
バオシンキャットドッグリゾート／ Bao Sinh Cat Dog Resort
1 30 Ngo 167 Truong Dinh St., Hai Ba Trung Dist., Hanoi
2 (04) 3662 1022 / 098 554 4517
7 9:00 ～ 21:00　　www.hotelchomeo.com

おでかけ準備
サロンやアクセサリーで身だしなみ

「可愛くしてあげたい」「綺麗にしてあ

げたい」とは、まさに親心。

　そんな親心を叶えるペットサロンで

は、一回の施術で最低３回は念入りに

シャンプーをしてからドライヤー。その後

は、耳・口内・爪・毛のケアをしても

らえる。種別と体重によって値段は異

なるがおおよそ35

万 V N D （ 約

1720 円）～。

　同店１階には犬

用コスチュームやア

クセサリーの販売

も。身支度が整っ

たあとは、カフェや

屋外で写真を撮っ

て、フェイスブック

にアップしペット好

き仲間と共有する。

ペットとラブラブ
ハッピーライフ

経済発展に伴う金銭的余裕や、海外のペット文化からの刺激によって、ハノイでは、
２～３年前から若者を中心に、珍しい動物をペットとして飼うようになった。お金や飼
育の手間がかかっても、珍しいペットを愛してやまない飼い主たちと、流行の最先端
にあるペット事情を覗いてみよう。

Editor's eye
　ペットに対して「こうしてあげたら喜ぶかな」と
考えたり、「栄養管理をしっかりしてあげなきゃ」
と思う経験は、他人への思いやりや物事への
責任感を高めることに繋がると思います。ペット
飼育は、ただ癒されるだけではなく、若者にとっ
て素敵なものをたくさんもたらしてくれるものだと
感じました。

【種　別】 シベリアンハスキー
【性　別】 ♂
【　餌　】 バターやミルク、スナックが好き
【購入費】700 万 VND（約 3 万 4310 円）生後３ヶ月
【飼育費】小さい時は、1ヶ月40 万 VND（約 1960 円）。
今は 1ヶ月20 万 VND（約 980 円）

「刺激を感じるとトゲ付きの尻尾を強く振るから、怪我を
させられることもあり大変。 それでも、彼と一緒にいるこ
とは自分の個性の表れだと思ってる。独特でかっこいい」

火葬 350 万 VND（約
1 万 7160 円）〜。 埋
葬 850 万 VND（４万
1670 円） 〜

交流サークル＆イベント
　ショップオーナーの呼びかけや、フェイスブックな

どのコミュニティサイトでペット好きが集まり、レース

や、「うちの子自慢」のようなコンテストなど様 な々イ

ベントを展開中。犬や猫などの一般的なペットからト

カゲやイグアナ、サソリ、ヘビなどの珍しいペットを

見る・触る・実感できると若者に人気だ。ハノイに

は、ペット同伴がオッケーな店が多いため、ペットと

一緒にみんなでランチを楽しむなど、ペットを通して

新しい友達が増えるのも魅力の 1 つだ。

ピカピ
カでしあ

わせ〜
ペットマート／ Pet Mart
1 3 Dai Co Viet St., Hai Ba Trung Dist., Hanoi
2 (04) 6265 2652
7 9:00 ～ 21:00
7 9:00 ～ 19:00 #18:00（スパ）

【種　別】 レッドイグアナ
【性　別】 ♂
【　餌　】 野菜や果物、カルシウムパウダー 

（健康のため）
【購入費】 1000 万 VND（約 4 万 9020 円）
【飼育費】 ほとんどかからない

家族同然
亡くなった後も大切に

　ペット専用の火葬場や墓を利用

する飼い主が増えている。人間同

様丁重に葬られ、遺影の前には線

香があげられるスペースもしっかりあ

る。

　同施設は、ペットホテルを拡大さ

せたベトナム初のペット用リゾート。

墓地の他にもペット専用の宿泊施

設や動物病院・訓練所を完備して

いる。犬の飼育経験が 40 年にな

るオーナーが２０００年に設立した。

TREND 02.
飼ってるだけで自慢！
人気の珍ペットたち

「リスと仲良くなるのは結構難しいです。 懐いてくれるま
でに怒らせて、何度噛まれたことか。リスを飼いたい人
は、思いやりを持って気長に接してあげてください」

（上） 念入りのシャンプータイム　（下） 爪磨き

　a. 「リボン型首輪」
9 万 VND （約 440 円）

b ＆ c. 「犬用コスチューム」。
b は 23 万 VND（約 1130 円）、

c は 19 万 VND （約 930 円）

a.

珍しいペットを飼い、他人から一目置かれた
い。そんな思いから、珍種や、飼育が難し
いといわれるペットに手を出す若者も少なく
ない。

　海外から輸入された犬の
購入が以前にも増して容易
に。ゴージャス感溢れる毛並
みのシベリアンハスキーや
アラスカン・マラミュートなど
が人気。

一緒に遊んでく
れたり、餌をくれ
たりしたら、徐々
に心を開きます

主人の体や頭の
上をグルグル周
るのが超楽しい！

「犬や猫をホテルに預けるだなんて、
バカじゃない」 と言われることもあ
りましたが、今では 「必要な素晴し
いサービスだ」 と言ってもらえるよ
うになりました。

イグアナ

リス

ん？！　
いつもと

違う

良い香
り♪

TREND 01.
セレブリティ感漂う
輸入犬！

b.
【種　別】 シマリス
【性　別】 ♂
【　餌　】 野菜、パン、卵の殻
 （カルシウムを補うため）

【購入費】 23 万 VND（約 1130 円）
【飼育費】 ほとんどかからない

（写真左上） ペット用墓地、（右上） ペットリゾートの入り
口、（右下） ペット用 VIP ルーム１日１００万 VND （約
4900 円）

オーナーのグエン・バオ・シン
（Nguyen Bao Sinh） さん

c.
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