




Hanoi is a romantic city, 
full of character, full of life 
and full of history. There is 
a certain charm among the 
frenetic energy, a charm 
that encompasses the Sofitel 
Legend Metropole Hanoi. 
I cannot put my finger on it 
exactly, but a journey with 
us will always stay with you 
for eternity.
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長い歴史を誇るハノイは、様々な特徴をあ
わせ持ち、活気に溢れたロマンチックな街。

「ソフィテルレジェンド・メトロポールハノイ」
は、その熱狂的ともいえる魅力に取り囲ま
れています。この街の面白さを見つけ出す
楽しみとともに、当ホテルにご滞在いただい
た思い出は、きっと末永くお客様の心に
残っていくことでしょう。





「ザ・メトロポール」には1901年以来の歴
史の面影が残されています。世界的に有名
なハノイの当ホテルが「ソフィテルレジェン
ド」の名を冠したのは、2009年7月初旬の
ある蒸し暑い日のことにすぎません。これま
でに築き上げられてきたその伝説は今日、
染み一つない緑の鎧戸に閉ざされたホテ
ルの正面に、控え目ながらも優美にあしらわ
れたプラチナの銘板によって、ひそかに知ら
されるのみとなっています。

Since 1901, history continues 
to leave its imprint on The 
Metropole. Though the world-
famous Hanoi hotel only took on 
the Sofitel Legend ensign during 
the first hot and humid days 
of early July 2009, was it not 
a legend already? It certainly 
was, but now clients are 
discreetly informed of the fact 
by an elegant yet understated 
platinum plaque affixed to the 
immaculate green-shuttered 
façade of the hotel.

Legendary souvenirs OF

HISTORY
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There are so many places to 
discover around the hotel where 
you can fill your senses with 
fragrances, sounds and vibrancy. 
The Hoan Kiem Lake and the 
colonial Opera House are easy 
to imagine in their heyday, and 
the cathedral and old city are a 
mere five minutes from the Sofitel 
Legend Metropole Hanoi by 
Vietnamese cyclo. There is plenty 
more to discover, including villages 
dedicated to local crafts, the 
Thanh Chuong Palace, Ho Chi Minh 
Mausoleum… You can even ask your 
concierge to organise a journey 
back in time and take a private tour 
in one of the famous 1950–Citroën 
traction cars.
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当ホテル周辺には、香り、音、活気でお客様の
感性を満たしてくれる多くの探索スポットが集っ
ています。ホアンキエム湖と正統派コロニアル
様式のオペラハウスからは、全盛期当時の様
子を容易に思い浮かべられることでしょう。大教
会と旧市街は、ホテルからベトナムの人力三輪
車シクロでわずか5分の距離にあります。ほかに
も伝統工芸村や、伝統家屋博物館タインチュ
オン・ヴィエットパレス、ホーチミン廟など、幾多も
の観光場所が揃っています。コンシェルジュで
は、過去を訪れる旅のアレンジはもちろん、名車
として知られる1950年製シトロエン・トラクシオ
ン・アバンでのプライベートツアーもご用意いた
します。

  Legendary

DESTI
NATION
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The lobby of the Metropole is 
a haven of culture, refinement, 
elegance and emotion, inviting 
guests on a voyage of magic 
moments carved out of luxury and 
an attention to detail. Time stands 
still and gives way to daydreams and 
pure enchantment, while guests are 
welcomed with discretion, efficiency 
and absolute courtesy.

  First steps in THE 

LOBBY
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洗練された文化的な空間で皆様をお迎えするメ
トロポールのロビーは、優雅で落ち着ける安ら
ぎの場所。高級感と、細部まで行き届いた気配
りから生まれる、魔法のような時間の旅へとお
客様をいざないます。的確かつさりげなく丁寧な
おもてなしで、時の流れが止まったかのような、
魅惑的な世界へと皆様をご案内いたします。





  The METROPOLE 

  WING

The historic Metropole wing built in 
1901 was inspired by classic French 
architecture blended with local 
Vietnamese style: parquet floors, 
louver windows, timeless ceiling 
fans, century-old wood fittings and 
porcelain lighting fixtures…
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1901年に建てられた歴史あるメトロポール棟
は、寄木張りの床、よろい窓、時代を越えて優雅
さを漂わせる天井ファン、100年以上も前の木
製建具、陶磁器の照明器具など、古典的なフラ
ンス建築様式に、ベトナムらしさが取り入れられ
ています。



11



The Metropole wing has 106 guest 
rooms and three legendary suites, 
named after famous residents – 
Graham Greene, Charlie Chaplin 
and W. Somerset Maugham – and 
which are proud to welcome heads 
of state, leaders and ambassadors 
from all over the world. Guests 
invariably enjoy their stay in these 
unique quarters which are steeped 
in history and full of character.
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THE

ROOM

メトロポール棟には、106部屋の客室と、当ホテ
ルに滞在された３人の著名人（グレアム・グリー
ン、チャーリー・チャップリン、サマセット・モーム）
にちなんだ3つのレジェンダリースイートをご用
意。世界各国からの国賓の方 を々はじめ、これま
でお迎えしたお客様に歴史豊かでユニークなこ
の街でのご滞在をお楽しみいただいています。
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The neo-classical Opera wing 
owes its name to its location, right 
opposite the famous Opera House. 
The wing has been renovated to 
create a harmonious blend between 
the historic and modern elements 
of the hotel, and great care was 
taken to respect the rich heritage 
of the site while installing state-of-
the-art technology. New additions 
include the Executive Floors and a 
Club Metropole lounge.
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  The OPERA 

  WING

ネオクラシカル様式のオペラ棟は、有名なオペ
ラハウスの向かいという立地にちなんで名付け
られました。ホテルの伝統と現代の要素を程よ
く組み合わせて改築され、豊かな史跡に最大の
敬意を払うと同時に、最先端のテクノロジーを
導入。新たにエグゼクティブフロアとクラブメトロ
ポールラウンジをご利用いただけるようになりま
した。
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THE

ROOM

オペラ棟の236部屋の客室と19のスイートは、
美しい織物、調和のとれた赤、黒、白の装飾、最
新の設備などそれぞれ個別の家具を備え、ネオ
クラシック調に装飾されています。 また、ゆった
りとした造りのザ・プレステージスイートと73部
屋のグランドプレミアムにご宿泊のお客様は、ク
ラブメトロポールをご利用になれます。 170㎡以
上のザ・グランドプレステージスイートは、広 と々し
たリビングルームやベッドルームに加え、隣接し
たゲストルーム、プライベートミニスパ、２つのバ
スルーム、大きなダイニングテーブルを備え、一
流のベトナム現代美術家たちの素晴らしいオリ
ジナル作品が飾られています。このスイートは万
全の警備体制を必要とする各国首脳や政治家
の方々にふさわしい空間といえるでしょう。

Each of the 236 rooms and 19 
suites in the Opera Wing has 
been individually furnished and 
decorated in neo-classic style 
with exquisite fabrics, harmonious 
red, black and white decor and 
state-of-the-art equipment. The 
Prestige Suites and 73 Grand 
Premium rooms are spacious and 
have access to Club Metropole. The 
Grand Prestige Suite, stretching 
over 170 square metres, includes a 
spacious sitting room, a bedroom 
plus adjoining guestroom, a private 
mini-spa, two bathrooms and a 
large dining table, and is decorated 
with original works by the finest 
contemporary Vietnamese artists. 
This suite is ideal for a presidential 
couple or a statesman requiring 
enhanced security.





These locations allow guests to 
experience the hotel in a slightly 
different way depending on the 
time of day or their personal 
preference. The Gallic charm at the 
Club Bar evolves throughout the 
day, with the afternoon chocolate 
indulgence giving way to a jazz 
ambiance in the evenings with fine 
wines and classic cocktails. The 
Bamboo Bar with its local-style 
roof and wooden floor is an ideal 
spot to relax beside the delightful 
swimming pool with a refreshing 
cocktail, while at La Terrasse, 
inspired by the famous Parisian 
cafés, visitors are plunged into the 
heart of Hanoi’s bustling urban life.

Refinement LA TERRASSE, 
BAMBOO BAR & CLUB BAR
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ホテル内施設では、時間帯やお客様のお好み
によって異なった過ごし方をお楽しみいただけま
す。「クラブバー」ではフランスならではのメニュー
を終日ご用意しており、午後はチョコレートビュッ
フェを、夜は落ち着いたジャズ演奏が流れる中、
高級ワインや上品なカクテルをご賞味いただけ
ます。「バンブーバー」はローカルスタイルの屋
根と板張りの床が特徴で、プールサイドでお寛
ぎいただきながら爽やかなカクテルをお楽しみ
いただくのに絶好のスポットです。パリの有名カ
フェにインスピレーションを得た「ラ・テラッセ」で
は、ハノイの活気ある都市生活の様子を存分
に味わっていただけます。



Refinement LA TERRASSE, 
BAMBOO BAR & CLUB BAR
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Culinary experience

ANGELINA, 
BEAULIEU & 
SPICES GARDEN
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Three menus, three experiences, 
three essential Hanoi addresses… 
The three Metropole restaurants 
are all famous dining venues, each 
offering a different and exotic 
experience. The traditional Beaulieu 
restaurant gives you the best that 
France has to offer – even though 
you are on the other side of the 
world. The authentic Spices Garden 
is THE place to go for Vietnamese 
gastronomy while the Italian-
inspired restaurant and bar lounge 
Angelina has already become the 
capital’s latest hot-spot.
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3つのメニュー、3つの体験、ハノイに欠かせな
い3つの場所。いずれもお食事にふさわしい場
所としてその名をよく知られたメトロポールの3つ
のレストランが、それぞれ異なる魅力的な体験を
お届けいたします。伝統的スタイルの「ボーリュー
レストラン」では、ハノイにいながらにして、フラン
ス最高級の味をお楽しみいただけます。本格派

「スパイスガーデン」は、ベトナムの美食の数々
を体験するにふさわしい場所。イタリア料理＆
バーの「アンジェリーナ」は、すでにこの街の最
新ホットスポットとして愛されています。



Well-being

LE SPA
DU METROPOLE

What could be better on your 
arrival in the urban hub of Hanoi 
after a long journey? The spacious 
spa, located in the centre of the 
hotel and occupying some 400 
square metres, combines the 
relaxing atmosphere of a luxury 
hotel and the practicality of city life. 
Le Spa offers exclusive treatment 
areas, spa suites, a thermal area with 
steam bath, sauna and showers… 
The So FIT by Sofitel is centered 
in the hotel’s inner garden, directly 
accessible from the pool and has 
been completely redesigned to 
become a primary luxury fitness 
address in the city.
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長旅ののち、ハノイの都心に位置する当ホテル
へご到着になるメリットとはなんでしょうか?　館
内の中心にあり400㎡の広 し々たスパでは、高
級ホテルのゆったりした雰囲気と都会生活の
実用性を融合させています。「ル・スパ」は、当館
ならではの素晴らしいトリートメントエリアをはじ
め、スパスイート、スチームバス、サウナ、シャワー
を完備したサウナエリア、リラクゼーションルー
ムなどをご用意しています。ホテルの中庭にある
ソフィテルのフィットネスセンター「ソーフィット」
は、プールから直結しており、ハノイ初の高級
フィットネスセンターとして全面的に改装されて
います。
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Well versed in the art of hospitality, 
blending French savoir-faire with 
gracious Vietnamese tradition, our 
team will make sure your wedding 
and special events are remembered 
for their dramatic grandeur and 
delightful bespoke touches.

磨き抜かれたおもてなし、洗練されたフランスの
社交術に優雅なベトナムの伝統がひとつにな
り、ドラマチックな優雅さや、快適でオリジナリティ
溢れるサービスをご用意。お客様の結婚式や大
切なイベントがいつまでも記憶に残るものになる
よう、当ホテルの専任チームが心を込めて対応
いたします。

WEDDINGS  
MEETINGS &
CONVENTIONS

24





Souvenirs from Hanoi

LA BOUTIQUE  
& L’EPICERIE

26

The luxury gift shop situated in 
the Opera wing overlooking the 
hotel courtyard offers a selection 
of exquisite Vietnamese lacquered 
goods and pottery, hand made by 
skilled local craftsmen. In addition 
to gifts and souvenirs, La Boutique 
also offers a wide range of hand-
tailored clothing, accessories, 
jewellery and linen and is a must 
for those who love fine traditional 
materials such as silk, linen and 
natural stoneware. L’Epicerie has 
the finest imported European 
delicacies and an exceptional 
selection of French bread and 
pastries.

オペラ棟内の中庭に面した高級感の漂うギフト
ショップ「ラ・ブティック」では、現地の熟練職人
の手によるベトナムの美しい漆絵製品や、陶器
のセレクションを豊富に取り揃えています。贈り
物に加え、特別仕立ての衣類やアクセサリー、
ジュエリー、リネン製品などを幅広くご用意して
います。シルクやリネン、ストーンウェア（天然陶
土）など、上質の伝統的素材をお好みの方は必
見です。「レピスリー／L’Epicerie」では、ヨーロッ
パから輸入された美食の数 と々、フランスパンや
ペイストリー各種を取り揃えています。
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SHELTER
BOMB
The Metropole

& HISTORICAL TOUR

The bomb shelter served to 
protect guests including famous 
visitors like Joan Baez and Jane 
Fonda from air raids during the 
American War (1965—1975). 
After the war the bunker was 
closed and sealed until a chance 
rediscovery by the hotel’s 
engineering department in 2011. 
It was reopened in May 2012.
 
Daily Path of History and 
bomb shelter tours are offered 
exclusively for hotel guests.

この防空壕はベトナム戦争（1965年～ 
1975年）当時、ジョーン・バエズやジェーン・
フォンダなどの著名人をはじめ、当ホテルの
宿泊客の皆様を米軍の空撃から守るため
に使用されたものです。戦後は固く閉ざされ
ていましたが、2011年にホテルのエンジニ
アリング部が偶然に発見し、2012年5月に
改めて公開されることとなりました。

「歴史の道と防空壕／Path of History 
and Bomb Shelter」ツアーは、ホテルにご
宿泊のお客様限定で毎日催行しています。
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15 Ngo Quyen Street, Hanoi, Vietnam
T +84 (0) 4 3826 6919 - F +84 (0) 4 3826 6920

h1555@sofitel.com - www.sofitel-legend-metropole-hanoi.com






