At your finger tips (perfect to share) おつまみ (シェアに最適です)
Satay selection: (3 pieces) サテの盛り合わせ (3 種)
Chicken marinated with peanut and coconut milk ピーナツとココナッツでマリネしたチキン
Prawns with spicy crust スパイシーな海老
Beef and Thai basil タイバジル風味のビーフ

2’400

(23)

Spicy chicken wings (6 pieces) チキンウィングのスパイス仕立て（6 個）

2’200

(22)

Assortment: fresh and deep fried spring rolls combo – Chicken/ vegetable, shrimp
揚げ春巻きと生春巻き – チキン、海老、野菜

1’900

(19)

3’000

(30)

3'100

(31)

3’100

(31)

2’900

(29)

2’800
3’200
3’200

(28)
(32)
(32)

Wagyu beef Asian salad, mango, cherry tomatoes, kiwi dressing
和牛のアジアンサラダ マンゴー、チェリートマト、キウィドレッシング

4’100

(40)

Tom yom goong, Thai spicy prawn soup トムヤムクン
Chicken noodle soup チキンヌードルのスープ

2’600
2’600

(26)
(26)

3’300
3’000
3’000

(32)
(30)
(30)

3’500

(34)

Margherita - Tomato sauce, mozzarella and basil
3’100
マルゲリータ
Special St. Regis Bora Bora – Fresh Tomato, tomato sauce, local fresh pineapple, ham, arugula salad, olives
3’300
セントレジス・ボラボラスペシャル フレッシュトマトソース、地元のパイナップル、ハム、ルッコラのサラダ、オリーブ
Capricciosa - Tomato sauce, fresh tomato, mozzarella, artichoke, ham, olives
3’300
カプリチョーザ トマトソース、フレッシュトマト、モッツァレラ、アーティチョーク、ハム、オリーブ
Pepperoni – Spicy tomato sauce, bell pepper confit, mozzarella, pepperoni, olives
3’300
ペパロニ スパイシートマトソース、パプリカのコンフィ、モッツァレラ、ペパロ二、オリーブ

(32)

Appetizer and Salad 前菜とサラダ
Tomato, mozzarella pesto, organic olive oil
トマト、モッツァレラとバジル、オーガニックオリーブオイル
Mahi mahi fish ceviche with coriander, jalapeño, curry flavored focaccia
マヒマヒのセビッチェ コリアンダー、ハラペーニョ、カレー風味のフォッカチャと
Tahitian style “ahi” tuna, crunchy vegetables
“アヒ”マグロのココナッツマリネ タヒチアンスタイル カリカリ野菜
“Ahi” tuna sashimi, cabbage, Japanese dressing
“アヒ”マグロの刺身 キャベツと日本風ドレッシング
Caesar salad - Romaine lettuce, bread croutons, quail egg, parmesan, anchovy dressing シーザーサラダ
Vegetarian
ベジタリアン
Grilled chicken グリルチキン
Grilled prawns グリル海老

タイのスパイシー海老スープ

Risotto リゾット
Prawns and curry risotto with coconut milk 海老とカレーとココナッツミルクのリゾット
Mushrooms risotto
マッシュルームリゾット
Vegetable and parmesan cheese risotto
野菜とパルメザンチーズのリゾット
Pasta パスタ
Choose your style of pasta and sauce from the below list パスタとソースを以下からお選びください。
Linguine, penne, fusilli, or spaghetti リングイネ、ペンネ、スパゲッティ
Choice of “all arabiatta”, tomato sauce, pesto sauce, carbonara or Bolognese
アラビアータ、トマトソース、バジルソース、カルボナーラ、ボロネーズ
Pizzas ピザ

(31)
(32)
(32)

Prices are in Pacific Francs except the one in bracket that are stated in US dollar for your information only, based on the average change rate
価格があなたのインフォメーションのためにＵＳドルで述べられる腕木の（の・もの・人）以外の太平洋フランにあります、ただ、平均に基づいてレートを変えます
Taxes Included, 4% Service Charge, © Government Regulated Prices
含まれる税金、４％のサービス料、ｃ政府 Regulated 価格

Eating raw or undercooked shellfish, egg or meat increases the risk of food borne illnesses 生や半生の貝、卵、肉は、飲食に起因する健康被害のリスクを高めます。

Burgers and Sandwiches ハンバーガーとサンドイッチ
BLT
Bacon, lettuce, tomato, toasted bread, mayonnaise ベーコン、レタス、トマト、トースト、マヨネーズ

2’900

(29)

Club sandwich クラブサンドイッチ
3’500
Roasted chicken breast, avocado, tomato, bacon, lettuce, mayonnaise グリル・チキン、アボカド、フレッシュ・トマト

(34)

Hamburger or cheeseburger ハンバーガー または チーズバーガー
3’500
(34)
Grilled beef, lettuce, tomato, onion, gherkins and cocktail sauce 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
Fish burger フィッシュバーガー
3’100
Fried crusted fish fillet, salad, onion, cucumber, tartar sauce 魚のフライ、サラダ、玉葱、キュウリ、タルタルソース

(32)

Mediterranean Panini 地中海風パニーニ
Fresh pesto, tomato, mozzarella, arugula フレッシュバジル、トマト、モッツァレラ、ルッコラ

2’800

(28)

Parisian sandwich パリジャン サンドイッチ
2’500
French baguette, ham, emmental cheese, salad, butter フレンチバゲット、ハム、エメンタールチーズ、サラダ、バター

(25)

From the grill グリル
Red “Ahi” tuna, spicy tomato, sweet garlic passion fruit compote
“アヒ”マグロのスパイシートマトとスイートガーリックのコンポート、パッションフルーツ風味

3’900

(38)

Bora Bora reef lobster lemon butter sauce (per 100gr)
ボラボラのリーフロブスター レモンバターソース (料金は 100g)

1’100

(11)

Catch of the day, diced pineapple and tomato, Taha’a vanilla flavours
本日獲れたての魚 パイナップルとトマトのみじん切り、タハア島のバニラ風味

3’600

(35)

Black Angus rib eye steak (300g), confit shallot, béarnaise sauce
ブラックアンガスのリブアイステーキ （300g） エシャロットのコンフィ、ハーブサラダ、ベアルネーズソース

5’990

(59)

Hong Kong style pepper tenderloin beef (200g), sweet soy sauce cilantro
香港スタイルペッパーテンダーロイン牛肉、甘い醤油 cilantro

5’400

(53)

1’900

(19)

1’900

(19)

1’700

(17)

1’600

(16)

1’700

(17)

Entrees and sandwiches are served with a choice of
グリルとハンバーガー、サンドイッチは以下の副菜から一つお選び下さい

Mesclun salad グリーンサラダ

French fries フライドポテト

Grilled vegetables グリル野菜

Mashed potatoes マッシュドポテト

Wok vegetables 野菜炒め

Jasmine rice ジャスミンライス

Desserts デザート
“Haari”, signature coconut dessert
“ハアリ” パティシエ特製ココナッツのデザート
Crispy pistachio cream tartlet, strawberry mousse
ピスタチオのクリスピータルト ストロベリームーズ
Fresh fruits platter
フレッシュフルーツの盛り合わせ
Selection of home-made sorbet and ice-cream
ホームメイドシャーベットとアイスクリーム
“Café Gourmand” selection of dessert and coffee included
Amaretto crème brûlée, macaroon and opera cake
“カフェ・グルマン” デザートとコーヒーのセット アマレットのクレームブリュレ、マカロンとオペラケーキ

Prices are in Pacific Francs except the one in bracket that are stated in US dollar for your information only, based on the average change rate
価格があなたのインフォメーションのためにＵＳドルで述べられる腕木の（の・もの・人）以外の太平洋フランにあります、ただ、平均に基づいてレートを変えます
Taxes Included, 4% Service Charge, © Government Regulated Prices
含まれる税金、４％のサービス料、ｃ政府 Regulated 価格

Eating raw or undercooked shellfish, egg or meat increases the risk of food borne illnesses 生や半生の貝、卵、肉は、飲食に起因する健康被害のリスクを高めます。
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