
シミや黒ずみを消して、美白効果もあるアロエベラを
使用。保湿効果もあり、肌に潤いももたらしてくれる。

　虫嫌いにうれしい

消費期限
＝ Hạn Sử Dụng 
＝ HSD ＝ HD

＝ Thời Hạn Sử Dụng

ベトナムコーヒーを毎日飲んでいてたら、歯が
黄ばんできた！　という人に必須。ステインクリ
アの歯磨き粉でキレイさっぱり。	

ベトナムで有名なお茶メーカー「フ
ンファット／Hung	Phat」が男性
向けダイエット茶を発売。苦味はま
ったくなく、すっきりと飲みやすい味
わい。

脂肪燃焼効果のあるダイエット茶。
利尿作用もあるのか、トイレが近く
なる。味は苦くなく、飲みやすい。１
ヶ月ぐらい飲み続けると効果が現れ
るようだ。

万能の素材、ウコンが入ったにきびケアクリー
ム。これを使用すると、にきびの痕が残らない
として、ベトナムの若者たちに人気。にきび部
分だけではなく、顔全体に塗ると美白にもなる
とか。

夜用の歯磨き粉で、この商品のうたい文
句は「朝起きてすぐにキスできる」。朝起
きた時もすっきり。日本でも人気だが、日
本で購入するとベトナムよりも値段が約３
倍はするそうだ。

傷を早く治す効果をもつ
といわれているウコン
（Nghe）と、ビタミンＥを
配合したかかとケアクリ
ーム。角質部分にクリー
ムを塗り、保湿。継続す
れば、かかとはつるつるに。

暑さのお悩み解消

日本でも人気の品が
かなり安く入手可能！

ガサガサの角質を
つるっとピカピカに ！

若者ご用達の
ウコン配合ニキビ薬 

デンティスプラスホワイト

DENTISTE’ PLUS WHITE
9万 9000VND（約440円）	 	

チャータムイエップ

TRA TAM DIEP
８万３８00VND（約370円）

ノードルヘルメット

NODOL HELMET
３万1000VND（約140円）

ヴィンハーオ

Vinh HAO
4700VND（約20円）

モーテインパワーガード

Mortein
Power Gard
５万8800VND
（約260円）

ベビークリアローションアンチモスキート

baby clear loction
anti-mosquito
５万8000VND（約260円）

チャーヤームカン

Tra Giam Can
1万 9000VND（約80円）

ゴットチャンソンエーモッチャム

Got Chan Son E 100
１万４000VND（約60円）

ケムゲ

Kem Nghe
1万 7700VND（約80円）

エーニャーダム

E-Nha Dam
1万 8500VND（約80円）

意外と気になるヘルメットの
中のニオイがスッキリ ！

寝苦しい夜はこれ！
程よい冷えで快適な睡眠を

健康的にシュワッと
爽やかな炭酸水を補給

雨季の停電時も
これで安心

効果的な塗り方は
２時間置きに塗ること

高温多湿のベトナムで長時間ヘルメットをかぶ
っていると、蒸れる上に痒みももたらす。この
商品は殺菌作用と消臭効果があり、不快感を
軽減してくれる。香りは５種類。

生後６ヶ月以降の子ども用の虫除けローシ
ョンではあるが、大人でも使用できる。やさ
しい香りでさらりとした塗り心地がいい。

ゴキブリ、蚊、ハエ、蟻を撃退
するスプレー。雨季になるとどこ
からともなく現れる虫との闘いに
必須のアイテム。効果がありす
ぎるため、部屋にまいた後は10
分ほど近づかないように。

ツーインワンもスキートスウェッター

2 in 1 MOSQUITO SWATTER
９万6200VND（約430円）

ゴイヌックマット

Goi Nuoc Mat
４万2000VND（約190円）

　スーパーに行くと、あひる（Vit）、鶏
（Ga）、うずら（Chim	Cut）などの卵
が揃っている。ただ気になるのは消
費期限。付属のパッケージには箱
詰めされた日が刻印され、
その日から何日まで食べら
れるかが書かれている。

モスキートコイル

Mosquito Coil
6800VND（約30円）

部屋にまいた後は10 分間近づかないこと 

美白効果が高いアロエ
透明感ある肌に 

例：	 Hạn Sử Dụng : 8 Ngày	
		 ＝消費期限は８日間

ISO取得済みのベトナムの炭酸水。ス
カッとすっきり、微炭酸で飲みやすい、
かつ、満腹になるため、食べすぎも防
げると、最近ホーチミン市の若者の間
で注目を集めている。

雨季の暑くて寝苦しい夜には、アイスノ
ンが大活躍！　ファンシーな魚の絵柄も
涼しさをアップさせるかも。

放電ショックで害虫を退治。この商品のもう
ひとつの特徴は、手持ち部分を外すと懐中
電灯としても使えること。電池ではなく、充
電して活用できるのも画期的。	
	

※読み表記はベトナム南部発音に基づく
※価格は場所、時季によって変動の可能
性あり

　毎日使用するボディケア用品。い
ざ購入しようと思っても、ベトナム
語がわからなくて、一体何がなん
だかさっぱり？　間違えないため
にも、表記をチェックしよう。

　牛乳や豆乳を飲みたくて購入
したら、砂糖が入っていて甘か
った、なんて、経験はない？　　
ベトナム語の「砂糖あり」、「砂
糖なし」は下記。

市場文化のベトナムでも、便利な場所として愛用されているスーパーマー
ケット。日用品はもちろん、会社にいるベトナム人スタッフや日本へのお
土産としても喜ばれる品々がたくさん揃います！　

これ、なんて書いてあるの？ どこを見ればいいの？ 　　たまごの消費期限 　　　荷物は預ける 

シャンプー
＝ Dầu Gội / Dầu Gội Đầu

加糖
＝ Có Đường

コンディショナー
＝ Dầu Xả

少々砂糖あり
＝ Ít Đường

無糖
＝ Không Đường

ボディソープ
＝ Sữa Tắm

    美を手に入れられる ！

　スーパーマーケットで買い物をする
ときは、なるべく大きい荷物を持ってい
かない方が賢明だ。もし荷物を持って
いる場合は、入り口でロッカーや荷物
預かり所に置く必要がある。預かり所
で引き換え券をもらうが、チケットをなく
すと手続きが大変なので紛失しな
いように気をつけよう。また、買い
物の際はサイフを持っていくこと
を忘れないように！

もくもくと煙が立ち込めるうえ、蚊
取りマットの方が効果があるという
噂はあるが、停電になりやすいベ
トナムでは、蚊取り線香も持ってい
て損はなし。

男性専用の
ダイエット茶も登場

１ヶ月継続がカギ
脂肪燃焼 １本で２役 ！

虫退治と懐
中電灯 

コーヒーによる
歯の黄ばみに
さようなら～

ZACT ザクト
２万5000VND（約110円）
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清潔でいたい ！　をヘルプ

★ビッグシー Big C
住 :	222	Tran	Duy	Hung	St.,	Cau	Giay	Dist.ほか
電 :	(04)	3784	8596
営 :	（月～金曜）8:00～ 22:00、（土・日曜）8:00～ 22:30	
www.bigc.vn

★フィヴィマート Fivimart 
住：		27A	Ly	Thai	To	St.,	Hoan	Kiem	Dist.ほか
電 :	(04)	3926	4820
営 :	8:00	～	21:00	
www.fivimart.com.vn

★メトロ Metro
住 :	Pham	Van	Dong	St.,	Tu	Liem	Dist.ほか
電 :	(04)	3755	1617						
営：	５:30	～	21:00
www.metro.com.vn

★ユニマート Unimart
住 :	8	Pham	Ngoc	Thach	St.,	Dong	Da	Dist.
電 :	(04)	3574	2451
営 :	8:30～ 22:00

★アクルヒスーパーマーケット（p.153）
住：70	Linh	Lang	St.,	Ba	Dinh	Dist.
電 :	(04)	6273	6983
営：	9:00～ 22:00

★東京ショップハノイ店（p.148）
住：40,	Ngo105,	Lang	Ha	St.,	Dong	Da	Dist.
電 :	(04)	2246	4057	
営：	9:30～ 21:00
http://tokyoshop.biz/ja

☆シティマート Citi Mart
住：7-9	Ton	Duc	Thang	St.,	Dist.	1
電：(08)	3822	8868
営：７:00～ 22:00
www.citimart.com.vn

☆コープマート Co-opmart
住：168	Nguyen	Dinh	Chieu	St.,	Dist.	3
電：(08)	3930	1384	/	3939	1385
営：7:30～ 22:00
www.co-opmart.com.vn

☆スイティビンアン Sieu Thi Binh An 
住：２９２	Dinh	Bo	Linh	St.,	Binh	Thanh	Dist.
電：(08)	3511	5093	
営：7:30～ 22:30

☆国営百貨店 Thuong Xa Tax
住：135	Nguyen	Hue	St.,	Dist.	1
電：(08)	3821	3849
営：（月～木曜）9:00～ 21:30、（金～日曜）9:00～
22:00
www.thuongxatax.com.vn

☆マキシーマーク商業センター
　Trung Tam Thuong Mai MAXIMARK
住：3C,	3	Thang	2	St.,	Dist.	10
電：(08)	3832	5324	/	3835	6617
営：9:00～ 22:00
www.maximark.com.vn
※今回紹介している商品は、上記店頭で購入可能

☆ビッグシー Big C
住：	202B	Hoang	Van	Thu	St.,	Phu	Nhuan	Dist.
電：(08)	3847	7494
営：8:00～ 22:00
www.bigc.vn

☆メトロアンフー METRO An Phu
住：Khu	Dan	Cu	An	Khanh,	An	Phu	Ward,	Dist.	2
電 :	(08)	3740	6677
営：6:00～ 21:00
http://www.metro.com.vn

【日系スーパーマーケット】
アクルヒスーパーマーケット（p.153）
住：5	Le	Thanh	Ton	St.,	Dist.	1
電 :	(08)	3822	9862
営：8:00～ 20:00
www.akuruhi.com

☆食材デリバリー専門店ジパング（p.145）
住：8A/A7	Thai	Van	Lung	St.,	Dist.	1
電：(08)	3822	0223
営：（月～土曜）8:30～17:00
休：日曜
www2m.biglobo.ne.jp/~saigon/officezipang.htm

☆東京ショップレタントン店（p.148）
住：15A8	Le	Thanh	Ton	St..	Dist.	1	
電 :(	08)	3822	7632	/		3827	9109
営：7:30～ 20:30
www.tokyoshop.biz/jp

☆ハチハチ Hachi Hachi
住：173		Nguyen	Van	Troi	St.,	Phu	Nhuan	Dist.
電：(08)	3588	8006
営：8:00～２１:30
www.hachihachi.com.vn

【ハノイ】 【ホーチミン市】

ベトナム国内の主な
スーパーマーケットリスト

    疲れを癒す健康器具

日本では高級食材のパテは、ベ
トナムならお手頃価格で手に
入る。

ネムチュアフエ

Nem Chua Hue
２万400VND（約90円）

ムーイオットサン

Muoi Ot Xanh 
１万4900VND（約660円）

贅沢品もベトナムなら
手軽に入手！
パテティットボー

Pate Thit Bo
１万5200VND（約70円）

塩とレモングラスを炒ったもの。シーフ
ードにかけて食べるのが一般的だが、
商品の説明文によると、フルーツに
つけても良いらしいのでお試しあれ。

ムオイサーラン

Muoi Sa Rang
1万 2500VND（約６0円）

ささっと
フルーツにかけて

マッサージルンユイタン

Massage Lung DUY THANH 
6万 8500VND（約300円）

頭、肩のつぼを刺激

マッサージダウユイタン

Massage Dau
DUY THANH  

背中、顔の血行をよくする

バンランタイユイタン	

Ban Lan Tay DUY THANH
 5万 4500VND（約240円）

疲れた片手をマッサージ

仕事と家事の合い

間にマッサージ !

豚肉をバナナの葉に包んで発酵させ
た、中部フエの発酵ハム。少々酸っ
ぱい香りがするが、食べてみると黒コシ
ョウ、チリが利いてお酒がすすむ。

4万6200VND
（約２１０円）

日用品だけど土産にもピッタリ

日本並みにインスタント麺が揃うベトナ
ム。味もあなどれなく、家にいながらお
いしいベトナム麺が味わえる。意外に好
評判なのは「オマチ／Omachi」のス
パゲティシリーズ。病み付きになるうまさ。

パッケージの中には、乾燥とうもろこし
とココナッツ、砂糖が袋詰めされてい
る。お湯を注いで約10分待ち、か
き混ぜたらチェーの出来上がり。
風邪を引いたとき食べたくなるよう
な、優しい味わい。

ゴミや紙などがトイレに詰まったと
きに使用。１パック（180ｇ）を
１ℓの水に混ぜてから便器に流し
込んで、６時間後にはすっきり。ま
た、消臭効果もあり。

水 200ｍｌにキャップ１杯の洗浄液を入れて、その中に野菜を
漬けてから、水道水で２、３回すすぐ。しかし、この洗浄液で
洗いすぎると、野菜のビタミンがなくなるという噂が。ささっと
洗うのがよさそう。

さすが麺大国。
インスタントもうまい ！ トイレの詰まりが

すっきり！　

蚊除けの効果も ！
手肌殺菌消毒剤

汚れなどが気になる
野菜、果物を洗浄

手を守りながら
皿洗いができる

ココナッツ、ニンニク
など味付け豊富

日本女性が印象的な
万能調味料

チェーバップアンリエン

Che Bap An Lien
6800VND（約30円）

ダウフォン

Dau Phong
6500VND（約30円）

ハットネムナムバオグー

Hat Nem Nam Bao Ngu
3800VND（約20円）

チャットトンカウ

CHAT THONG CAU
２万2500VND（約１00円）

グリーンクロス

GREEN CROSS
２万６０00VND（約120円）

スポンジミットドゥラミット

Spong Mitt Duramitt
３万3500VND（約1490円）

ティットヘオチャーボン

Thit Heo Cha Bong
3万 5000VND（約160円）

ベトナムの飲食店の付き出し
として、よく見かけるピーナッ
ツ。手頃な値段でしかもおいし
い。種類もさまざまで、塩、コ
コナッツ、チリ、ニンニクなどでコ
ーティング。お酒のお供にぜひ。

ニャチャンのシーフード店でよく見
かけるソース。塩、レモン、青とう
がらしなどが入った、ピリッとした辛
さは癖になる。

ベトナム人にとって、幼い頃
から慣れ親しんでいるという
この豚肉フレーク。豚肉が一般的だが、
最近ではツナも商品化されている。ご飯やおかゆに
入れて食べるとおいしい。

ピリリと辛い
ニャチャン産チリソース

ごはんが何杯でも
いけるおいしさ

エリンギのエキスでできた調味料で、料
理に加えると風味がよくなる。何よりパ
ッケージがインパクトあり。和装姿のこ
の女性は、この商品の会社の社長だそう。

お湯を注ぐだけ！
ほっとするおいしさ

ヴェジー

vegy
２万8000VND（約120円）

酸味と辛味が絶妙
美味な発酵ハム

ミーゴイ

Mi Goi
３500VND（約160円）～

スポンジ付きビニル手袋。皿などの
キッチン用具から、湯船、トイレの
便器まで洗うのに便利な道具。ス
ポンジ部分のカラーバリエーション
は10種類以上ある。

食事の前後、お金を触った
後、スポーツをする前などに
使用できる殺菌消毒剤。水
を使わずに手の殺菌、消毒
ができるジェル。蚊除けにも
なる。
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