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◆レストラン情報

◆参考メニュー　

 
複合施設ALMAZ内の4レストランの一つ。大きなグループにはALMAZのバンケットでの提供が可能(200-300名収容)。
シンガポールから有名シェフを招いており、味･サービスとも一流。また、雰囲気も非常によい。
旧市街から30-40分程度かかる(ホン河東岸)が、ハロン湾の帰り道に近く、
空港に行くのに市内を通る必要もないため、日帰りハロン湾後、空港お送り前などの利用に向いている。

※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)。

FITから団体20名程度 サーチャージ

備考
無休業日 無

更新日： 　　2015年　6月 5日

お勧め人数

住所 N0_4 Hoa Lan Street, Vinhomes Riverside, Phuc Loi, Long Bien, Ha noi

料理
242席

服装 カジュアル中華料理 階数 2階
総席数クラス（ランク5段階） ☆☆☆ 喫煙 可

http://almaz.vn/index.php/en/site/page/slug/all-about-almaz
ロケーション ハノイ市内から車で30分程
ウェブサイト

（1階/10名×2，2階/10名×4）有
6室個室電話 (+84) 4 36 57 50 | (+84) 4 36 57 37 99 カード Visa, Master

営業時間 11:00-14:00/18:00-22：30 エアコン

アルマズ　トゥンロック　ヘン
ALMAZ　TUNGLOK HEEN

外観 メニュー一例 店内

ドリンク代(目安)

ビール $3～，コーラ$2.5～，フルーツジュース $3～， 水 $4～， ワイン(ボトル)$40～ ， (グラス)$8～

スタンダード（ディナー）

1.Hot and sour soup “Szechuan style

/四川風スープ

2.Deep fried wild fish with superior soy 

sauce

/醤油風味の魚のフライ

3.Wok-fried white pepper Live prawn

/海老の白胡椒焼き

4. Braised chicken with garlic and basil 

Leaf

/チキンのにんにくとバジル風味

5.Braised Honshimeiji mushroom with 

homemade tofu and seasonal vegetable

/キノコと豆腐と野菜の炒め物

6.Braised ee fu noodle with seafood in 

abalone jus

/海鮮ヌードル

7.Chilled mango cream with pomelo bits

/ポメロとマンゴーのデザート

スタンダード（ランチ）

1.Dried scallop with asparagus in 

minced chicken broth 

/ホタテとアスパラガスのチキンブイヨン

2. Deep fried wild fish with superior 

soy sauce

/醤油風味の魚のフライ

3. Sauteed chicken with XO sauce

/チキンのソテー

4. Stir fried broccoli with ginger jus

/しょうがとブロッコリーの炒めもの

5.Seafood fried rice

/海鮮炒飯

6. Seasonal fresh fruits platter

/季節のフルーツ

◆SMI現地駐在員のコメント◆

デラックス（ランチ＆ディナー）

1.Assorted Roasted Delights

/焙りもの

2.Salted vegetables with tofu and 

seafood soup

/野菜と豆腐の海鮮スープ

3.Deep fried wild fish with superior 

soy sauce

/醤油風味の魚のフライ

4.Salted egg yolk Live prawn

/海老と塩漬けのたまご

5.Braised pork belly with chestnuts 

and Chinese wine 

/中華ワイン風味のポークベリー

6. Steamed pumpkin with sun-dried 

shrimps

/乾燥海老と蒸したカボチャ

7.X.O seafood fried rice topped with 

crispy rice

/海鮮炒飯

8.Chilled aloe vera jelly with 

chrysanthemum-infused apple in 

honeyed osmanthus

/ゼリーとリンゴのハチミツデザート

スタンダード（ディムサム）

1.Steamed fresh prawn har kaw   

/蒸し海老

2. Steamed prawn siew mai                                

/シュウマイ

3.Steamed BBQ pork bun                                       

/蒸した豚肉

4.Steamed Egg Yolk Buns                                       

/タマゴの蒸し物

5.Deep fried minced shrimp wrapped 

with tofu's skin

/海老の豆腐包み

6.Wok fried turnip cake with XO 

sauce

Sautéed seasonal vegetables

/カブのフライと野菜の炒め物

7.Steamed rice noodle stuffed with 

prawns

/海老入りのライスヌードル

8.Congee with century egg and pork

/タマゴと豚肉の粥

http://almaz.vn/index.php/en/site/page/slug/all-about-almaz

