
DESSERT デザート

Sliced Fresh Fruits スライスされた新鮮な果物  42
sliced tropical fruits
厳選された新鮮なトロピカルフルーツのスライス

Pisang Goreng バナナ・フリッター    48
bananas fritters served with butterscotch sauce
バナナ・フリッターにバタースコッチソースを添えて

Cream Caramel クリームカラメル       52
custard, caramel, whipped cream
1カスタード、キャラメル、ホイップクリーム         

Pisang Onte Onte ONTE ONTE・バナナ       55
bananas �ambé with palm sugar and grated 
fresh coconut
バナナフランベをパームシュガーと新鮮な刻みココナッツとともに           

Pisang Bakar グリルバナナ 58
grilled bananas with cheddar rosti
グリルバナナ、チェダーレシュティ

Chocolate Mousse Cake チョコレートムースケーキ 59
a rich chocolate mousse cake served with 
chocolate sauce
リッチなチョコレートムースケーキにチョコレートソースを添えて                                 

Nasi Goreng Ayam チキンチャーハン   53

Breaded Fish Finger フライド・フィッシュ・フィンガー   65

Spaghetti Bolognese スパゲティ・ボロネーゼ    68

KIDS MENU キッズメニュー

French Fries フライドポテト 47
french fries, parmesan cheese, tru�e oil
フライドポテト、パルメザンチーズ、トリュフオイル

Gado-Gado ガドガド   48
steamed vegetable ( spinach, long bean, chayote, 
sweet corn, potato, beans curd, soya bean cake, egg )
served with spicy peanut sauce and melinjo crackers
スパイシーなピーナッツソースとメリンジョークラッカーを添えた蒸し野菜
（ほうれん草、長豆、チャヨテ、スイートコーン、苦いひょうたん、じゃがいも、
豆腐、大豆粕、卵）

Lumpia Sayuran ルンピア野菜     49
fried spring roll, cabbage, carrot, chili relish
揚げ春巻き、キャベツ、ニンジン、チリのおいしさ

Brinjal Chips ナスチップ    59
aubergine, chicken �oss, chili, garlic
アワグニチップ、チキンフロス、チリ、ニンニク

Nachos ナチョス     62
tortilla chips, pico de gallo, melted cheese, red bean, 
guacamole and tomato salsa
トルティーヤチップ、ピコ・デ・ガロ、とけるチーズ、レッド・ビーンズ、
ワカモレ、トマトサルサ

Plataran Chicken Wings プラタラン・チキン・ウイングス 65
pan fried chicken wings, homemade barbeque sauce
焼き手羽先、自家製バーベキューソース

Beach Club Sandwich ビーチ・クラブ・サンドイッチ 68
triple layer sandwich, tomato, lettuce, cheese, fried egg, 
bacon, chicken, and fries
3層のサンドイッチトマト、レタス、チーズ、目玉焼き、ベーコン、チキン、
フライドポテトを添えて

Calamari Fritti カラマリフリティ                                 69
deep fried panko calamari rings with aioli dressing
イカフライ、ズッキーニ、きのこメドレー、トマトソース、アイオリ、カポナータ

Fish and Chips フィッシュアンドチップス   68
deep fried breaded �sh of the day, lemon aioli and fries
今日の深く揚げた魚、レモンアイオリとフライドポテト

Chicken Quesadilla チキン・ケサディーヤ   78
�our tortilla �lled with grilled chicken, cheese 
and pico de gallo
グリルチキン、チーズとピコ・デ・ガロがたっぷり入った小麦粉のトルティーヤ 

STARTERS 前菜

Chicken Satay チキン・サテ     79
chicken satay grilled and served with peanut sauce
特別なピーナッツソースで添えた焼きマリネチキン串

Ayam Kluyuk クルク・チキン                         80
chicken with sweet sour sauce 
( pineapple, onion, capsicum )
タマネギとパプリカを入れた甘くて酸っぱい鶏肉

Ayam Geprak スマッシュド・チキン     82
traditional twice cooked Javanese spicy chicken leg 
served with chili paste and vegetables, steam rice
茹でてから揚げたジャワのスパイスで味付けされた鶏もも肉を、サンバール、
唐辛子と野菜、ライスとともに 

Ayam Bakar グリルド・チキン    85
chicken marinated in sweet soy with garlic, chili, 
lime and chili paste
グリルしたチキン、シャルロット、キャンドルナット、チリ、甘い醤油

Sapi Lada Hitam ブラックペッパー・ビーフ   128
imported beef stir fry with pumpkin, eggplant , paprika, 
tossed with black pepper sauce
ソテーテンダーロイン、パプリカ、カボチャ、ズッキーニ、黒胡椒ソース 

Dendeng Batokok スパイシー・ビーフジャーキー薄切り 130
spicy air dried beef with traditional Sumatran chili relish
空気乾燥牛肉、スパイシーコリアンダー、ブラックペッパー、唐辛子トマト

POULTRY AND BEEF 鳥肉料理・お肉

Cumi Bakar グリルド・スクィッド   89
grilled marinated squid with steam rice
マリネされたイカのグリルをライスともに

Cumi Telor Asin ソルティッド・エッグ・スクィッド       95  
squid with salted egg
塩漬け卵付きイカ

Kerapu Saos Mangga マンゴソースかけハタ        132  
grouper �sh served with mango relish sauce
マンゴー味のソースを添えたグルーパーフィッシュ

Kerapu Telur Asin ソルティッド・エッグ・グルーパー   136
grouper �llet bounded with salted egg
グルーパー（ハタ）のフィレを塩漬け卵とともに

Ikan Bakar グリルド・フィッシュ     139
whole fresh catch of the day grilled served with 
your choice of the following: ‘Colo-Colo’: tropical salsa of 
tomato, shallot, chili sweet and sour:  pineapple, onion 
and capsicum
本日獲れたての鮮魚を、丸ごとグリルしてご用意します。

、トマト：スーソ）ロコロコ（'oloC-oloC'。いさだくび選おらかスーソの下以
サラダ、唐辛子のトロピカルソーススィートアンドサワーソース：パイナップル、
タマネギ、トウガラシのソース
                                                         
Udang Kremes 揚げ新鮮な・エビ  179
fried prawn with crispy egg
スパイシーな卵フロスとエビ

Udang Telur Asin  ソルティッド・エッグ・エビ  179
fried prawn with salted egg
塩漬けの卵で焼いたエビ

Udang Sriwedari スリウェダリ・エビ  179
fried king prawn, paprika, yellow curry
フライドキングエビ、パプリカ、イエローカレー

SEAFOOD シーフード 

MAIN COURSE メインコース

SALAD サラダ

Seasonal Fruits Salad シーズナル・フルーツ・サラダ  43
seasonal fruits salad with sweet and sour spicy dressing
甘酸っぱくてスパイシーなドレッシングのかかった季節のフルーツサラダ

Mango Salad マンゴー・サラダ   46
mango and carrot slaw, coriander with pomelo 
and spicy dressing
スパイシードレッシングのマンゴーとニンジンスロー、ポメロ、
コリアンダーレモングラス、シャロット

Greek Salad グリーク・サラダ  57
tomato, cucumber, onion, capsicum, olives 
and feta cheese
トマト、キュウリ、タマネギ、トウガラシ、オリーブ、フェタチーズのサラダ

SOUP スープ
Soup Ikan フィッシュ・スープ             72
�sh soup, tofu, turmeric paste, chili, lime, and carambola
豆腐、ターメリックペースト、唐辛子、ライム、スターフルーツの入った魚のスープ

Soup Pantai Pede ペデ・ビーチ・スープ  79
traditional seafood soup with �sh, prawn and squid 
in lemon grass broth
レモングラスのブロスに魚やエビ、イカの入った伝統的なシーフードスープ

Soup Buntut 牛テールスープ  149
clear oxtail broth with potatoes, carrot, tomatoes, 
leeks and caramelized shallot
オックステールの透明なスープ、じゃがいもにんじん、トマト、ニラや、
カラメルシャロット

ASIAN アジアン料理

WESTERN ウェスタン料理

Chicken Chimichangas チキン・チミチャンガ 95
toasted tortilla, chicken mozzarella cheese, red beans, 
tomatoes, tomato salsa, and sour cream served with fries
トーストしたトルティーヤ、チキン、モッツァレラチーズ、レッドビーンズ、
トマト、トマトサルサ、サワークリーム、フライドポテトを添えて 

Atlantis Burger アトランティス・バーガー  98
ground premium burger served on a butter griddled 
bakery-fresh bun with lettuce ,tomato, red onion 
mozzarella cheese and french fries
バターグリドルで焼かれた焼き立てバンにはさんだグランド・プレミアム・
ハンバーガー、レタスやトマト、赤タマネギ、モッツァレラチーズ、
フライドポテトと一緒に

Steak ステーキ 962 
premium Australian beef of your choice grilled 
and served with vegetables of the day and potato 
purée T-BONE or Sirloin
あなたの選ぶプレミアムオーストラリアビーフのグリルをご用意します。
本日の野菜とポテトピューレを添えてTボーンまたはサーロインからお選
びください。

PASTA パスタ

Aglio Olio アーリオ・オリオ（v）   55
spaghetti with garlic, basil, chili and olive oil
add with prawns or chicken  
ガーリック、バジル、唐辛子、オリーブオイルのスパゲッティ
エビまたはチキンを加えることができます。  

Carbonara スパゲッティ・カルボナーラ    90
classic spaghetti with bacon bits, cream and parmesan
ベーコンビッツ、生クリーム、パルメザンのクラシックなスパゲッティ

Bolognese スパゲティボロネーゼ        92
fettuccine with homemade tomato beef sauce
自家製のトマトビーフソースのフェットチーネ

Frutti di Mare フルッティ・ディ・マーレ       99
fettuccine served with tomato sauce and 
fresh seafood selection of �sh, prawn and squid
トマトソースと魚やエビ、イカなどの新鮮なシーフードのフェットチーネ                                                                                                   

SIDES おかず

Rice 白いご飯   20
 

Fried Tofu (v) 揚げ豆腐    29

Fried Tempe (v) 揚げテンペ    30

Stir Fried Water Spinach (v) 空芯菜炒め 43

Stir Fried Green Beans (v) グリーンビーンズ炒め   37

Mashed Potato (v) マッシュポテト   40

Fried Potato Wedges (v) フライド・ポテト・ウェッジ  42

Oseng-Oseng Pucuk labu  炒め・カボチャの芽  47

                                                                                              
Nasi Goreng フライド・ライス  75
traditional Indonesian fried rice, chicken satay, 
fried egg, cucumber pickle, chili paste
伝統的なインドネシアの炒飯チキンサテ、目玉焼き、
キュウリのピクルスとサンバルソースを添えて

Phad Thai パッタイ  87
�at noodles with prawn, tofu, caipo, beansprout, 
egg, chives in sweet and spicy
エビ、豆腐、カイポ、もやし、卵、甘くてスパイシーなチャイブのフラット麺

Nasi Goreng Labuan Bajo 115
ラブアンバジョ・フライドライス
black kalamata olive fried rice with prawn, 
chicken and crackers
ブラックカラマタオリーブ炒め米、エビ、チキン、クラッカー

FARINACEOUS 澱粉質フード

Tahu Telor Asin ソルティッド・エッグ・トウフ    58
silk tofu with salted egg
シルケン豆腐、玉ねぎ、塩漬け卵

Tumis Kembang Tahu ソテード・シルク・トウフ    60
mix vegetable with �sh ball, prawn and silk tofu
フィッシュボール、エビ、絹豆腐の入った野菜炒め                                                        

VEGETABLES 野菜

上記価格は1000ルピア単位の表示です。すべての料金には、税金21%とサービス料が加算されます。
すべての価格は予告なしに変更されることがあります。

Prices above are indicated in thousand Rupiah. All prices are subject to 21% tax and service. 

All prices are subject to change without prior notice.
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30

SOFT DRINKS ソフトドリンク

Cappuccino カプチー   35
カフェラテ  40

Macchiato マキアート    30
Americano / Long Black アメリカノ,ロングブラック 35

アイスコーヒー  40
Hot Tea of Your Choice ホットティーのセレクション  30
Ice Tea アイスティー 53 

Coca Cola,Diet Cola コカコーラ,ダイエットコーラ

Sprite, Club Soda スプライト,クラブソーダ

 

Today’s Fresh Juice 本日のフレッシュジュース  50

JUICE ジュース

MOCKTAILS モクテル

COFFE/TEA コーヒー.ティー

Bajo Beauty バホ・ビューティー  75
fresh lychee, orange juice, pineapple juice, blue curacao
生ライチ、オレンジジュース、パイナップルジュース、ブルーキュラソー
 
Rinca Island リンチャ島  70
peach fruit, fresh milk, mango juice, peach fruit syrup
ピーチフルーツ、フレッシュミルク、マンゴージュース、ピーチフルーツシロップ

High Sea ハイ・シー       69
cucumber, apple juice, lime juice, lemongrass syrup, 
infused pomegranate, tonic water
胡瓜、アップルジュース、ライムジュース、レモングラスシロップ、ザクロエキス、
トニックウォーター

Deep Blue Sea ディープ・ブルー・シー  79
pineapple, orange juice, coconut milk, blue curacao, 
vanilla syrup
パイナップル、オレンジジュース、ココナッツミルク、ブルーキュラソー、
バニラシロップ

CLASSIC COCKTAILS クラシック・カクテル

Margarita マルガリータ   120
tequila, triple sec, lime juice, salt or no salt
テキーラ、トリプルセック、ライムジュース、塩入り/ 塩なし
 

SIGNATURE COCKTAILS 看板カクテル

Atlantis Gee Tee アトランティス・ジー・ティー 105
dry gin, slice cucumbers, apple juice 
and tonic splash
ドライジン、胡瓜のスライス、アップルジュース、トニックスプラッシュ

Bajo Colada バホ・コラーダ 120
light rum, dark rum, coconut rum, lime juice,
orange juice, pineapple juice, grenadine
ライトラム、ダークラム、ココナッツラム、ライムジュース、
オレンジジュース、パイナップルジュース、グレナディン

Atlantis Escape アトランティス・エスケープ   115
triple distilled vodka, coconut rum, 
melon liquor, pineapple juice
3回蒸留ウォッカ、ココナッツラム、メロンリキュール、
パイナップルジュース

Manggarai Cobbler マンガライ・コブラー   119
dry gin, cherry brandy, orange juice, 
grenadine syrup, sprite
ドライジン、チェリーブランデー、オレンジジュース、
グレナディンシロップ、スプライト

BEER ビール

Bintang small ビンタン小     40
Prost small プロスト・スモール 40 
Radler Bintang Lemon ラドラー・ビンタン・レモン 40
Alster Prost Lemon アルスター・プロスト・レモン 40
Heineken ハイネケン 55
Bintang large ビンタン大  70

Long Island Ice Tea ロングアイランド・アイスティー 115
light rum, dry gin, vodka, triple sec, tequila, 
lime juice, and top up with coke
ライトラム、ドライジン、ウォッカ、トリプルセック、テキーラ、
ラムジュースをコーラで満たしています

Caipirinha カイピリーニャ  105
rum, lime juice and browns sugar
ラム、レモンジュース、ブラウンシュガー

Caipiroska カイピロスカ    103
vodka, lime juice, brown sugar
ウォッカ、ライムジュース、ブラウンシュガー

Mojito モヒート  100
rum, lime juice, sugar and mint 
ラム、ライムジュース、砂糖、ミント

Chocolate Martini チョコレート・マティーニ 109
vodka, kahlua, bailey’s and cream
ウォッカ、カフルア、ベイリーズ＆クリーム

Planter Punch プランターパンチ  119
light rum, dark rum, orange juice, pineapple juice, 
lime juice, grenadine syrup, and angostura bitter
ライトラム、ダークラム、オレンジジュース、パイナップルジュース、
ライムジュース、グレナディンシロップ、アンギオスラビター

Singapore Sling シンガポール・スリング   119
dry gin, cherry liquor, pineapple juice, lime juice, 
grenadine syrup, angostura bitter
ドライジン、チェリーリキュール、パイナップルジュース、
ライムジュース、グレナディンシロップ、アンギオスラビター

Pinacolada ピナコラダ  120
light rum, dark rum, coconut rum, 
pineapple juice, coconut milk
ライトラム、ダークラム、ココナッツラム、
パイナップルジュース、ココナッツミルク




