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In Villa Dining  
Service 

イン・ヴィラ・ダイニング・サービス 

Offering the opportunity to enjoy a breakfast or 
dinner in the privacy of your own villa with the levels of 
service you might only expect in the restaurant and a 

choice of dining from simple light fair to sumptuous 
BBQ’s or Seafood extravaganza 

Available from 7.00am – 10.00pm  
(last order at 9.30pm) 

通常レストランでしか、召がられないような豪華なバーベキューや 

贅沢なシーフード料理やちょっとした軽⻝まで、ご⾃身のプライバシーの 

保たれたヴィラでお楽しみ頂けます

注⽂可能時間 7:00am -10:00pm  

(ラストオーダー9:30pm)

Directory of Service服务⽬录 



Starters 
前菜 

VIETNAMESE FRESH SPRING ROLLS  THB 240 
Fresh raw vegetables and shrimp wrapped in fresh spring roll dough  

served with tamarind sauce 

ベトナム⾵⽣春巻き  240バーツ 
ปอเปี๊ยะสดสไตล์เวียดนาม  

AVOCADO SHRIMP COCKTAIL THB 240 
Steamed shrimp with salad leaves, avocado & cocktail sauce 

アボカド＆⼩エビのカクテル  240バーツ 
⼩エビ・サラダ菜・アボカドのカクテルソース 

สลัดอะโวคาโดและกุ้ง 

   Chef Recommendation シェフのオススメ     ⾟さ控えめ       ⾟い         とても⾟い 

       
All Prices are subject to 10% service charge and 7% government tax 

上記価格には、サービス料10％とVAT 7％は含まれません。 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Salads 
サラダ 

QUINOA BOWL SALAD  THB 270 
Flavour of quinoa with avocado, cucumber, tomato, red onion,  

corn, red bean served with orange vinaigrette 

キノアボールサラダ  270バーツ 
สลัดธัญพืชคีนัว 

GREEK SALAD  THB 270 
Feta cheese, cucumber, tomato, green pepper,  

red onion, black olives and lemon dressing 

グリークサラダ  270 バーツ
フェタチーズ、キュウリ、トマト、ピーマン、レッドオニオン、オリーブのサラダレモン

ドレッシング 

กรีกสลัดกับเฟต้าชีส 

GARDEN GREEN OR MIXED SALAD   THB 200 
With your choice of olive oil and balsamic, French, Italian 

or Thousand Island dressing 

ガーデンサラダ／ミックスサラダ  200バーツ
ドレッシング：オリーブとバルサミコ酢、フレンチ、イタリアン、サウザンアイランド

からお選びください

สลัดผักรวม 

CAESAR SALAD   THB 270 
Romaine lettuce, parmesan cheese, poached egg, bacon  

with grilled chicken or shrimp and creamy Caesar dressing 

シーザーサラダ  270バーツ 
สลัดซีซ่ากับไก่ หรือกุ้งย่าง 

    Chef Recommendation シェフのオススメ       ⾟さ控えめ       ⾟い         とても⾟い 

       
All Prices are subject to 10% service charge and 7% government tax 

上記価格には、サービス料10％とVAT 7％は含まれません。 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Soups 
スープ 

CLASSIC LOBSTER BISQUE SOUP THB 250 
Lobster cream soup topped with whipping cream 

鶏野菜スープ  250バーツ 
ซุปกุ้งมังกรแบบฝรั่งเศส 

ORGANIC VEGETABLES AND TOFU MINESTRONE THB 200 
served with garlic bread 

オーガニック野菜と⾖腐のミネストローネ  200バーツ
ペストブレッド付

ซุปผักออร์แกนิกกับเต้าหู้ 

CREAM OF MUSHROOM SOUP THB 200 
A flavour of mushroom and cream 

マッシュルームのクリームスープ   200バーツ

ซุปครีมเห็ด 

    Chef Recommendation シェフのオススメ        ⾟さ控えめ       ⾟い         とても⾟い 

       
All Prices are subject to 10% service charge and 7% government tax 

上記価格には、サービス料10％とVAT 7％は含まれません。 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Sandwiches
サンドウィッチ 

THE VIJITT CLUB SANDWICH  THB 240 
Chicken, ham, crispy bacon, fried egg, avocado, tomato, cucumber 

 and low fat mayonnaise sauce with muesli bread  
served with French fries 

ザ・ウィチット特製クラブサンドウィッチ  240バーツ

เดอะวิจิตรคลับแซนวิชด์ 

THE VIJITT CHEESE BURGER  THB 260 
Minced Angus beef with crispy bacon, cheddar cheese, lettuce,  

fresh tomato, pickle, red onion and homemade bun  
served with potato wedges 

ウィチットチーズバーガー  260バーツ 
เดอะวิจิตรชีสเบอร์เกอร์ 

GRILLED CHICKEN PESTO SANDWICH  THB 240 
Grilled chicken with pesto, rocket and tomato with  

sweet and spicy house vinaigrette on homemade bread 

グリルチキンペストサンドウィッチ  240バーツ 
แซนวิชด์ไก่กับเพสโตซอส 

FRENCH FRIES  THB 180 
Traditional crispy French fries 

フレンチフライ 180バーツ

มันฝรั่งทอดกรอบ 

    Chef Recommendation シェフのオススメ       ⾟さ控えめ        ⾟い         とても⾟い 

       
All Prices are subject to 10% service charge and 7% government tax 

上記価格には、サービス料10％とVAT 7％は含まれません。 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International Main Dishes 
インターナショナルメインディッシュ 

RIB-EYE STEAK THB 880 

served with cream cheese potato, vegetable sautéed, 
mushroom sauce 

リブアイステーキ 880バーツ 

สเต็กเนื้อซี่โครงกับมันครีมชีสและซอสเห็ด 

MONGOLIAN BEEF THB 270 
Spicy dish with beef, carrot, bell pepper and onion  

served with steamed rice 

モンゴリアンビーフ 270バーツ 

เนื้อผัดมองโกเลียน 

PORK OR CHICKEN SCHNITZEL THB 300 
served with mushroom creamy sauce 

ポークまたはチキンシュニッツェル 300バーツ 

หมูหรือไก่ชุปแป้งทอดเสิร์ฟกับซอสเห็ด 

    Chef Recommendation シェフのオススメ       ⾟さ控えめ       ⾟い          とても⾟い 

       
All Prices are subject to 10% service charge and 7% government tax 

上記価格には、サービス料10％とVAT 7％は含まれません。
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International Main Dishes 
インターナショナルメインディッシュ 

GRILLED LAMB CHOP  THB 880 
served with homemade potato, red onion, cherry tomato, 

feta cheese & rosemary sauce 

グリルラムチョップ 880バーツ 

ซี่โครงแกะย่างเสิร์ฟคู่กับซอสเฟต้าชีส & โรสแมรี่ 

CHICKEN KABAB MIDDLE EAST STYLE  THB 300 
Grilled chicken breast on skewer  

served with brown rice pilaf and yogurt sauce 

中東⾵チキンケバブ 300バーツ
鶏胸⾁の串焼き　ブランライスのピラフ添え　ヨーグルトソース 

เคบับไก่แบบตะวันออกกลาง 

    Chef Recommendation シェフのオススメ       ⾟さ控えめ       ⾟い          とても⾟い 

       
All Prices are subject to 10% service charge and 7% government tax 

上記価格には、サービス料10％とVAT 7％は含まれません。
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International Main Dishes 
インターナショナルメインディッシュ 

PAN FRIED SALMON FILLET  THB 400 
Pan fried salmon fillet  

served with egg noodles and teriyaki sauce 

サーモンフィレ 400バーツ 

ปลาแซลมอนย่างคู่กับซอสเทริยากิ 

GRILLED LEMON GARLIC PRAWN ON SKEWER  THB 470 
served with mixed salad 

レモンガーリック海⽼の串焼き 470バーツ 

กุ้งหมักย่างเสิร์ฟคู่กับผักสลัด 

   

    Chef Recommendation シェフのオススメ        ⾟さ控えめ        ⾟い         とても⾟い 

       
All Prices are subject to 10% service charge and 7% government tax 

上記価格には、サービス料10％とVAT 7％は含まれません。
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Pasta 
パスタ 

Pasta of Your Choice
お好みのパスタをお選びください

Spaghetti, Tagliatelle, Linguini, Penne or Fusilli 
スパゲッティ、タリアテーレ、リングイーニ、ペンネ、フジッリ 

เส้นพาสต้าอิตาเลี่ยน เลือกชนิดเส้นกับซอสได้ 

Selection of Sauces 
お好みのソースをお選びください

Arabiata THB 270 
アラビアータ    270バーツ 

ซอสมะเขือเทศเผ็ดทําจากกระเทียม โหระพาและพริกแดงแห้ง 

Pomodoro THB 270 

ポモドーロ  270バーツ 

ซอสมะเขือเทศ  

Pesto THB 270 
ペスト 270バーツ 

ซอสโหระพากับนํ้ามันมะกอก 

Salmon cream, Bolognese or Carbonara THB 280 

サーモンクリーム、ボロネーゼまたはカルボナーラ 280バーツ 

ซอสครีมปลาแซลมอน, ซอสเนื้อสับ หรือ ซอสครีมใส่แฮม 

 
 

    Chef Recommendation シェフのオススメ        ⾟さ控えめ        ⾟い        とても⾟い 

       
All Prices are subject to 10% service charge and 7% government tax 

上記価格には、サービス料10％とVAT 7％は含まれません。
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Pizza 
ピッツァ 

CHALONG BAY PIZZA  THB 400 
Tomato, Seafood & Mozzarella cheese 

シャロンベイ 400バーツ 

พิซซ่าหน้าซีฟู๊ด 

THE VIJITT SPECIAL PIZZA  THB 400 
Tomato, Salami, Sausage, Pepperoni,  
Mozzarella cheese, Capsicum & Basil 

ヴィチットスペシャル  400バーツ 

พิซซ่าหน้าซาลามี่, ไส้กรอกหมู, ไส้กรอกเปปเปอโรนี่   

  

    Chef Recommendation シェフのオススメ       ⾟さ控えめ        ⾟い          とても⾟い 

       
All Prices are subject to 10% service charge and 7% government tax 

上記価格には、サービス料10％とVAT 7％は含まれません。
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Thai Food 
 タイ料理 

Starters & Salads 
前菜 & サラダ 

SOM TAM GOONG YANG  THB 270 
Spicy green papaya salad with grilled prawn 

ソムタムクンヤーン 270バーツ 
スパイシー海⽼のパパイヤサラダ 

ส้มตํากุ้งย่าง 

YUM TALAY THOD  THB 270 
Spicy crispy seafood salad with onion, chili, celery and lime juice 

ヤムタレートート 270バーツ
スパイシーシーフードサラダ 

ยําทะเลทอด 

PO PIA THOD  THB 220 
Deep fried prawn spring roll served with sweet plum sauce 

ポーピアトート 220バーツ 
海⽼春巻き 

ปอเปี๊ยะทอด 

   

    Chef Recommendation シェフのオススメ        ⾟さ控えめ       ⾟い         とても⾟い 

       
All Prices are subject to 10% service charge and 7% government tax 

上記価格には、サービス料10％とVAT 7％は含まれません。
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Traditional Thai Soups 
伝統タイスープ 

TOM KHA GAI  THB 240 
Chicken in coconut cream with galangal and lime juice 

トムカーガイ 240バーツ
チキンココナッツクリームスープ 

ต้มข่าไก่ 

 
TOM YUM GOONG   THB 280 

Spicy soup with shrimp, lemongrass, galangal, 
mushroom and lime juice 

トムヤムクン 280バーツ 

ต้มยํากุ้ง 

   

 
    Chef Recommendation シェフのオススメ       ⾟さ控えめ         ⾟い         とても⾟い 

       
All Prices are subject to 10% service charge and 7% government tax 

上記価格には、サービス料10％とVAT 7％は含まれません。
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Famous Thai Dishes
定番タイ料理 

GAENG KIEW WAAN  THB 270 
Your choice of shrimp, beef, chicken or pork in Thai green curry 

ゲーンキヤオワーン   270バーツ
タイグリーンカレー　海⽼、ビーフ、チキン、ポークからお選びください 

แกงเขียวหวานกุ้ง, เนื้อ, ไก่ หรือหมู 

GAI PHAD MED MAMUANG  THB 270 
Stir fried chicken with cashew nuts, onion,  

bell pepper and chili paste 

ガイパットメッマムアン   270バーツ
カシューナッツとチキンの炒め物 

ไก่ผัดเม็ดมะม่วง 

NUEA PHAD NAM MAN HOI  THB 350 
Stir fried beef with oyster sauce, mushroom, 

spring onion and carrot 

ヌアパットナムマンホイ   350バーツ
ビーフとマッシュルームのオイスターソース炒め 

เนื้อผัดนํ้ามันหอย 

PHAD GRAPOW  THB 270 
Stir fried chicken, beef, pork or seafood with hot basil and chili 

パットクラパオ    270バーツ
チキン、ビーフ、ポークまたはシーフード　バジルとチリ炒め 

ผัดกระเพราไก่, เนื้อ, หมู หรือซีฟู้ด 

GAENG PHED  THB 270 
Your choice of shrimp, beef, chicken or pork in Thai red curry 

ケーンペット   270バーツ
タイレッドカレー　海⽼、ビーフ、チキンまたはポークからお選びください 

แกงเผ็ดกุ้ง, เนื้อ, ไก่ หรือหมู 

    Chef Recommendation シェフのオススメ        ⾟さ控えめ       ⾟い         とても⾟い 
All Prices are subject to 10% service charge and 7% government tax 

上記価格には、サービス料10％とVAT 7％は含まれません。

Directory of Service服务⽬录	 	 	 	 	  Page	62



Noodles and Rice Dishes 
麺とご飯物 

MEE-SPAM  THB 220 
Phuket wok fried yellow noodle with seafood and soft boiled egg 

ミースパム   220バーツ
プーケット⾵　卵と海鮮焼きそば 

หมี่สะปําซีฟู้ด   

GUAY TIEW KAU GAI  THB 220 
Wok fried flat noodle with chicken, egg, and soya sauce 

クィティアオクアガイ   220バーツ
平打ち麺のチキン焼きそば 

ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่   

GUAY TIEW PHAD SEE–EW  THB 220 
Stir fried flat noodle with soy sauce, vegetables, chicken or shrimp 

クィティヤオパットシイウ   220バーツ
平打ち麺の焼きそば　チキンまたは海⽼ 

ก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊วไก่ หรือกุ้ง   

PHAD THAI  THB 270 
The famous Thai style stir fried rice noodle with vegetables,  

bean sprout, peanut, shrimp and tofu  

パッタイ   270バーツ 

ผัดไทยกุ้ง   

    Chef Recommendation シェフのオススメ        ⾟さ控えめ       ⾟い          とても⾟い 

       
All Prices are subject to 10% service charge and 7% government tax 

上記価格には、サービス料10％とVAT 7％は含まれません。
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Noodles and Rice Dishes 
麺とご飯物 

KAO PHAD SUB PA ROD  THB 270 
Fried rice with seafood, ham, curry powder and pineapple  

topped with dried shredded pork 

カオパットオプサパロット   270バーツ
パイナップルご飯 

ข้าวผัดสับปะรด   

KAO PHAD  THB 250 
Thai style fried rice with your choice of pork, chicken or seafood 

カオパット    250バーツ
炒飯 ポーク、チキンまたはシーフードからお選びください 

ข้าวผัดหมู, ไก่ หรือซีฟู้ด 

   

    Chef Recommendation シェフのオススメ        ⾟さ控えめ        ⾟い        とても⾟い 

       
All Prices are subject to 10% service charge and 7% government tax 

上記価格には、サービス料10％とVAT 7％は含まれません。
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Vegetarian Dishes 
ベジタリアンメニュー 

PO PIA JE  THB 200 
Deep fried vegetables spring roll served with sweet plum sauce 

ポーピアジェ  200バーツ
揚げ春巻き

ปอเปี๊ยะเจ 

TOM KA JE  THB 220 
Tofu in coconut cream with galangal and lime juice 

トムカージェ  220バーツ
⾖腐⼊りココナッツクリーム  

ต้มข่าเจ 

PHAD THAI JE  THB 220 
The famous Thai style fried rice noodle with vegetables and bean sprout 

パットタイジェ  220バーツ
パッタイ  

ผัดไทยเจ 

    Chef Recommendation シェフのオススメ        ⾟さ控えめ       ⾟い          とても⾟い 

 
All Prices are subject to 10% service charge and 7% government tax 

上記価格には、サービス料10％とVAT 7％は含まれません。
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Vegetarian Dishes 
ベジタリアンメニュー 

KAO PHAD JE  THB 220 
Fried rice with vegetables 

カオパットジェ  220バーツ
野菜炒飯  

ข้าวผัดเจ 

GAENG KIEW WAAN JE  THB 220 
Vegetables in Thai green curry paste 

ゲンキュウワンジェ  220バーツ
ベジタブルタイグリーンカレー 

แกงเขียวหวานเจ 

 

BROCCOLI, CHEDDAR & QUINOA GRATIN  THB 270 
served with linguine (Gluten free) 

ブロッコリー、チェダーチーズとキノアのグラタン  270バーツ 

บร็อคโคลีและธัญพืชคีนัวอบชีส 

    Chef Recommendation シェフのオススメ        ⾟さ控えめ       ⾟い          とても⾟い 

All Prices are subject to 10% service charge and 7% government tax 
上記価格には、サービス料10％とVAT 7％は含まれません。
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Desserts 
デザート

CRÈME BRÛLÉE WITH YOUNG COCONUT   THB 200 
The classic French crème brûlée 

クリームブリュレヤングココナッツ添え  200バーツ 

แครมบรูว์เลมะพร้าวอ่อน  

MANGO CHEESE CAKE   THB 200 
マンゴチーズケーキ  200バーツ 

ชีสเค้กมะม่วง 

TIRAMISU   THB 200 
ティラミス   200バーツ 

อิตาเลี่ยนครีมชีสเค้กรสกาแฟ 

CREAM CARAMEL   THB 200 
Classic French crème caramel with pineapple and whipped cream 

クリームキャラメル  200バーツ ครีมคาราเมล 

MANGO STICKY RICE   THB 200 
Thai mango with sticky rice and coconut sauce 

タイマンゴーと餅⽶、ココナッツソースがけ  200バーツ 

ข้าวเหนียวมะม่วง 

PHON LA-MAI RUAM   THB 200 
Thai fruits platter on seasonal 

(Watermelon, Phuket pineapple, papaya & cantaloupe) 

フルーツ盛り合わせ200バーツ 

ผลไม้รวม 

    Chef Recommendation シェフのオススメ       ⾟さ控えめ        ⾟い         とても⾟い 

       
All Prices are subject to 10% service charge and 7% government tax 

上記価格には、サービス料10％とVAT 7％は含まれません。
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