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YOUR HOME ADDRESS 
IN SAIGON
Welcome to The Landmark - Ho Chi Minh City’s first international serviced 
apartment and office complex.

The Landmark has set the standards of service and management in Ho 
Chi Minh City since 1994, with our unique combination of luxurious 
accommodation, efficient office spaces and attentive service in an 
integrated residential and commercial development.

With our prime waterfront location, at the heart of the thriving business 
district, The Landmark puts you in touch with all of life’s pleasures and 
conveniences, from shopping and entertainment to education and easy 
commuting.

The Landmark features offices, serviced apartments, dining outlets, a 
Health Club, rooftop swimming pool and spectacular views of the Saigon 
River, creating your home address in Saigon.
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ENJOY THE VIEW
Each of our 65 serviced apartments has its own distinct character and a great 
view of the Saigon River or the city.

Our spacious studio apartments comprise one large living and sleeping area 
with a king-sized bed, lots of natural light, a fully equipped kitchenette and a 
deluxe bathroom.

The one-bedroom apartments feature an ensuite bedroom with a separate 
living and dining area.

The two-bedroom apartments offer king-sized or twin beds and two 
bathrooms, one ensuite, accommodating up to four adults.

Our three-bedroom apartment is located on the 14th floor, affording fantastic 
views of the Saigon River, city and beyond. This apartment has king-sized or 
twin beds and two bathrooms, one ensuite, accommodating up to six adults.

All our one, two and three-bedroom apartments have private balconies offering 
stunning views over the Saigon River or the city.
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THE PERFECT WORK PLACE
Over the years, The Landmark has been providing 
first class office space and business support 
services to tenants. 

Designed to meet the needs of international 
businesses, The Landmark offers 10,000 square 
metres of office space with superb views over the 
city and the Saigon River with excellent frontage 
onto Ton Duc Thang Street. 

Located in the heart of the thriving business district, your business will benefit 
from immediate access to all the city centre amenities. The Landmark offers 
tenants peace of mind, convenience and security through our wide range of 
facilities and services, including:

  • 100% back-up power
  • Full time security guards and CCTV security systems
  • 24 hour lobby reception
  • High-speed ADSL Internet connection
  • Car and motorbike parking facility*
  • Maintenance and service support
  • Secretarial services*
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VALUE-ADDED 
SERVICES & AMENITIES

Available in the building:

  • Car and motorbike parking facility*
  • Full time security and systems
  • 24 hour lobby reception
  • Door code lock entry system for residential areas
  • Dining facilities*

Additional services for our Residents:
 
  • Laundry service*
  • Fully equipped Health Club
  • Squash court
  • Grocery delivery service*
  • Airport transfer plus daily car and driver rental*
  • Room service*
  • Secretarial services*
  • Baby cot 
  • Extra bed*

* Charges apply
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SERVICE MAKES THE DIFFERENCE
One of The Landmark's strengths is our proud and dedicated staff. 
Benefitting from training synonymous with The Peninsula Properties, every 
employee at The Landmark is focused on looking after your needs. This, 
coupled with the experience of each individual, makes our staff at The 
Landmark an outstanding team.



Enjoy the ebb and flow of Saigon from the sanctuary of The Landmark, set on a prime location in District 1 that blends 
the rich tapestry of HCMC’s vibrant street life with the serenity of the Saigon River. 

Superbly located, The Landmark offers easy access to the main business, shopping, dining and entertainment districts.

The Landmark 
5B Ton Duc Thang Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: (84-8) 3822 2098 | Fax: (84-8) 3822 5073
Email: info@thelandmarkvietnam.com | Website: thelandmarkvietnam.com 

GET IN TOUCH
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您在西贡的家院住址
欢迎莅临The Landmark – 胡志明市首个国际級服务
式公寓及办公综合大楼。

自1994年，The Landmark 糅合了豪华的住宅、高效的
办公空间和殷勤体贴的周全服务于这幢商住综合大楼
物业，为胡志明市制定了一套优质服务和管理的典范
标准。

以我们优越的沿岸位置，矗立于繁盛的商业区中心，从
购物、娱乐以至教育和通讯，The Landmark均能让您
感受到生活的无限乐趣和便利。

The Landmark拥有高效办公室、服务式公寓、餐饮商
铺、健身中心和天台游泳池，同时可傲视西贡河的壮丽
景色，是您在西贡建立家院住址的必然之选。
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观赏美景

我们共有65个服务式公寓，每一个都各具特色並面向西
贡河或市区的迷人景致。

我们宽敞的开放式公寓由一个偌大的生活区和卧区组成
。设有特大睡床、大量天然光线、配备齐全的开放式厨
房和豪华浴室。

一房公寓设有主人套房、分隔的客厅和饭厅。

两房公寓设有特大睡床或双人床及两个浴室，其中一个
为套房，可容纳最多四人租住。

第 14 楼层有一个三房公寓，可尽览西贡河、市区及周边
的优美景色。公寓设有特大睡床或双人床和两间浴室，其
中一个为套房，可容纳最多六人租住。

所有的一房、两房和三房公寓均拥有独立阳台，供欣赏
西贡河和市区的迷人景致。
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理想的工作室
多年来，The Landmark一直为租户提供
顶级的办公空间和商务配套服务。

为配合国际企业需求而设，The Landmark
提供10,000平方米的办公室空间，饱览西
贡河和城市景观并面向美丽的孙德胜街。

位于繁华商业区的中心，让您可随时通往市中心的一切设
施，使您的商务能独占先机。为提供一个安心、方便及安
全的环境予租户，The Landmark配备了一系列的设施和服
务，包括：

 •100%的后备电源
 •保安員全日当值和闭路电视保安系统
 •24小时大厅接待
 •高速ADSL非对称数码用户线路互联网
 •停车场供停泊汽车和摩托车 *
 •维修及服务支援
 •秘书服务 *
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增值服务及设施

•停车场供停泊汽车和摩托车 *
•全日保安服务及系统
•24 小时大厅接待
•住宅区设有密码门锁入口管理系统
•餐饮设施 *

•洗衣服务 *
•设备齐全的健身中心
•壁球场
•日用品送递服务 *
•机场接送及日租车辆和司机聘用服务 *
•客房送餐服务 *
•秘书服务 *
•婴儿床
•附加床 *

住客的额外服务：

综合大楼内设有：

* 需额外收费
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与别不同的服务
The Landmark的其中一个优势是我们引以为傲和忠诚服务的员工。经
与半岛物业齐名的专业培训，The Landmark的每一位员工都以照
顾您的需要为任。此外，我们每位员工均具丰富的工作经验，为
The Landmark建立了一支优秀的团队。
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从 The Landmark可禅赏西贡的潮起潮落，它坐落于胡志明市第 1 区的中心位置，成为街道上充满活力
的景象编织而成的丰富构图与宁谧的西贡河融合的交汇点。

The Landmark 坐享优越的地理位置，方便通往主要商业 、购物、餐饮及娱乐区域。

The Landmark 
越南 胡志明市 第1区 孙德胜街 5B
Tel 电话号码: (84-8) 3822 2098|Fax 传真号码 : (84-8) 3822 5073
Email电邮地址: info@thelandmarkvietnam.com|Website 网址: thelandmarkvietnam.com

联系
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心安らぐ住まいをあなたに！

ようこそ　ザ・ランドマークへ　　
ホーチミン市初の国際サービスアパートメントとオフィスの入った総
合ビルです。

ザ・ランドマークは1994年よりホーチミン市において優れたサービ
スの提供と経営を行っております。居住空間と商業用空間がよく調和
し、快適で個性溢れるアパートメントとオフィススペース、そして、
きめ細かなサービスをご提供しております。

市内で最も活況を呈するオフィス街の中心にあり、主要ウォーターフ
ロントに位置していますので、ショッピング・エンターテイメントは
勿論、教育、さらには快適な通勤など楽しく便利で快適な生活を送る
ことができます。

当施設は、オフィス、サービスアパートメント、ダイニング、ヘルス
クラブ、屋上プールを完備しています。そして、サイゴン川の素晴ら
しい景色が眺望でき、サイゴンのあなたのお住まいを素敵に演出いた
します。
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素晴らしい眺めをご堪能下さい

65戸のサービスアパートメントはそれぞれ異なる個性を持ち、サ
イゴン川または市街地のすばらしい眺望をご覧いただけます。

広々としたスタジオタイプは、日当りがよく、大きなリビング、
キングサイズベットの寝室、設備の整ったキッチン、大きなバス
ルーム付き。

1ベッドルームタイプは、独立したリビングとダイニング、寝室
を備えております。

2ベッドルームタイプは、大人4名様までご利用可能なキングサイ
ズまたはツインベッドの寝室が2室とバスルーム2室を備えており
ます。

3ベッドルームタイプは14階にあり、サイゴン川と市街地とその
先まで見渡せる素晴らし景色がご覧いただけます。また大人6名
様までご利用可能なキングサイズまたはツインベッドの寝室が3
室、バスルーム2室備えております。

全てのお部屋にサイゴン川か市街地の素晴らしい景色を見渡せる
バルコニー付き。
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最適なビジネス環境
ザ・ランドマークは、ご愛顧いただいているテナ
ントの皆様方に長きに渡り、最高級のオフィスス
ペースやビジネス支援サービスを提供しておりま
す。

国際的ビジネスシーンのニーズに対応できるよう
設計され、トンドゥックタン通りに面し、サイゴ
ン川と市街地が一望できる素晴らしいな景色をご
覧いただける10,000㎡のオフィススペースをご用
意しております。

市内で最も活況を呈するオフィス街の中心にあり、主要な施設や設
備のある市街地へのアクセスがしやすく、ビジネスに最適な環境で
す。多くのテナントの皆様に安心して、様々な施設・設備をご利用
頂けますように以下のサービスをご提供しております。

  •予備自家発電100%
  •警備員常駐
 ・CCTVセキュリティシステム終日稼働
  •24時間ロビー受付
  •高速ADSLによるインターネット接続
  •車・バイクの駐車場*
  •メンテナンスとサポートサービス
  •事務機器使用サービス*
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付加価値サービス＆設備

・車・バイクの駐車場*
・警備員常駐
・CCTVセキュリティシステム終日稼働
・24時間ロビー受付
・レジデンスエリアのドアコードロック登録システム
・食事の施設 *

•ランドリーサービス*
•充実した設備のヘルスクラブ
•スカッシュコート
•食料品配達サービス*
•空港への送迎と毎日の車、運転手のレンタルサービス*
•ルームサービス*
•事務機器使用サービス*
•幼児用ベッド
•エキストラベッド*

レジデンスの追加サービス

建物内で使用可能なもの:

* 有料
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最上級のサービス
ザ・ランドマークの強みのひとつは、私達のサービスに大きな誇りを持っている
こととまじめで熱心なスタッフ達です。ペニンシュラプロパティで高度なトレー
ニングを受けることにより、すべてのスタッフはお客様に満足していただけるこ
とを最優先に考え仕事に従事しております。このスタッフ一人一人の経験を結集
し、素晴らしいチームとして皆さまに最上級のサービスをご提供致します。
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当施設は、市内1区のオフィス街中心地という好環境に位置しており、サイゴン川の静けさと活気溢れるホーチミンの人
々の生活を垣間みることもできます。ぜひ、当施設を拠点として活気溢れるサイゴンを存分にお楽しみ下さい。

この絶好のロケーションは、主要な事業所、ショッピング、お食事、そしてエンターテイメントエリアへのアクセスにと
ても便利です。

ザ・ランドマーク
ベトナム社会主義共和国　ホーチミン市1区トンドゥックタン通り5B
電話:(84-8) 3822 2098　ファックス: (84-8) 3822 5073
メール:info@thelandmarkvietnam.com |　ホームページ: thelandmarkvietnam.com

アクセス

Opera House

Tax Centre

Vincom Centre

Ho Chi Minh City Hall

Saigon River

Bitexco 
Financial Tower

Do
ng

 D
u

Mac
 Th

i B
uo

i

Ng
o 

Du
c 

Ke

Dong Khoi

Le
 Th

an
h T

on

Nguyen Hue

Le
 Lo

i

Hai Ba Trung

Thi Sach

Thai Van Lung

To
n 

Du
c 

Th
an

g
To

n 
Du

c 
Th

an
g

Co
ng

 Tr
uo

ng
 M

e Linh

Ben Thanh Market





The Landmark 

5B Ton Duc Thang Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: (84-8) 3822 2098  |  Fax: (84-8) 3822 5073

Email: info@thelandmarkvietnam.com  |  Website: thelandmarkvietnam.com 

Managed by PENINSULA PROPERTIES
The Landmark is owned by International Burotel Company Limited


