ルームサービス
ルームサービスは24時間ご利用可能です。
内線 7867
朝食メニュー
デイタイムメニュー
夜食メニュー

： 06:00 ～ 10:30
： 10:30 ～ 22:00
： 22:00 ～ 06:00

“テ・パフ”レストラン
地中海料理“テ・パフ”では、ビーチサイドでお食事をお楽しみいただけます。
ご朝食、ご昼食、ご夕食のそれぞれに豊富なメニューをご用意しております。
内線 7844

“ラグーン”レストラン
当リゾートを代表する水上レストランです。
オテマヌ山を眺めながら、シェフ ジャン・ジョルジュ・ヴォンゲリッテンが作る
アジアンテイストを取り入れたフランス料理をお楽しみください。
ディナーのみ営業しております。
内線 7848

寿司“竹”
ボラボラ初の寿司バーにて妥協しない寿司メニュー等をご用意しております。
ディナーのみ営業しております。
内線 7839

当リゾート外からのアルコール飲料の各レストラン・バーへの持ち込みは、下記追加料金がかかります。
ワイン１本＝３０００CFP、シャンパンやその他アルコール飲料ボトル1本＝５０００CFP

デリバリー手数料 - 1,300CFP

サービス税４％込

朝食メニュー 06:00 ～ 10:30
＜スターター＞

• チョコレートクロワッサン 又は ブリオッシュ ＇２個（
各 800 Cfp

• スライスフルーツプレート

1,700 Cfp

• フレッシュフルーツサラダ
ジンジャー＆レモングラスシロップ添え
パイナップル、マンゴー、パパイヤ、スイカ、
グレープフルーツ

1,700 Cfp

• ポリネシア産グレープフルーツ

1,300 Cfp

• トースト ＇食パン 又は 麦パン、４枚（

各 700 Cfp

• バゲット ＇２ピース（

800 Cfp

＜パンケーキ＆ワッフル＞

＜シリアル＞
• ドライシリアル・セレクション
各 900 Cfp
オールブラン、コーンフレーク、ライスクリスピー、
スペシャル K、ミューズリー

• 自家製パンケーキ

1,500 Cfp

• クレープ

1,500 Cfp

• ベルギーワッフル

1,500 Cfp

• フレンチトースト

1,500 Cfp

パンケーキ＆ワッフルをご注文のお客様は、
メープルシロップ、ホイップクリーム、又は
チョコレートソース よりお選び下さい。

• 自家製グラノーラ

1,300 Cfp

• トラディショナル ミューズリー
冷製オートミール、ミルク、リンゴ、レーズン

1,300 Cfp

＜オムレツ＞

• フレッシュフルーツ ＇トッピング用（
バナナ 又は ココナッツ

各 800 Cfp

• チーズオムレツ
新鮮卵３個、チェダーチーズ、スイスチーズ

1,900 Cfp

• ホワイトオムレツ
＇卵白のみ使用、低コレステロール（

1,900 Cfp

＜乳製品＞
• ヨーグルト
プレーンヨーグルト 又は 脂肪分０％

各 500 Cfp

• アスパラガスとトマトのオムレツ
新鮮卵３個、グリーンアスパラガス、トマト

2,100 Cfp

• フロマージュ・ブラン
脂肪分４０％ 又は 脂肪分０％

各 500 Cfp

• フレンチオムレツ
新鮮卵３個、ハム、フレッシュハーブ

2,100 Cfp

• チーズプラッター
特選輸入チーズ：チェダー、ゴーダ、
ミモレット、スイスグリュエール

1,600 Cfp

• マッシュルームオムレツ
2,100 Cfp
新鮮卵３個、マッシュルーム、フレッシュハーブ

• パイナップル・パルフェ
ヨーグルト、パイナップル、グラノーラ

1,300 Cfp

• フレッシュフルーツ ＇トッピング用（
バナナ 又は ココナッツ

各 800 Cfp

＜ベーカリー パン＆トースト＞
• ベーカリーバスケット
クロワッサン、チョコレートクロワッサン、
ブリオッシュ、バゲット

1,700 Cfp

• マフィン・セレクション ＇3 個（

1,300 Cfp

• ケーキ・セレクション ＇3 個（

1,300 Cfp

デリバリー手数料 - 1,300CFP

• サーモンオムレツ
新鮮卵３個、スモークサーモン

2,300 Cfp

＜サイドメニュー＞
• ベーコン

900.Cfp

• グリルポーク 又は チキンソーセージ

各 1,100 Cfp

• フレンチハム

1,500 Cfp

• スペインハム“セラーノ”

1,900 Cfp

サービス税４％込

＜お飲み物＞
• エスプレッソ

500 Cfp

• コーヒー・デカフェインコーヒー

各 700 Cfp

• Tea Leaves の紅茶セレクション

700 Cfp

• ホットチョコレート ＇ココア（

700 Cfp

• ミルクシェイク
チョコレート 又は バナナ

各 900 Cfp

• フレッシュジュース
グレープフルーツ、パイナップル、スイカ、
オレンジ、マンゴー

各 1,000 Cfp

• フレッシュフルーツ・スムージー
パパイヤ、バナナ、パイナップル、マンゴー

各 1,300 Cfp

• 牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳

各 500 Cfp

＜シャンパン・ブレックファスト＞
＇お二人様用（

25,000 Cfp

‐お好きなフレッシュジュース
オレンジ、マンゴー、パイナップル、スイカ、
グレープフルーツ
‐スライスフルーツプレート
‐サーモンオムレツ
新鮮卵３個、スモークサーモン
‐ベーカリーバスケット
クロワッサン、チョコレートクロワッサン、
ブリオッシュ、バゲット
‐チーズプラッター ＇特選輸入チーズ（
セイント、ネクター、コンテ、ゴーダ
‐コーヒー 又は 紅茶
‐シャンパンボトル １本

＜セットメニュー＞
ブレックファスト
3500 Cfp
‐お好きなフレッシュジュース
オレンジ、マンゴー、パイナップル、スイカ、
グレープフルーツ
‐ベーカリーバスケット
クロワッサン、チョコレートクロワッサン、
ブリオッシュ、バゲット
‐コーヒー 又は 紅茶
セントレジス・ボラボラ・リゾート・ブレックファスト
5500 Cfp
‐お好きなフレッシュジュース
オレンジ、マンゴー、パイナップル、スイカ、
グレープフルーツ
‐フレンチオムレツ
新鮮卵３個、ハム、フレッシュハーブ
‐フレッシュフルーツサラダ
ジンジャー＆レモングラスシロップ添え
パイナップル、マンゴー、パパイヤ、スイカ、
グレープフルーツ
‐ベーカリーバスケット
クロワッサン、チョコレートクロワッサン、
ブリオッシュ、バゲット

＜和朝食＞
焼き鮭、大根おろし添え
ご飯、お味噌汁、卵焼き、漬物、冷奴、緑茶

＜カヌー・ブレックファスト＞

8,500 Cfp

‐お好きなフレッシュジュース
オレンジ、マンゴー、パイナップル、スイカ、
グレープフルーツ
‐スライスフルーツプレート
‐ベーカリーバスケット
クロワッサン、チョコレートクロワッサン、
ブリオッシュ、バゲット
‐コーヒー 又は 紅茶

各セットメニューのご予約は、ご希望日前日の午前中
までにご注文ください。
カヌー・ブレックファストは、天候により、サービスでき
ない場合もございますのでご了承ください。

‐コーヒー 又は 紅茶

デリバリー手数料 - 1,300CFP

7,000 Cfp

サービス税４％込

デイタイムメニュー 10:30 ～ 22:00

＜リゾット＞

＜前菜＆サラダ＞
• 特選野菜のグリルとコンフィ

2,700 Cfp

• スペインスモークハムと地元のメロン

3,100 Cfp

• マッシュルームリゾット
パルメザンチーズ、マッシュルーム

3600 Cfp

• カレーとシーフードのリゾット
ココナッツミルク、パルメザンチーズ

3,600 Cfp

• ニース風サラダ
3,000 Cfp
インゲン、トマト、ゆで卵、マグロ、アーティチョーク
• シーザーサラダ
ベジタリアン用
2,700 Cfp
グリルチキン 又は グリルシュリンプ
3,100 Cfp
ロメーヌレタス、クルトン、シーザードレッシング、
パルメザンチーズ
• ミックスサラダ
2,900 Cfp
特選グリーンリーブ、キュウリ、マッシュルーム、
トマト、ヴァージンオリーブオイル、バルサミコ酢

＜肉と魚＞
• ラグーンフィッシュのグリル
季節の野菜とヴァージンソース添え

4,300 Cfp

• ポーチド・マヒマヒ
ココナッツ風味、ワイルドライス添え

4,300 Cfp

• エビの串焼きとフレッシュ・コリアンダー

4,300 Cfp

• トマトとモッツァレラのカプレーゼ
トマト、モッツァレラ、バジル、オリーブオイル

3,000 Cfp

• サーロインステーキ＇約 250g（
5,900 Cfp
エシャロットのコンポートと赤ワインソース添え

• ポーチドシュリンプ
わさびマヨネーズ、ピクルス、小大根、ごま油

3,100 Cfp

• クリスピーチキンブレスト
マリナラソース添え

3,700 Cfp

• ローストチキンブレスト

4,100 Cfp

• タヒチアン・ポワソンクリュ
2,900 Cfp
魚の切り身のマリネ、ココナッツミルク、ライム
• 野菜スープ

1,900 Cfp

• 日替わり冷製スープ

1,900 Cfp

＜パスタ＞

各 3,400 Cfp

スパゲッティ、ペンネ、リングイネ 又は フュジリィ
•
•
•
•
•
•
•
•

アラビアータ
ペストソース
ベーコンとクリームソース
ミートとトマトソース
プリマヴェーラ
フレッシュトマトソース
カポナティーナ
マカロニとチーズ

＜軽食＞
• ツナ“タルティーヌ”
2,400 Cfp
ブラウンブレッドのトースト、アヒ＇マグロ（の刺身
• スモーク・ラグーンフィッシュとサーモン
シトラス風味サワークリーム、
トースト、オニオン、ケーパー
• キャビア＇３０グラム（
クリームと自家製ブリーニ添え

＇食事付きプランに含まれません（

デリバリー手数料 - 1,300CFP

サービス税４％込

3,400 Cfp
35,000 Cfp

＜ピザ＞ 11:30 ～ 22:00

＜サンドイッチ＞
• ＢＬＴサンドイッチ
ベーコン、レタス、トマト、マヨネーズ、トースト

2,500 Cfp

• クラブ・サンドイッチ
ローストターキー、レタス、トマト、ベーコン、
マヨネーズ、トースト

2,900 Cfp

• ブラックアンガス牛肉のパニーニ
サーロインステーキとチェダーパニーニ

2,900 Cfp

• シグネチャー・ハンバーガー＇チーズバーガー（
トースト・セサミバーガー
＇約 185ｇ（
3,500 Cfp
サーロイン牛肉
＇約 100ｇ（
1,900 Cfp
• マヒマヒ・バーガー
2,800 Cfp
トースト・セサミ・ブリオッシュ、マヒマヒのグリル
• 特選“クロックムッシュ”
ハム、ベシャメルソース、グリュエールチーズ

2,600 Cfp

• モッツァレラとトマトのブルスケッタ
2,400 Cfp
トマトとモッツァレアのスライス、オリーブオイル
• パリ風サンドイッチ
フランスパン、バター、スイスチーズ、ハム

2,400 Cfp

＜デザート＞

• マルゲリータ
トマトソース、フレッシュトマト、バジル
バファローモッツァレラ、パルメザン

3,500 Cfp

• カプリチョーザ
3,500 Cfp
トマトソース、フレッシュトマト、アーティチョーク
バファローモッツァレラ、ハム、オリーブ
• 特選ピザ 「セントレジス・ボラボラ」
スパイシートマトサルサ、グリルズッキーニ、
マグロ、パルメザン、ライム、オリーブオイル

3,500 Cfp

＜お子様用メニュー＞ 10:30 ～ 22:00
• マカロニ＆チーズ

1,900 Cfp

• ロビンソンクルーソー・クリスピーチキン
マリナラソース

1,900 Cfp

• パシフィックの海賊ハンバーガー
1,900 Cfp
トーストブリオシュとサーロイン牛肉使用 ＇約 100ｇ（
• フリンツ船長の魚料理

1,900 Cfp

• マヒマヒの串焼き
スチームライス添え

1,900 Cfp

• 季節のフルーツタルト、生クリーム添え

1,900 Cfp

• マシュマロとチョコレートソース

1,100 Cfp

• チョコレートタルトとオレンジ・シャーベット

1,900 Cfp

1,100 Cfp

• ココナッツ・チーズケーキ

1,900 Cfp

• フレッシュフルーツサラダ
“トゥッティ・フルーティ”

• ミニ・パッションフルーツ・クリームブリュレ

1,900 Cfp

• ポリネシアン・フルーツプレート

1,700 Cfp

• フレッシュフルーツサラダ

1,700 Cfp

• 自家製アイスクリームとシャーベット

1,900 Cfp

• ピーナッツバターとラズベリージャムのサンドイッチ
1,100 Cfp

• ハーゲンダッツ＇500ｍｌ（
各 2,500 Cfp
クッキー＆クリーム、ストロベリー＆クリーム、
ベルギーチョコレート、バニラ&ピーカン
• 特選ＡＯＣチーズ

2,900 Cfp

デリバリー手数料 - 1,300CFP

サービス税４％込

プライベートカクテル 16:00 ～ 18:00

夜食メニュー 22:00 ～ 06:00
• 野菜スープ

2,000 Cfp

• シーザーサラダ
ベジタリアン用
2,800 Cfp
グリルチキン 又は グリルシュリンプ
3,200 Cfp
ロメーヌレタス、クルトン、シーザードレッシング、
パルメザンチーズ
•ＢＬＴサンド
ベーコン、レタス、トマト、マヨネーズ、トースト

2,800 Cfp

• クラブ・サンドイッチ
ローストターキー、レタス、トマト、ベーコン、
マヨネーズ、トースト

3,000 Cfp

• スパゲッティ“アラビアータ”

3,500 Cfp

• ローストチキンブレスト

4,500 Cfp

• スモーク・ラグーンフィッシュとサーモン
シトラス風味サワークリーム、
トースト、オニオン、ケーパー

3,500 Cfp

冷製・温製カナッペの盛り合わせ
４種類のカナッペを２ピースずつ、計８ピース

4,500 Cfp

ピクニックボックス

7,500 Cfp

• サラダ
ローストチキンのシーザーサラダ
又は
トマトとモッツァレラのカプレーゼ
又は
ポーチドシュリンプ
• サンドイッチ
ＢＬＴ＇ベーコン・レタス・トマト（サンドイッチ
又は
マグロ、サーモン、トマトのサンドイッチ
又は
ローストチキンのサンドイッチ
• ポテトチップス

• キャビア＇３０グラム（
クリームと自家製ブリーニ添え

35,000 Cfp

• ポリネシアン・フルーツプレート

1,800 Cfp

•季節のフルーツタルト
ホイップクリーム添え

2,000 Cfp

• 特選ＡＯＣチーズ

3,000 Cfp

夜食メニューをご利用の際は、
デリバリー手数料が 2,500 CFP となります。
あらかじめご了承下さい。

デリバリー手数料 - 1,300CFP

• デザート
ケーキ
フレッシュフルーツ・プレート
• お好きなソフトドリンクとミネラルウォーター
＇コーラ、ダイエットコーラ、スプライト、ファンタオレンジ（

ピクニックボックスをご希望のお客様は、
ご希望お時間の２４時間前までにご注文ください。

サービス税４％込

ルームサービス・ワインリスト
シャンパン CHAMPAGNE
ルイ・ロデレール “ブリュ・プリミア”
ヴーヴクリコ “カルト・ジョンヌ”
ポメリー・ロゼ
ヴーヴクリコ “ラ・グラン・ダム”
ルイ・ロデレール “クリスタル”
モエ＆シャンドン “キュヴェ・ドン・ペリニョン”

14,000 .-Cfp
16,000 .-Cfp
18,000 .-Cfp
52,000 .-Cfp
57,000 .-Cfp
54,000 .-Cfp

白ワイン WHITE WINE
ソーヴィニヨン － フランス
サン・ブリ - ドメイン・デ・ラ・シャブリシエンヌ

6,000 .-Cfp

ソーヴィニョン － ニュージーランド
ヴィラ・マリア

6,000 .-Cfp

シャルドネ － アメリカ
“フォンダース・エステート” - ベリンジャー

6,000 .-Cfp

カリニャン - フレンチポリネシア
タヒチアンワイン - ドミニク・オロイ

9,000 .-Cfp

赤ワイン RED WINE
カベルネ・ソーヴィニョン － フランス
サン・ジュリアン“アミラル・ドゥ・ベイシュベル”

16,000 .-Cfp

カベルネ・ソーヴィニョン － チリ
“1810” カーサ・ドノソ

6,000 .-Cfp

シラー － フランス
クロズ・エルミタージュ“プティ・リューシュ”－メゾン・シャプティエ

6,000 .-Cfp

ピノ・ノワール － フランス
サンセール - “レス・ティリエレス” ミシュ・レッデ

7,000 .-Cfp

ご要望によりマスターワインリストもございます
当リゾート外からのアルコール飲料の各レストラン・バーへの持ち込みは、下記追加料金がかかります。
ワイン 1 本 ３,０００Cfp、シャンパンやその他アルコール飲料ボトル 1 本 ５,０００Cfp

デリバリー手数料 - 1,300CFP

サービス税４％込

