
◆レストラン情報

◆参考メニュー　

ウェブサイト
料理

180席
服装 カジュアル越・中・海鮮 階数 3階

★★★ 喫煙 可

レッドハウス
RED HOUSE

味に定評のあるベトナム料理・中華・海鮮STDレストランのハノイ店

G階 個室

画像 画像

住所 6A Ham Long, Hoan Kiem Dist., Hanoi

春巻き盛り合わせ

画像

（2階/10名,3階/10名）有
（84-4）3944 9668 カード VISA, MASTER, JCB 2部屋

www.redhouse.com.vn

総席数
電話

クラス（ランク5段階）

ロケーション ホアンキエム湖から車で10分

営業時間 9:30-14:00&17:00-21:30 エアコン
お勧め人数

※情報は予告なく変更する場合があります(特にメニューとドリンク代)。

ホーチミンでも人気のあるSTD海鮮・中華・ベトナム料理レストラン。店内はモダンで雰囲気もいいです。
SMIに非常に協力的なレストランで、バジェットに応じて予算を組んでくれます。
中華や海鮮のイメージが強いレストランですが、ベトナム料理にも力を入れており、春巻き盛合せは一品で3種類の春巻きが楽
しめ、味もよいです。STDメニューでは麺が選べますので、予めご注文願います。
ベトナム料理で夕食の場合、男性にはやや量が少ないかと思われますので、DLXにしていただくか、STDで予算を指定の上、数
品追加していただいた方がよろしいかと思われます。

更新日：2014年11月　11日

FITから団体60名まで サーチャージ

備考
不要休業日 なし

個室

ドリンク代(目安)

ビール $2～，コーラ$1～，フルーツジュース$3～，水 $１～， ワイン(グラス) $5～，（ボトル）$43～

中華スタンダードメニュー（ランチ＆ディナー）

（2名以上）

1. Crab baked with salted egg

/焼き蟹

2. Stir fried beef in black pepper sauce

/牛肉の炒め物黒胡椒ソース

3. Bean curd sichuan

/四川風麻婆豆腐

4. Fried seasonal vegetables

/季節の野菜炒め

5. Fried rice

/炒飯

6. Fried fish with sweet & sour sauce

/揚げ魚 甘酸ソース

7. Fruits & tea

/季節の果物+お茶

海鮮スタンダードメニュー（ランチ＆ディナー）

（2名以上）

1. Crab spring rolls

/かに春巻き

2. Banana salad with shrimp

/エビとバナナの花のサラダ

3. Grilled clam with spring onion

/焼きアサリ

4. Fried morning glory

/空芯菜の炒め物

5. Steamed squid

/蒸しイカ

6. Hot pot

/なべ

7. Fruits & tea

/季節の果物+お茶

◆SMI現地駐在員のコメント◆

ベトナムスタンダードメニュー（ランチ＆ディナー）

1. Mixed vietnamese spring rolls

/春巻き盛り合わせ(1名三種類)

2. Beef salad with green cabbage sprouts

/からし菜と牛肉のサラダ

3. Stir-fried green broccoli

/ブロッコリーの炒め物

4. Fried rice

/炒飯

5. Bun ca/ Pho/ Bun cha/フォー/ブンチャー/魚の

ブン(スープ麺)の3種より一種類(予約時に要注

文)

6. Fruits & tea

/季節の果物+お茶

海鮮デラックスメニュー（ランチ＆ディナー）

（2名以上）

1. Seafood soup with seaweed

/ 海鮮スープ

2. RedHouse seafood salad

/ レッドハウス特製シーフードサラダ

3. Abalone clam baked with cheese

/貝のチーズ焼き

4. Grilled vietnamese crab

/ベトナム産の蟹のグリル

5. Stir fried green broccoli with scallop

/ホタテとブロッコリーの炒め物

6. Hot pot

/なべ

7. Violet rice sweet soup with ice cream

/小豆のチェーとアイスクリーム

中華デラックスメニュー（ランチ＆ディナー）

（2名以上）

1. Chicken soup with mushroom

/鶏肉とマッシュルームのスープ

2. Fried oyster with salted egg batter

/オイスターの炒め物

3. Garoupa steamed in soy sauce

/蒸し魚 醤油風味

4. Beef sauteed in shichuan style

/四川風牛肉のソテー

5. Stir fried green broccoli with scallop

/ホタテとブロッコリーの炒め物

6. Fried rice with seafood

/海鮮チャーハン

7. Green bean sweet soup with coconut milk

/緑豆のチェー ココナッツミルク

ベトナムデラックスメニュー（ランチ＆ディナー）

（2名以上）

1. Sour and sweet beef salad

/牛肉の甘酸サラダ

2. Abalone clam steamed with garlic sauce

/貝のガーリックソース蒸し

3. Fried squid in fish sauce

/ベトナム風炒めイカ
4. Garoupa grilled in vietnamese style

/ベトナム風白身魚のグリル

5. Braised banana & bean curd in clay pot

/バナナと豆腐の土鍋煮
6. Steamed rice

/ごはん

7. Fresh fruit and Vietnamese tea

/季節の果物

8.Vietnames tea

/お茶

http://www.redhouse.com.vn/

