
お勧めメニュー  /OUR SUGGESTIONS
お客様のお好みのお食事をつけ合わせとソースの選択によりお作りいただけます。
Our Tamure’s team invites you to design your own dish by choosing up garnish and sauce.

ビーフ　フィレ肉 / BEEF TENDERLOIN*                                  5 900
ニュージーランド産アンガスビーフ (220 g)
New Zealand Black Angus beef tenderloin (7.70 OZ)

*ご夕食付きのお客様は追加料金 2 500 XPF  / Extra charge of XPF 2 500 for diner included

サーフ＆ターフ / SURF & TURF*                                        9 500
ニュージーランド産アンガスビーフ (220 g), 海老、 帆立
New Zealand Black Angus beef tenderloin (7.70 OZ), shrimps and scallops 

*ご夕食付きのお客様は追加料金  4 900 XPF   / Extra charge of XPF 4 900 for diner included

まるごと近海魚 / WHOLE LAGOON FISH*                   1 000/100 G (3.5 OZ)
*ご夕食付きのお客様は追加料金あり。係りまでお問い合わせ下さい。

A supplement wiil be apply to the diner included. Please refer to our team for more informations

マルケサス産ロブスター  / MARQUISIAN LOBSTER*                    1 400/100 G (3.5 OZ)
*ご夕食付きのお客様は追加料金あり。係りまでお問い合わせ下さい。

A supplement wiil be apply to the diner included. Please refer to our team for more informations 

お 2人様 / FOR TWO*
(調理に要35 分  / 35 minutes cooking time)
付せ2種ソース 2 種 / 2 garnishes and 2 sauces

NZビーフリブ (800G) / NZ BEEF RIBS (28.20 OZ)                              12 500
*ご夕食付きのお客様は追加料金6 400 XPF   / Extra charge of XPF 6 400 for diner included 

ロイヤルサーフ＆ターフ / ROYAL SURF & TURF*                              24 500
ニュージーランド産ビーフリブ (800g) 、マルケサス産ロブスター (600g) 
New Zealand Beef Ribs (28.20 OZ) and Marquisian lobster (21.20 OZ)

*ご夕食付きのお客様は追加料金11 600 XPF  / Extra charge of XPF 11 600 for diner included

付け合せ / GARNISH 
フライドポテト / French fries

ガーリックフライドポテト / Garlic French fries
トリュフフライドポテト / Truffled French fries 

野菜ソテー / Stir fried vegetables 
ライス / Steamed rice

ココナッツライス / Coconut rice

ソース / SAUCE
バーベキュー / BBQ

ブルーチーズ  / Blue Cheese 
ペッパー  / Pepper 

タヒチ産ターメリック / Tahiti turmeric Bearnaise 
バニラ / Vanilla 
バージン / Virgin 

バター / Melted butter 

金額は全てパシフィックフランにて表示、税金・サービス料を含みます。食食事制限やアレルギーはマネージャーまでお知らせ下さい。
All prices are listed in Pacific francs, taxes and service included. If you have specific dietary requirements 

or allergies and would like informations on the ingredients used, please contact the manager.

豚肉含む  
contains pork

ナッツ含む 
contains nuts

デイリー（乳製品）フリー 
dairy free

グルテンフリー  
gluten free

ベジタリアン
vegetarian

シェフのお勧め 
Chef favourite


