
記載の情報は予告なく変更になることがあります。 

☆☆☆☆                         SILVERLAND SAKYO HOTEL&SPA 

シルバーランド サキョウ ホテル ＆ スパ 

Address : 10A Le Thanh Ton Street, District 1, Ho Chi Minh 

Tel: (84) 28-3829 5295         FAX: N/A 

Web: www.silverlandhotels.com/silverland-sakyo-hotel-spa.html 

 

 

                            ＜レセプション＞                  ＜客室＞                  ＜レストラン＞ 

全部屋数 76 室 フロア数 8 階 エレベーター あり オープン年 2015年 

カテゴリー DLX (NO WINDOW) PREMIER (WINDOW) EXECUTIVE (large window / Balcony) 

タイプ DBL TWN DBL  DBL 

部屋数 14 16 25 21 

広さ 26 ㎡ 28 ㎡ 34 ㎡ 

REMARKS DLX (No window) 
All of rooms have shower toilet & Bathtub 
DLX room has Bath tub inside Bathroom, Premier & Executive have Bath tub in bedroom (toilet room and shower is separate 
booth) 
Smoking room is on F.1-F.2. Public area is Non – smoking room 
Executive has 5 rooms with balcony toward to Chu Manh Trinh Str 
Check in date: Welcome drink, Welcome fruit 

客室内設備 ＜電話＞；あり(国際電話直通) 

＜テレビ＞；あり（衛星チャンネル、NHK、映画） 

＜浴室＞；シャワートイレ＆バスタブあり 

＜ミニバー＞；あり 

＜無料ミネラルウォーター＞；あり 

＜ヘアドライヤー＞；あり 

＜湯沸かし器＞；あり 

＜バスローブ＞；あり 

＜スリッパ＞；あり 

＜セーフティーボックス＞；あり 

＜日本語案内＞；なし 

＜LAN 接続＞；あり（無料） 

アメニティー ＜石鹸＞；あり 

＜シャンプー＞；あり 

＜歯ブラシ＞；あり 

＜くし＞；あり 

＜髭剃り＞；あり  

＜タオル＞；あり 

電圧形状 220ｖ 電話の 

掛け方 

内線   ；8 + 部屋番号 

外線（国内）；9 + 相手番号     

外線（国際）；9 + 00 + 相手番号 

取り扱いクレジットカード VISA、MASTER、AMEX、JCB、 

日本人スタッフ なし （レストラン＆フロントに日本語できるスタッフがいます） 

チェックアウト 1200 チェックイン 1400 お部屋の鍵 カード型 

 

施設名 階 詳細 営業時間 

＜レストラン＞ 

SAKYO SUSHI 
Mezz 

FL 

 

 50 席. Private room: 4 (8pax x 3rooms,  

14pax x 1rooms)  

朝食：0530-1030 (Buffet) 

昼食  & 夕食：A la cart & Set Menu 

(Vietnamese food & Japanese food) 

＜バー＞ Jacuzzi Pool Bar Rooftop ドリンク各種  

＜会議室＞   なし  

＜ギフトショップ＞  なし  

＜ビジネスセンター＞  なし  

＜プール＞  なし  

＜ジム＆サウナ＞ Rooftop Dry sauna & Wet sauna  0900-2200 

< Jacuzzi＞ Rooftop 8-60℃お湯と冷たい分り 0500-2300 

＜スパ＞ KL SPA 8 あり (0900-2200) 0900-2200 
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ホテルサービス 詳細 

  ＜ルームサービス＞ 24 時間 

 ＜ランドリーサービス＞ あり 

＜ベビーシッティング＞ リクエスト 

*Benefit for in house guest: Daily Afternoon tea (1500-1700) some kinds of cookies, 

cake, handmade juice, Tea….. 

*Vietnamese Traditional Music Performance: on Fri, Sat, Sun 1500-1700 at Lobby  

Complimentary walking Tour with ESG (max 10 pax/time) on SAT only 1800-1900 

 (should to book with Reception in advance)  

Route: Le Thanh Ton > Thai Van Lung > Thi Sach > Ton Duc Thang > Hotel 


