
All prices include 10% service charge and applicable government tax.  
上 記 の料 金 にはサービス料 10％と税 金 が含 まれております。  

Please advise us of any dietary requirements or food allergies that you may have.  
お食事制限やアレルギーなどがございましたらスタッフにお申し付けください。 

 

Victor’s BreakfastVictor’s BreakfastVictor’s BreakfastVictor’s Breakfast    
ビクターズビクターズビクターズビクターズ    ブレックファーストブレックファーストブレックファーストブレックファースト    

￥￥￥￥5,5005,5005,5005,500    
 

 

MMMMorning starterorning starterorning starterorning starter’’’’ssss セレクションセレクションセレクションセレクション((((下記よりお選び下さい下記よりお選び下さい下記よりお選び下さい下記よりお選び下さい))))    

Selection ofSelection ofSelection ofSelection of morning starter morning starter morning starter morning starter’’’’ssss ;  ;  ;  ; Please choose from belowPlease choose from belowPlease choose from belowPlease choose from below…………........    

・・・・ジュース：オレンジ、グレープフルーツ、トマト、クランベリー、パイナップル 

Juice : Orange , Grapefruit , Tomato , Cranberry , Pineapple 

・・・・ミルク：牛乳、低脂肪牛乳、豆乳、無脂肪牛乳 

Milk : Milk , Low fat milk , Soy milk , Non fat milk 

・・・・ヨーグルト：プレーンまたは低脂肪ヨーグルト、ベリーまたはバナナ添え 

Yogurt : Plain or Low fat served with Berry or Banana 

・・・・スムージー：スーパーフードブルーベリー 

Smoothie :    Superfoods Blueberry 

 

EnergizerEnergizerEnergizerEnergizerssss    セレクションセレクションセレクションセレクション((((下記よりお選び下さい下記よりお選び下さい下記よりお選び下さい下記よりお選び下さい))))    

Selection of EnergizeSelection of EnergizeSelection of EnergizeSelection of Energizerrrrs ; s ; s ; s ; Please choose from belowPlease choose from belowPlease choose from belowPlease choose from below…........    

・・・・ベーカリーキッチンよりブレッドバスケット 

（ホワイトブレッド、ホールウィート、ライ麦、クロワッサン、デニッシュ、スコーン） 

Bread basket : From our bakery kitchen including White bread , Whole wheat  

Rye bread , Croissant , Danish , Scone 

・・・・シリアル：コーンフレーク、オールブラン、ライスクリスピー、ミューズリー、温製オートミール 

Cereals : Corn flakes , All bran , Rice crispies , Muesli , Oatmeal served hot 

・・・・ビクターズエネジャイザー：フレンチトースト、パンケーキ 

Victor’s energizer : French toast , Pancakes  

 

NutritiousNutritiousNutritiousNutritious plate  plate  plate  plate セレクションセレクションセレクションセレクション((((下記よりお選び下さい下記よりお選び下さい下記よりお選び下さい下記よりお選び下さい))))    

Selection of NutritiousSelection of NutritiousSelection of NutritiousSelection of Nutritious plate plate plate plates ; s ; s ; s ; Please choose Please choose Please choose Please choose which elevates yowhich elevates yowhich elevates yowhich elevates your senses todayur senses todayur senses todayur senses today…………    
・・・・ビクターズ Victor’s  

お好きな卵料理とソーセージ、ベーコン、ハム、鶏胸肉より１品 

ベジタブルソテーとマッシュポテト添え 

Egg cooked any style your with choice of extras : Sausage , Bacon , Ham , Chicken breast 

Sautéed vegetables , mashed potato 
・・・・パワーアップ Power up  

ミニッツステーキ、フライドエッグとバルサミコソース 

ベジタブルソテーとマッシュポテト添え 

Minute steak with fried egg , Balsamic sauce 

Sautéed vegetables , mashed potato 
・・・・高プロテイン High Protein  

ホワイトエッグオムレツ 豆腐とベジタブルパンフライ 

Egg white omelet , pan fried bean curd , seasonal vegetables 

・・・・サラダプレート Refreshing Morning Salad  
冷製温泉卵 ミックスグリーンサラダとアボカド トマトドレッシング 

Chilled spa egg , mixed green salad and avocado , tomato dressing 

        



All prices include 10% service charge and applicable government tax.  
上 記 の料 金 にはサービス料 10％と税 金 が含 まれております。  

Please advise us of any dietary requirements or food allergies that you may have.  
お食事制限やアレルギーなどがございましたらスタッフにお申し付けください。 

 

    
スーパーフードスーパーフードスーパーフードスーパーフード    
 

 ブルーベリーとバナナのスムージー 

  

スモークサーモン、絹ごし豆腐とアボカド 

  

バナナブリュレをのせたオートミール 

  

ブロッコリーとチーズの 

  ふわふわホワイトオムレツ 

 

 

卵料理卵料理卵料理卵料理    
  

野菜オムレツ 

（トマト、タマネギ、ブロッコリー、ピーマン） 

 ハム、チーズオムレツ 

 トリュフオムレツ 

 

 

肉料理肉料理肉料理肉料理    
 

モーニングステーキ  

バルサミコソース 

 

 

サラダサラダサラダサラダ    
 

 グリーンサラダ 

 スモークサーモンサラダ 

 

 

 

 

 

 

 

 

SuperfSuperfSuperfSuperfoodsoodsoodsoods    
    
Blueberry Banana Smoothie     ￥1,400 

                                                                             

Smoked Salmon  

with Silky Tofu and Avocado    ￥1,700 

    

Oatmeal with steel cut banana ￥1,200 

                                                                     

Whipped Egg Whites and Broccoli Omelet 

with Cheddar           ￥1,500 

    
    
Egg dishesEgg dishesEgg dishesEgg dishes    
 

Vegetable Omelet  

(Tomato,Onion,Broccoli,Piment)   ￥1,800 

Ham Cheese Omelet        ￥1,800 

Truffle Omelet           ￥2,800 

    
    
Meat dishMeat dishMeat dishMeat dish    
    

Morning steak     
with Balsamic sauce         ￥4,800 

 

    
    
SaladSaladSaladSaladssss    
 

Green Salad           ￥1,000    
Smoked salmon Salad      ￥1,500 

 

 

 

 

 

 

 



All prices include 10% service charge and applicable government tax.  
上 記 の料 金 にはサービス料 10％と税 金 が含 まれております。  

Please advise us of any dietary requirements or food allergies that you may have.  
お食事制限やアレルギーなどがございましたらスタッフにお申し付けください。 

 

    
野菜野菜野菜野菜    
 

 ロスティーポテト  

 マッシュポテト 

 野菜のせいろ蒸し 

 

 

フルーツフルーツフルーツフルーツ &  &  &  & ヨーグルトヨーグルトヨーグルトヨーグルト    

 

 マンゴー 

 ベリーベリーベリー 

 メロン 

 リンゴ 

 バナナ 

 プレーンヨーグルト 

 

 

シリアルシリアルシリアルシリアル    

 

 コーンフレーク 

 グルテンフリーライスクリスピー 

 

 

パンパンパンパン    

 

 野菜ロールパン 

 トースト 

 

 

    

    

    

    

    

    

Vegetable dishVegetable dishVegetable dishVegetable dish    
 

Hash brown        ￥800 

Mashed potatoes           ￥800 

Steamed vegetables                  ￥1,200 

    

    

FruitFruitFruitFruit & Yogurt & Yogurt & Yogurt & Yogurt    

 

Mango           ￥2,000 

Berry Berry Berry      ￥1,000 

Melon             ￥2,500 

Apple                   ￥800 

Banana                   ￥800 

Plain Yogurt              ￥600 

  

 

CCCCereereereerealalalal    

 

Corn flakes        ￥600 

Gluten Free Rice Crispies        ￥900 

 

 

BreadBreadBreadBread    

 

Vegetable rolls             ￥500 

Toast bread               ￥500 

 

 

    

    

    

    

    



All prices include 10% service charge and applicable government tax.  
上 記 の料 金 にはサービス料 10％と税 金 が含 まれております。  

Please advise us of any dietary requirements or food allergies that you may have.  
お食事制限やアレルギーなどがございましたらスタッフにお申し付けください。 

 

    

ドリンクドリンクドリンクドリンク    

    

    オレンジジュース 

グレープフルーツジュース 

 アップルジュース 

 トマトジュース 

 グラスシャンパン 

 

 

 

コーヒー、紅茶コーヒー、紅茶コーヒー、紅茶コーヒー、紅茶、ハーブティー、ハーブティー、ハーブティー、ハーブティー    

 

レギュラーコーヒー 

アメリカンコーヒー 

カフェインレスコーヒー 

カフェオレ 

カプチーノ 

エスプレッソ 

 ホットチョコレート 

  

イングリッシュブレックファースト 

ダージリン 

 アールグレー 

 カモミール 

 ローズレッド 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BeverageBeverageBeverageBeverage    

    

Orange Juice            ￥1,160 

Grapefruit Juice            ￥1,160 

Apple Juice            ￥700 

Tomato Juice             ￥700 

Champagne (glass)          ￥2,600 

 

 

 

Coffee , Tea , HeCoffee , Tea , HeCoffee , Tea , HeCoffee , Tea , Herbal Tearbal Tearbal Tearbal Tea    

 

Freshly brewed Coffee     ￥950 

American                ￥950 

Decafe                 ￥950 

Café au lait          ￥1,030 

Cappuccino            ￥1,030 

Espresso                 ￥950 

Hot Chocolate           ￥1,030 

 

English Breakfast Tea     ￥1,000 

Darjeeling Tea          ￥1,000 

Earl Gray Tea         ￥1,000 

Chamomile          ￥1,350 

Rose Red          ￥1,350 

 


