリンク ソフトドリンク   

Coca Cola / コーラ 355ml 450 

Diet Coke/Coca Zero/ダイエットコーク 355ml 450 

Schweppes /Tonic /トニックウォー 355ml 450 

Sprite / スプライト 355ml 450 

Fanta Orange / ファンタ (飲料) 355ml 450 

Jus de tomate /トマトジュース 
Tomato juice 

250ml 450 

Jus d’orange / オレンジジュース 
Orange juice 

250ml 450 

Jus A.C.E /ニンジンのジュース 

A.C.E juice 
250ml 450 

   

Eaux / Mineral waters / ミネラルウォーター  ミネラルウォーター  ミネラルウォーター  ミネラルウォーター   

O’Tahiti 500ml 450 

Perrier / ペリエ 330ml 450 

   

Bières / Beers / ビールビールビールビール   

Hinano (bière locale/local beer) / ヒナノ 330ml 590 

Heineken / ハイネケン 330ml 590 

Red Bull Classic /エネルギードリンク 250ml 900 

Nos prix sont exprimés en francs pacifiques,  taxes et service inclus 
I nostri prezzi sono espresso in franchi pacifici, tasse e servizio incluzi  

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

上記の価格はパシフィックフランで表示されており、税金込みとなります  

Nous informons notre aimable clientèle que nos minibars sont munis 
de capteurs qui chargent automatiquement les produits déplacés. 

We inform you that our minibars are provided with sensors 
which automatically charge the moved items. 

ご滞在のお客様：ミニバーは、アイテムを動かしますと、 
自動的にセンサーが感知し課金されます。 

Vi informiamo che i nostri minibars sono muniti di sensori  
che fatturano automaticamente i prodotti spostati. 


