
 

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

If you have specific dietary requirements or allergies and would like information about the ingredients used, please contact the manager. 
 

料金は全てパシフィックフランにて表示、漸近、サービス料を含みます。食事制限やアレルギー等ございましたらマネージャーにお尋ね下さい。 

ロブスターの入荷は仏領ポリネシアのロブスター漁規定により制限されます。 

 

ディスカバリーメニュー

お客様のお好みの コースディナーをメニューからご選択下さい。

前菜

魚料理 又は肉料理

デザート

ソムリエのお勧め

イリアタイ ワインペアリンググラス 杯

プレスティージ ワインペアリング 杯



 

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

If you have specific dietary requirements or allergies and would like information about the ingredients used, please contact the manager. 
 

料金は全てパシフィックフランにて表示、漸近、サービス料を含みます。食事制限やアレルギー等ございましたらマネージャーにお尋ね下さい。 

ロブスターの入荷は仏領ポリネシアのロブスター漁規定により制限されます。 

 

シェフメニュー

ディスカバリーメニュー追加料金

季節の食材を使ってシェフが料理に対する情熱を表現します。

前菜

魚料理

肉料理

チーズ

プレデザート 

デザート

ソムリエのお勧め

イリアタイ ワインペアリンググラス 杯



 

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

If you have specific dietary requirements or allergies and would like information about the ingredients used, please contact the manager. 
 

料金は全てパシフィックフランにて表示、漸近、サービス料を含みます。食事制限やアレルギー等ございましたらマネージャーにお尋ね下さい。 

ロブスターの入荷は仏領ポリネシアのロブスター漁規定により制限されます。 

 

前菜

まぐろ

タヒチ風 生まぐろのタルタル 新鮮なきゅうりとココナッツムースとともに

タヒチ産フレッシュチーズ

カッテージチーズのハーブ風カネロニ キャラメルピーカンナッツ ミニ野菜添え

フォアグラ

フォアグラのテリーヌ 種のマンゴー ブリオッシュトースト
*Extra charge of XPF 900 for discovery menu / ディスカバリーメニュー追加料金  

ラグーンスープ

近海魚のスープ ブイヤベース風 クルトンとおろしチーズ添え

ザ・エッグ＆トリュフ

クリスピーポーチドエッグ エルサレムアーティチョークピューレ 

豚足詰め物とトリュフグリーンサラダ

ザ・グリーンピー

グリーンピー冷製ポタージュ ミントとレモンコンフィ ココナッツミルクフォーム

ロブスター

ロブスターメダリオンのバターロースト ビスクリゾットとエダマメ
*Extra charge of XPF 2 000 for discovery menu / ディスカバリーメニュー追加料金  
 

  



 

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

If you have specific dietary requirements or allergies and would like information about the ingredients used, please contact the manager. 
 

料金は全てパシフィックフランにて表示、漸近、サービス料を含みます。食事制限やアレルギー等ございましたらマネージャーにお尋ね下さい。 

ロブスターの入荷は仏領ポリネシアのロブスター漁規定により制限されます。 

 

魚料理

ロブスター

ロブスターの尾のバターロースト セレリアックロイヤル 

グラニースミスアップルとチャービル
*Extra charge of XPF 7 2000 for discovery menu / ディスカバリーメニュー追加料金  

帆立

帆立のソテー ゴマ塩 クリスピーライス カリフラワーとライムジェリー

まぐろ ロッシーニ

まぐろの半生焼き ヘーゼルナッツ風味 フォアグラのポエレ

マッシュポテトトリュフ風味 アスパラガスと肉汁

近海魚

近海魚のフィレ カフェライム風味 地元産マッシュドパンプキン 

グラノラ ココナッツとレモングラスムース

ベジタリアン

ミニ野菜

ミニ野菜とトキャロットムース

リゾット

ブラックトリュフのリゾットとパルメザンチーズ
  



 

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

If you have specific dietary requirements or allergies and would like information about the ingredients used, please contact the manager. 
 

料金は全てパシフィックフランにて表示、漸近、サービス料を含みます。食事制限やアレルギー等ございましたらマネージャーにお尋ね下さい。 

ロブスターの入荷は仏領ポリネシアのロブスター漁規定により制限されます。 

 

肉料理

牛肉

リブ・アイ和牛グリル フォンダンポテト オニオンとビートルート
*Extra charge of XPF2 000 for discovery menu / ディスカバリーメニュー追加料金  

子羊  

子羊フィレ肉のロースト ヒヨコマメのファラフェル 

なすのキャビア パプリカソース 子羊肉汁オリーブオイル風味

ポーク

イベリアハムのソテー コーン ズッキーニグリル チョリソーパウダー 

セレスと豚肉汁

チキン

チキン胸肉燻製 地元産グレープフルーツコンフィ キャロットムースとジンジャー

チーズ

チーズ

種のチーズの盛り合わせとグリーンサラダ



 

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

If you have specific dietary requirements or allergies and would like information about the ingredients used, please contact the manager. 
 

料金は全てパシフィックフランにて表示、漸近、サービス料を含みます。食事制限やアレルギー等ございましたらマネージャーにお尋ね下さい。 

ロブスターの入荷は仏領ポリネシアのロブスター漁規定により制限されます。 

 

デザート

パプリカとコーン

ベルベットパプリカ、コーン、カスタードとミニビートの葉

ココナッツ

ピニャコラダ フレッシュパイナップルとココナッツエマルジョン

赤い実  

バニラライトクリーム ラズベリーシャーベットとクリスプ 

チョコレート

カカオデザート ボラボラ産フルール・ド・セル カカオシャーベット

アイスクリームとシャーベット
スクープ

スクープ

スクープ
 


