週末ホテル女子になっちゃおう♡

夏に浮かれて
プリンセス気分

「暑い～！」
「疲れた～！」
「ベトナムでやることがな～い！」。
それでも毎日頑張るお疲れの女子たちへ。日頃の不満と
はいっとき離れ、週末だけのホテルステイで気分を盛り上
げちゃおう！ 豪華を体現するような王道ホテルと、惚れ
惚れするインテリアのデザインホテルの2種類を紹介。仲
のいい女友だちと、
おしゃれできれいな空間で贅沢したら
テンションが上がってひと晩中語り明かしちゃうかも。

記事の情報は、2018年6月取材時点のもの

夏に浮かれてプリンセス気分

王道ホテル系
女子がゆく

モデル協力
中山あきえさん
（左）
ハノイ在住8 ヶ月の主婦。ベトナム語を勉強中
桜井しおりさん
（右）
同じくハノイ在住8 ヶ月の主婦。
カメラと旅行が趣味
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乙女心をくすぐる
午後のティータイム

可愛い
アフタヌーンティー
3 段トレーのアフタヌーンティー
セット
。
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客室は「プレミアレイクビュールーム／ Premier
Lakeview Room」
や「プレミアスイート／ Premier
Suite」など、
スタンダード、
スイート、
サービススイー
トと複数あり、それぞれで湖畔の立地ならではの景
色が楽しめる。奇抜過ぎず、
肩の力を抜いてくつろ
ぐのに丁度いい非日常感を求めるなら「2ベッド
ルームプレミアサービススイート／ Two Bedroom
Premier Serviced Suite」
がぴったり。1人ひとり
のプライベートが守られ、自分だけの時間を確保
できる造りなのも嬉しい。リビングとダイニングエリ
アは独立していて広く、電子レンジやIHコンロなど
フル設備のミニキッチンもある。
バーテラスで過ごした後は、部屋でくつろぎなが
ら、また異なる景色を独占かつ堪能しちゃおう。
ルームサービスは24時間対応なので、友人との
気の置けない時間のお供に、ハンバーガーやサン
ドイッチ、
フォーを注文してもいいかも！
さらに癒しを求めたいなら、屋内プールで気持ち
をリフレッシュしたり、館内スパで日々の疲れをとっ
たりと、丸ごとホテルを楽しんでみるのもあり。
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目の前には雄大なタイ湖
美しい夕日と夜景に心酔

5 つ星ランクに納得
絶景のゲストルーム

トキメキ
point !
ゆったりとした
贅沢な造り

2ベッドルームには
バスルームも2室。
肩まで深く浸かれる
バスタブを完備
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point !

Pan Pacific
Hanoi
パンパシフィックハノイ

1 年中入れる
屋内プール

夕暮れ時はこんな景色に。
日が落ちると街並みが輝き、
ロマンチック感がさらにアップ

ホテル1階にある「ソンホンバー／ Song Hong
Bar」では、14時30分～ 18時まで「アフタヌーン
ティーセット／ Afternoon Tea Set」
（2人35万
VND）が楽しめる。3段トレーに飾られたスコーン、
サンドイッチ、プリンなどのひと口サイズの軽食は、
カラフルで可愛らしさ満点。日本人好みのあっさり
とした味わいで、甘いもの以外にもローストビーフ
やサーモンのマリネなどもあり、塩味と甘味のバラ
ンスが絶妙で止まらなくなっちゃうかも。紅茶を片
手に、貴族の食事タイムのような非日常感に浸れ
ば、
いつもより会話も弾みそう♪
夕刻が近づいたら20階のバー「ザ・サミット／
The Summit」へ。エレベーターの扉が開くとすぐ、
目に飛び込んでくるのはハノイきっての絶景。天
気が良ければオープンテラスへ移動しよう！ 夕日
が沈む前の赤紫に染まった空がタイ湖に映り込み、
その奥に広がる市街地のパノラマに思わずうっと
り。イルミネーションに彩られた煌めく夜景もひと目
見るべき。「マンゴーベリーニ／ Mango Belini」
（22万VND）
など数種類のカクテルを片手に、
しば
しおしゃべりを休んで、時間と景色の移り変わりを
楽しもう！

屋内プールではまるで
オアシスにいるかのよ
うな気分に。自然光が
差し込み明るい

 1 Thanh Nien St., Ba Dinh Dist., Hanoi
 (024) 3823 8888
 enquiry.pphan@panpacific.com
www.panpacific.com/ja/hotels-andresorts/pp-hanoi.html
 2ベッドルームプレミアサービススイート
1泊655万6000VND（285USD）～
チェックイン：14:00、
チェックアウト：12:00

夏に浮かれてプリンセス気分

Hôtel Des Arts Saigon,
MGallery Collection
ホテルデザールサイゴン
エムギャラリーコレクション

シャンプー、
ソープなどの
アメニティは、
フランスの
ラグジュアリーメゾン「ラ
ンバン／ Lanvin」

夕涼みに最高のルーフトッププールバー
入浴はサイゴンの夜景と一緒に
インドシナをイメージした
落ち着きあるインテリア
2015年9月開業の5つ星ホテル「ホテ
ルデザールサイゴン」。15階以上にある60
㎡のスイート「エグゼクティブスタジオスイー
ト／ Executive Studio Suites」のインテ
リアはインドシナをイメージさせ、フランスの
コロニアル建築の名残りが感じられる、落
ち着きと品のあるラグジュアリーな空間。
窓際にはゆったりとしたソファが置かれ、
景色を眺めつつまずは乾杯の1杯♪ なん
て贅沢したい♡ バスルームには、大理石
の床に猫足バスタブが配され、
夜景を眺めな
がらのんびりと入浴して癒されちゃおう。
館内2階にあるベトナム料理店「サイゴ
ンキッチン／ Saigon Kitchen」はビュッ
フェスタイル。同店から40種類以上のア
ラカルトメニューをルームサービスで注文で
きるので、部屋でゆったりと語り尽くしたい
なら利用しよう。
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開放的な
ルーフトップ
バー

ルーフトップバーで 1 杯
喧騒に疲れたら室内で 1 杯
必ず訪れてほしいのは、23階の「ソー
シャルクラブ」から繋がる24階のルーフトッ
プバー。夕日に染まるサイゴンの空を楽し
むために、17時頃からゆっくりと飲み始め
るのがおすすめ。毎日１７時～２０時はハッ
ピーアワーでグラスドリンクが半額！
「ソーシャルクラブ」から料理を頼めるので、
開放的な気分でのディナーもあり。屋外に
疲れたら、
23階の室内席に移動して。店内
の中央に伸びる長いカウンターは、
ビクトリ
ア朝時代から存在する歴史ある大木をイギ
リスから取り寄せ、
加工したそう。
スイートに宿泊するゲストは、22階のエ
グゼクティブスカイラウンジが利用できる。
人が少なく、朝食はビュッフェ、昼過ぎには
ハイティー、夕方はワインやカクテルなどが
楽しめるイブニングチルと充実しているので、
1度は訪れるべき。

バーの横には涼しげなプー
ルが。毎日20時からはDJ
や音楽パフォーマンスあり

1.
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ビュッフェ

セレブが集うタイホー区
越＋仏の空間で非日常を
客室から眺めるタイ湖の絶景
クラブラウンジも使える

日本人から高い注目度
食べ放題のアフタヌーンティー

かわいいブティックや粋な内装のレストラ
ンが多く並び、
ハノイ随一とも言える湖畔の
おしゃれエリア、
タイホー区にある高級ホテ
ル
「シェラトン」。
おすすめは「エグゼクティブスイート／
Executive Suites」。
ドアを開けるとすぐに
駆け寄りたくなってしまう床から天井まで届
く大きな窓からは、壮大なタイ湖をパノラマ
ビューで堪能。窓から差し込む西日に目を
細めながら夕日を楽しむもよし、夜景を眺め
ながら妄想トークを楽しむもよし、映画や読
書を楽しむもよし、それぞれのスタイルで思
いっきり楽しみ尽くして。
スイートのゲストは、クラブ会員限定の
シェラトンクラブラウンジが利用できる。朝
食が無料で楽しめるほか、午後はオードブ
ルも用意してくれるのでぜひ訪れよう！

最近日本人女性に人気の多国籍料理
店「オーブンドール／ Oven D'or」。
毎日12時～ 16時30分は、種類豊富
なケーキや各種スナック類、フルーツが食
べ放題の「アフタヌーンティービュッフェ／
Afternoon Tea Buffet」（1 人 20 万
VND ～）を提供。ほかにも挽きたてコー
ヒー、紅茶、アイスティーが飲み放題で、
別途サラダやスープ、ステーキなどのメイ
ン料理を含むランチセットを追加すること
もできる。
メニューは毎週替わるので、訪れるたび
に違う味を楽しめる点も魅力的。モダン
なインテリアで高級感が漂い落ち着く店
内で、美味しい料理に舌鼓を打ちながら、
ハイティーの甘いひとときに身をゆだねて
うっとり気分で過ごして。

 K5 Nghi Tam, 11 Xuan Dieu St.,
Tay Ho Dist., Hanoi
 (024) 3719 9000
Reservations.Hanoi@Sheraton.com
http://sheraton.com/hanoi
 エグゼクティブスイート
1泊550万5000VND++（240USD++）～
チェックイン：15:00、
チェックアウト：12:00
※2018年8月10日
（金）
まで、改装工事を実施中

毎日12時～16時30分は、多国籍料理店「オー
ブンドール」の「アフタヌーンティービュッフェ」
が楽
しめる

1.

1. 大理石タイルのバスルーム。アメニティはオリジ
ナルの「シャイン・フォー・シェラトン／ Shine for
Sheraton」
2. アフタヌーンティービュッフェにランチセットの追
加もできる。前菜またはスープと、
メイン料理の2品
で1人30万VND。3品全てで35万VND
2.

トキメキ
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スイートゲストが
利用できる
ラウンジが
贅沢

ベトナム様式の内装
にフランスのインテリ
アを取り入れた「エグ
ゼクティブスイート」。
リ
ビングは独立し広々

2.
1. 2018年7月からパリからサイゴンへの旅行がコ
ンセプトのアフタヌーンティーが開始予定。旅行カ
バンの器に盛り付けられる
2. サイゴンの賑やかな夜景を楽しみながら、優雅
なバスでリラックスタイム

 76-78 Nguyen Thi Minh Khai St., Dist.
3, HCMC
 (028) 3989 8888
 h9231@accor.com
www.hoteldesartssaigon.com
 エグゼクティブスタジオスイート1泊
1100万VND（480USD）～
チェックイン：14:00、
チェックアウト：12:00

Sheraton
Hanoi Hotel
シェラトンハノイホテル

夏に浮かれてプリンセス気分

デザインホテル系
女子がゆく

モデル協力
須藤藍実さん
（左）
ホーチミン市在住4年の「ロッテレジェ
ンドホテルサイゴン」に勤める働く女子
頓所彩さん
（右）
ホーチミン市在住1年。エステサロン
「Mayu Japanese Esthetic Spa」GM
@MayuEsthetic

流れる風を感じながら
リバーサイドでディナー

ル
ー
「プ

ビンユーン省にあるサイゴン川沿いの5つ星
ホテル「アンラムリトリートサイゴンリバー」は、
ホーチミン市内から車で30分ほど。ベンタン市
場近くのモン橋
（Cau Mong）
から8人乗りのシャ
トルボートで送ってもらうこともできる。
広葉樹が生い茂り、
どことなく市内より空気も
おいしく感じられる敷地内。船着き場に並ぶよう
にサイゴン川沿いに広がるレストランには、ラン
タン風の照明が吊るされ、椅子はベロア素材の
深い赤や緑など、オリエンタルさが感じられる。8
月の日没時間は、大体18時10分前後。17時
半頃にレストランを訪れれば、サンセットの夕焼
けが食事とともに楽しめちゃう。
「アンラム前菜プラター／ An Lam Tasting
Platter For 2」
（26万VND）は、生春巻きに揚
げ春巻き、牛肉のロット葉包み焼き、グリーンマ
ンゴーと海鮮のサラダの4種で、ベトナム料理の
定番どころを揃えたメニュー。ベトナムで暮らす
年数が長くなると飽きがきてしまいそうな料理も、
川風を感じつつ、おしゃれにワインと合わせれば、
思い出の味になること間違いなし！

「アンラム前菜プラター」は、彩り豊かでインスタ
映えが期待できる！

室内
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サイゴン川で
クルージング

シャトルボートの運
行は1日3回。宿 泊
ゲストの利 用は無
料で、
予約が必要

プライベートプール付きの
落ち着きあるスイート
「プールスイート／ Pool Suite」
は75 ～ 130㎡
の広々とした造りで全5部屋。それぞれデザイン
は異なるが、1階のガーデン付きの3部屋と、2
階の2部屋があり、なんと全ての部屋がプライ
ベートプール付き。ベッドはキングサイズで天蓋
付き、
まさにプリンセス気分が味わえちゃう。暑く
ても扉を開け放して自然の風を感じたい。朝起
きたら、プールの横で朝日を浴びながらラジオ体
操なんてしても気持ちが良さそう♪
寝室の窓にはブラインドがかかり、ほどよい明
るさの自然光が差し込む。インテリアには全体
的にダークブラウンの木材が使われており、まさ
にリゾート地といったゆったりとした落ち着きが感
じられる。
部屋の周りは木々で囲まれ、プールも完全な
プライベート空間といった雰囲気。ちょっとは
しゃいでも大丈夫！ 外にはテーブルもあり、
ルー
ムサービスで豪華にシャンパンを頼んじゃおう。
別にある共有プールは木々が垂れ下がり涼やか
さを感じられるので、ちょっと足をつけて休憩した
い気分なら、
そちらもおすすめ。

生
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プライベート
プール

宿泊ゲストだけが利用で
きる共有プール。
ソファも
多く、ほっとひと息の休
憩にもぴったり

トキメキ
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自然がいっぱいで
健康的

16時頃の風景。日が落ちて、
だんだんと赤く染
まっていく夕焼け空の中、
ワインで乾杯♪

恥
してくれるので、
葉が 隠

姿
も
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木 造りで温かみのあるやさしい 雰 囲

着

川に面したオープンテラス席では、
シェフ
が目の前で調理してくれるBBQサービス
も。
ガーデン付きヴィラの庭でも対応可

サイゴン川に沈む太陽を背に
優雅に味わうベトナム料理

アンラムリトリートサイゴンリバー

体 的に

水

An Lam Retreat
Saigon River

ス
イ
ート
」は
、全

6300㎡の 敷 地 内
には広 葉 樹が多く
植えられ、緑の中を
散歩できる

 21/4 Trung St., Vinh Phu Ward,
Thuan An Dist., Binh Duong Province
 (0274) 378 5555
 rsvn.sr@anlam.com
http://anlam.com/saigon-river
 プールスイート1泊850万VND
（370USD）
チェックイン：14:00、
チェックアウト：12:00

夏に浮かれてプリンセス気分
トキメキ
point !
テラス付きの
アジアン空間

ホーチミン市内にこっそり登場
カジュアルな内装が可愛いすぎ
ガラス張りの寝室
9 室の角部屋スイート

La Siesta
ラ・シエスタ

豪華な造りの内装にうっとりする
「ラ・シエスタスイート」。思い出に
残る、
ワンランク上のひとときを

ハノイの旧市街を眺めながら
極上のセレブ気分を
高級感漂う古典的な客室
異国の世界へようこそ
情緒あふれる旧市街の中心部マーマ
イ（Ma May）通りにある「ラ・シエスタ」。
エントランスからエキゾチックな模様のタ
イルやモダンな家具などが配置され、一
瞬にしてどこか異国の地に降り立ったか
のような気分にトリップできる。
室内は木材を多く取り入れたデザイン
で、ベトナムの昔ながらの、どこか懐かし
さが感じられる温かみが嬉しい。２階建
て構 造の「デュプレックススイート／
Duplex Suite」などゴージャスな客室は
複数あるが、
女子2人なら
「ラ・シエスタス
イート／ La Siesta Suite」が丁度良い
サイズ感かも。大きな窓の外にはおしゃ
れなガラステーブルが置かれたテラスが
広がり、豪邸のお嬢様気分に浸れそう。
テラスからはフォトジェニックな旧市街の
風景が眺められるので、記念セルフィー
を忘れずに！ カクテルとともにオシャレ
な女子会タイムを。
 94 Ma May St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
 091 214 4287
 info@hanoilasiestahotel.com
www.hanoilasiestahotel.com
 ラ・シエスタスイート
1泊434万7500VND（185USD）++ ～
チェックイン：14:00、
チェックアウト：12:00

行き届いたサービスで
越流おもてなしを体感
ホテルに到着したワクワク感ととも
に、併設された高級スパ「ラ・シエスタ
スパ／ La Siesta Spa」で体もリフ
レッシュ。
「リラクゼ ―ショントリートメント／
Relaxation Treatment」
（60分75万
VND ～）は、
エッセンシャルオイルを使
用したボディマッサージで体の痛みやス
トレスを和らげてくれ、
フットマッサージ
「フッ
トレメディ／ Foot Remedy」
（60
分64万5000VND）はベトナムの伝

トキメキ
point !
スパで
女子力アップ

1.

統的な技術を用いていて脚のむくみ
解消に効果あり。休息はもちろんだけ
れど、一緒に美のメンテナンスもできて
一石二鳥！
十分に癒されたら、
レストラン＆バー
「レッドビーン／ Red Bean」
でベトナ
ム高 級 料 理を堪 能しよう。ロースト
ダックなど人気メニューが揃った「ザ・
レッドビーンセッ
トメニュー／ The Red
Bean Set Menu 」
（1人72万VND）
がおすすめ。16 ～ 18時のハッピーア
ワーのほか、翌日の朝食は各種ベトナ
ム料理から甘いスイーツまで食べ放題
なので朝寝坊して食べ逃さないで。

「コーナースイート1ベッドルーム ／
Corner Suite One Bedroom」は、42
㎡とそこまで広いわけではないものの、角
部屋とあってガラス張りの窓からは外の
景色が広がり、十分なスペースが感じら
れる。別荘のロッジのような、カジュアル
な心地良さを感じさせる造りに思わずだら
だらと室内で過ごしたくなりそう。
1 階のレストランではフォーや生春巻き
といったベトナム料理から、
ハンバーガー
やサンドイッチといった欧米料理まで楽し
める。
「ブンチャーハノイ／ Bun Cha Ha
Noi」
（17万5000VND）は、
お手製の
肉つみれがジューシー！ ドリンクも豊富
で、
絞りたてのフレッシュジュースやスムー
ジーもあるので午後のひとときに気軽に
利用して味わって。
 3-5 Suong Nguyet Anh St., Dist. 1,
HCMC
 (028) 3925 7257
 reservations.fssg@fusion-resorts.com
fusionsuitessaigon
http://fusionresorts.com/fusionsuitessaigon
 コーナースイーツ1ベッドルーム
1泊406万8000VND（180USD）～
チェックイン：14:00、
チェックアウト：12:00

その日の色気分でスパを体験
野菜いっぱいポケで健康に！
1階にあるスパ「マイア／ Maia」は、
色彩療法に基づいたというトリートメント
メニューを提供。施術用の個室が各階
に設置され、客室からも気軽に行けるの
で利用しやすい。宿泊すると1回無料で
受けられるボディマッサージは50分で、
コースは7色に分かれているので、その
日の自分の好みの色を直感的に選ぶの
がおすすめ。「バイタリティを養いたい、

自信をつけたい赤」、
「幸せな気持ちにな
りたいオレンジ」、
「情緒を整えたい緑」
な
どがあり、コースによって使用されるアロ
マオイルの香りが変わる。
地下2階にあるジムの壁には「You
do today, not tomorrow」の 文 字が。
ベトナムで運動不足になりがちなボディ
を気にするなら、スパの前にひと汗かき
に行こう。 ほどよく疲れた体をスパで癒
したら、夕食には野菜いっぱいの「ポケ
／ Poke」
を。体調を整えて、
休み明けか
らの戦いの日々を快活に迎えて。

1.

2.

1. 1階レストランでは「ポケ」が楽しめる。
ソースや
具は自分の好みで選ぼう
2. 赤、
オレンジ、黄色、緑、青、紺、紫と、7色の気
分でメニューを選べるスパ「マイア」

トキメキ
point !
宿泊で
無料スパ

fusion suites
sai gon
フューションスイーツサイゴン

1. 肌や体の健康と栄養を考え、最新設備を取
り入れた「ラ・シエスタスパ」。心の癒しと美が一
気に手に入る
2. ベトナム料理店＆バー「レッドビーン」。
たくさ
んのスイーツが楽しめる朝食ビュッフェに思わず
顔がほころぶ

「コーナースイーツ」は角部屋で
一面ガラス張り。緑豊かな景色
が広がり、開放感満点

トキメキ
point !
内装が
とにかく
可愛い

