
カヌー朝食
Le Petit Déjeuner pour 2 personnes, en chambre par la mer 

2人用のカヌー朝食 
18 400 XPF 

 
 
 
 
 
 
 

ハッピーアワー  
17h30-18h30 Tous les jours! 
17時30分 から 18時30分の間 毎日開催!   
Un cocktail commandé, le 2ème vous est offert  
(sur la base d’une consommation payante/personne)
カクテル1杯ご注文, 2杯目は無料でプレゼント！ 

(お１人様べースでのご注文とお支払い) 

 

 
 

ポリネシアメニュー
Tous les jeudis soir / 毎週木曜日 
A partir de 18h30, venez découvrir notre  
Menu Polynésien  
ou « Dîner à la Carte »,  
et profitez de notre concert acoustique. 

18時30分より, ポリネシアンメニュー、あるいはアラカルトメ
ニューをアコースティックコンサートと供にお楽しみ下さい 
 

 
 
 

ポリネシアンソワレ
Tous les  mardis soir et samedis soirs 
毎週火曜日の夜と土曜日の夜 
l’InterContinental Bora Bora Le Moana Resort 
Vous propose un show de danse traditionnelle 
Avec la troupe Vai Ihi Nui. 
インターコンチネンタルボラボラルモアナリゾートでは
毎週火曜日と土曜日の夜に ダンスグループVai Ihi Nuiに
よるダンスショーをお楽しみ下さい。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAMA’A MAITAI…  
 
 

  

 

L’accès à la piscine est strictement réservé aux clients résidents du Moana    

et aux membres ayant la Carte Privilège. 

Merci de votre compréhension 

プールへのアクセスはモアナ宿泊ゲストとプレヴィレージカードの会員のお客様のみ可能です。 

ご理解の程をお願いいたします。 

 

 

  Poisson / 魚  
 

  Soja et  produits contenant du soja / 大豆、大豆を含む製品  Crustacés / 甲殻類 
 

  Céréales ou gluten / グルテンを含む穀類     Moutarde /  マスタード  
 

  Produits contenant du lactose / 乳製品を含む食品   Plat avec Porc / 豚肉が含まれる 
 

  Produits à base d’oeufs / 卵、卵を含む食品     Coquillages / 貝類 

 

  Produits à base de noix / ナッツ、ナッツを含む食品 

 

 
Tenue Correcte Exigée, merci de votre compréhension.  

場に相応しい服装を心がけていただきますようご理解を申し上げます。  
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サラダ 
Salade Niçoise au mi-cuit de thon rouge         2 420 XPF 

ニース風サラダ 半生マグロ入り 
 
Salade Légère              2 360 XPF 
Salade, poulet mariné, concombre, tomate, sauce au fromage frais  

レタス、チキンマリネ、きゅうり、トマト、フレッシュチーズソース 
 
Salade César au poulet avec bacon           2 320 XPF 

 シーザーサラダ ベーコン入り  
 
Salade César au thon rouge mi-cuit         2 660 XPF 

シーザーサラダ 半生マグロ入り  
 

Salade César aux crevettes / シーザーサラダ エビ入り       2 360 XPF 
 

Salade Grecque / ギリシャ風サラダ          2 050 XPF 
Salade, pastèque, oignon rouge, feta, concombre, olives noires 

レタス、スイカ、赤玉ねぎ、フェタチーズ、きゅうり、黒オリーヴ 
 
 

 

BURGER BARBECUE         2 050 XPF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Cette semaine, le chef vous propose... 
le Burger Barbecue au.... 
Boeuf grillé, cheedar, oignon, bacon, pomme campagnarde et sauce barbecue  
Croustillant gouteux et savoureux, à ne pas manquer! 
今週のシェフのおすすめは... 
バーベキューバーガー.... 
グリルビーフ、チーズ、玉ねぎ、ベーコン、田舎風ポテトとバーベキューソース 
美味しさ溢れるクリスピーな一品、お見逃しなく。 



炒め物 
Bœuf sauté aux légumes croquants et sauce huître       2 890 XPF 

牛肉と野菜のオイスターソース炒め   
  
Nouilles sautées aux légumes parfumés à l’huile de sésame     1 740 XPF                                      

野菜入りや生そば、ごま油風味 
 
Queues de crevettes sautées aux légumes frais, riz au jasmin     2 520 XPF                                       

えびのテールソテー、野菜、ライス付 
 
 

アジアンパルファン 
Assortiment de nems et samoussas,          2 560 XPF  
tempuras de crevettes, riz croustillant au jasmin 

春巻きとサモサ、エビの天ぷらの盛り合わせ ジャスミンライス 
 
Sashimi de thon rouge, wasabi, gingembre rose et riz jasmin     2 050 XPF      

 赤マグロの刺身、わさびと紅しょうが、ジャスミンライス   
 

Salade Asiatique / アジア風サラダ          2 360 XPF 
Tofu, beignet de crevette, thon mi-cuit, soja, carotte, vinaigrette thaï   

豆腐、エビフライ、半生マグロ、もやし にんじん、タイドレッショング 
 
 

ポリネシアフレーバー 
Carpaccio de Haura mariné à la mangue et pamplemousse,     2 220 XPF 
parfumé à la menthe et à la fraise 

カジキのカルパッツチョ、マンゴーとグレープフルーツのマリネ、ミントパフュメ 
 
Traditionnel poisson cru à la Tahitienne, riz au jasmin      2 460 XPF 

タヒチ風ポワソンクリュ、ジャスミンライス 
 
Salade Fraîcheur / フレッシュサラ          2 255 XPF 
Crevettes, ananas, pamplemousse, coco râpée, tomates, vinaigrette mangue    

えび、パイナップル、グレープフルーツ、ココナッツ、トマト、マンゴードレッツシング 



ホットサンドイッチ 
Classique Burger             1 950 XPF 

クラシックバーガー 
 
Cheddar Cheeseburger            2 050 XPF 

チェダーチーズバーガ 
 
Chicken Burger             2 000 XPF                                      
チキンバーガー  
 
Fish Burger              2 050 XPF                   

フィッシュバーガー 
 
Croque Monsieur             1 850 XPF

フィッシュバーガー 
 
Club Sandwich à la dinde fumée, *bacon grillé à la demande     1 950 XPF                  
クラブサンドイッチ 七面鳥の燻製* ご希望によってベーコングリル   
 
Panini tomate mozzarella sauce pesto         1 790 XPF 

パニーニ トマトとモッツァレラ入り 
 
Panini 3 fromages (mozzarella, chèvre, roquefort)       2 090 XPF 

3種チーズのパニーニ（モッザレラ、シェーブル、ロックフォール） 
 
Panini jambon cru, tomate, tapenade d’olive        1 990 XPF

パニーニ 生ハム、トマト、タプナード入り 
 
Panini facon” Flammekueche”           2 050 XPF 
Crème fraîche, oignon, bacon et fromage 

フラメンキッシュパニーニ 
 
 

フィッシュタコス*   

Baja Chili / バジャチリ            2 560 XPF 
Poisson frit, choux rouge, guacamole, mayonnaise miel, citron vert, sauce chili  

魚のフリット、赤キャベツ、ワカモレ、はちみつ、ライム、チリソース 
 
Poisson grillé, salsa de maïs, sauce Sriracha        2 560 XPF 
Poisson blanc, choux rouge, oignon, tomate, maïs, citron, sauce piment  

魚のグリル、コーンサルサ、ホットチリソース 
 
Poisson frit à la tempura, salsa de fruits frais, sauce chili      2 560 XPF 
Poisson blanc, choux vert, oignon, mangue, papaye, pamplemousse, sauce chili 

天ぷら風魚のフリット、フレッシュフルーツのサルサ、チリソース 
白身魚、キャベツ、オニオン、マンゴー、パパイヤ、グレープフルーツ、チリソース 
 
*Tortillas accompagnées de riz au jasmin, sauce salsa, guacamole, salade et citron  

*トルティーヤとライス付け合せ サルサソース、ワカモレ、サラダとレモン 



グリル 
Pièce d’entrecôte « Black Angus »          3 600 XPF  
牛ロースソース« ブラック アンガス» 
 
Filet de bœuf              3 930 XPF 

牛フィレ  
 
Filet de bœuf et crevettes           4 170 XPF 

牛フィレとエビ 
 
Blanc de poulet             2 520 XPF 

チキンの胸肉  
 
Pavé de thon rouge             3 490 XPF 

赤マグロのパヴェ  
 
Pavé de mahi mahi             3 500 XPF 

マヒマヒのパヴェ  
 
Brochettes de crevettes            3 350 XPF 

エビの串焼き  

 

ソースの選択 
  Poivre / ペッパー    Bleu / ブルーチーズ 

  Vanille / バニラ     Citronnelle / モングラス 

  Barbecue / バーベキュー 
 

サイドメニュー 
  Riz au jasmin / ライス    Wok de légumes / 野菜炒め 

  Frites / フレンチフライ    Pomme au four / ポテトのオーブン焼き  

  Salade verte / サラダ      Pommes campagnardes / 田舎風ポテト 
 

/ パスタ 
Spaghetti, Penne Rigate, Tagliatelle         1 890 XPF

スパゲッティ/ペンネレガッテ/タリアッテル 
 

ソースのチョイス 
  Napolitaine / ナポリタン    Bolognaise / ボロネーゼ  

  Fruits de Mer / シーフード   Pistou / バジル  

  Carbonara /カルボナーラ 



ピザ 

Margarita   / マルガリータ           1 400 XPF 
Sauce tomate, fromage, mozzarella 

トマトソース、チーズ、モツァレラ 
 
Reine / レンヌ              1 550 XPF 
Sauce tomate, fromage, champignons, jambon blanc, olives noires 

トマトソース、チーズ、きのこ、ハム、黒オリーヴ 
 

Moana / モアナ              1 640 XPF 
Sauce tomate, fromage, poulet, oignons, ananas 

トマトソース、チーズ、パイナップル、チキン、オニオン 
 

Trois fromages / 3種のチーズ            2 050 XPF 
Sauce tomate, mozzarella, fromage de chèvre et roquefort 

トマトソース、、ロックフォール、シェーブル、モツァレラ 
 

Végétarienne / ベジタリアン           1 670 XPF 
Sauce tomate, fromage, oignons, champignons, poivrons, olives noires 

トマトソース、チーズ、オニオン、きのこ、ピーマン、黒オリーヴ 
 
Romaine / ロメーヌ             1 670 XPF 
Sauce tomate, jambon cru, mozzarella, champignons, anchois, olives 

トマトソース、チーズ、生ハム、モツァレラ、アンチョビ、オリーブ 
 
Campagnarde / カンバニャード          2 050 XPF 
Crème fraîche, oignions, lardons, pommes de terre, fromage des Pyrénées 

生クリーム、チーズ、たまねぎ、ベーコン、じゃがいも、ピレネーチーズ 
 

Pâte à pizza sans gluten disponible à la demande 

ご要望に応じてグルテンフリー生地ピザをご用意できます。 
 

フレンチ タルティーヌ
La provençale / プロバンス風           1 840 XPF 
Compotée de légumes à l’ail, jambon de pays, fromage râpé, salade  

ガーリック風味野菜のコンポート、ハム、チーズ、サラダ 
 

Tomate et mozzarella / モツッアレラ         1 840 XPF 
Tomate, mozzarella, olive, basilic, salade  

トマト、モッツアレラ、オリーブ、バジル、サラダ 
 

Mexicaine / /メキシカン風            1 840 XPF 
Guacamole, blanc de poulet, oignon, salade  

ワカモレ、鶏の胸肉、タマネギ、サラダ 
 

Fromage de chèvre / シェーブル          1 840 XPF 
Fromage de chèvre frais, noix, miel, figue, salade   

シェーブルチーズ、ナッツ、はちみつ、いちじく、サラ 
 

 
 



デザート  
Moelleux au chocolat, crème glacée à la vanille       1 700 XPF 

ムワルーオウチョコラ、バニラアイスクリームソース 
 
Assiette de fruits frais            1 700 XPF 

フルーツの盛り合わせ 
 
Café Gourmand (Chocolat maison, macaron, crème glacée vanille)   1 180 XPF

カフェグルモン(ハンドメイドチョコレート、マカロン、バニラアイス ） 
 
Crème Brûlée              1 350 XPF

クレームブリュレ 
 
Mousse au chocolat, crème glacée à la noix de coco      1 440 XPF

チョコレートムース ココナッツアイスクリーム添え 
 
Sunday vanille à la sauce caramel          1 340 XPF

ヴァニラサンデー キャラメルソース 
 
Traditionnelle «Banana Split»           1 600 XPF

バナナスプリット 

ヴェリーヌグルモン
Ananas, sorbet passion, chantilly vanille         1 700 XPF

パイナップル、パッションソルベ、ヴァニラクリーム 
 
Croustillant praliné, glace chocolat, chantilly caramel      1 700 XPF

クリスピープラリネ、チョコレートアイス、キヤラメルクリーム 
 
Fraise, crème glacée fruits rouges, chantilly vanille       1 700 XPF

いちごカット、赤フルーツアイス、ヴァニラクリーム 
 

種のミニシュークリーム 
Choux crème vanille et chantilly amande        1 190 XPF 

ヴァニラクリーム アーモンドクリーム 
 
Profiteroles chocolat             1 190 XPF

プロフィットロールショコラ 

  

La boule/每个球    410 XPF 

アイスクリーム＆シャーベット 
Vanille, Noix de coco, Fraise, Yaourt Fruits Rouges, Caramel,  
Chocolat Noisette, Chocolat Noir, Café Expresso 

ヴァニラ、ココナッツ,ストロベリー、木イチゴのヨーグルト, キャラメル, ヘーゼルナッツチョ
コ,  ビターチョコ、エスプレッソ 

 
Framboise, Goyave, Mangue, Citron, Passion 

フランボワーズ、ギャバ、マンゴー、レモン、パッションフルーツ 
 

 


