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古くから日本でも親しまれてきたカンノンチク「カ
イマットカット／ Cây Mật Cật」（５万 VND）も、中
国南部からベトナムが原産地

観葉植物店の店先で売ら
れているじょうろ

乾燥に強い植物の代表といえば、やっぱりサボテン
「カイスオンロン／ Cây Xương Rồng」（８万 VND）

ホーチミン市タンビン区コンホア通りからチュオン
チン通り沿いの様子。観葉植物店はベトナム語で

「ティエムカイカイン／ Tiệm Cây Cảnh」。まずは上記
の各通りでいろいろ見て回ってみよう

葉がやわらかい植物は西日に弱い傾向
がある。こういう鉢に入っている植物は
室外向き

植物の状態を注意深く観察すること
が大切

完全に乾燥した状態と水を溢れるほ
ど入れた状態の両方を持ってみて、
その重さの違いを感覚で覚えるよう
にしましょう

まるでバイキングのように数種の苗からチョイス !　高低差や色の変化をつけるのがコツだ

ベトナムで
観葉植物を
育てるって難しい ?

観葉植物を
育てるのに
必要な道具は ?

ほとんど部屋に
いる時間が
ないんだけど⋯

お気に入りの
植物を日本に
持ち帰れますか ?

観葉植物は
どこで
手に入るの ?

　日本で売っている観葉植物は、その
ほとんどが熱帯地域出身。国土の大部
分が熱帯であるベトナムは、まさに観
葉植物の故郷。その植物が日なた向き
か日陰向きかを
意識し、適切な
水やりさえすれ
ば比較的簡単に
育てられます。

　最低限、植物に水を上げるための道
具、じょうろかその替わりになるもの
があれば OK。ただし、ベトナムで販
売されているじょうろの多くは、水が
出る穴が日本の
ものに比べて大
きめ。水やりの
際に、水圧で土
を盛り返してしま
い、植物を痛め
ないように注意
すること。

　朝は早くから仕事に。夜は 1 杯ひっ
かけて深夜帰宅。週末はゴルフ三昧と
いう人もいるでしょう。でも、そんな
アナタでも大丈夫。p.25 で解説して
いるように、実
はそんなに水や
りをする必要も
ないし、乾燥に
強い植物を選べ
ば問題解決。

　海外から手荷物として植物を持ち込
む際は、入国審査後、税関検査場内に
ある「植物検疫カウンター」で税関検
査の前に植物検疫の検査を受ける必
要があります。個人用でも少量でもこ
の規制が適用されるので注意しましょ
う。また、郵送した場合は、郵便局ま
たは植物防疫所で植物検疫の検査が
行われます。詳しくは、「植物防疫所」
の ウ ェ ブ サ イ ト（www.maff.go.jp/
pps）をチェック。

　ハノイで観葉植物店が密集している
のは、バーディン（Ba Dinh）区ホア
ンホアタム（Hoan Hoa Tham）通り
がブオイ（Buoi）通りに突き当たる手
前のエリアです。
　ホーチミン市では、１区の「動植物
園／ Thao Cam Vien」の裏手、グエ
ンフーカン（Nguyen Huu Canh）通
り東側の車線沿い。さらに多数の観
葉植物店が軒を連ねているのは、タ
ンソンニャット国際空港近くのタン
ビン（Tan Binh）区コンホア（Cong 
Hoa）通りからチューンチン（Truong 
Chinh）通り東側車線沿いにかけて。
また、10 区タンターイ（Thanh Thai）
通りがバクハーイ（Bac Hai）通りに
突き当たる手前の西側車線にも。
　 ダ ナ ン で は タイン ケ ー（Thanh 
Khe）区 ハ ーフ イタップ（Ha Huy 
Tap）通りのドンスアン（Dong Xuan）
橋の西南のたもとに集まっています。

　観葉植物は日なた好き、日陰好き、
どちらでも OK と大きく 3 つに分か
れます。日の光の当たる店の手前に
は日なた向きの植物、日の当たりづら
い店の奥には日陰向きの植物が陳列
されているのが一般的。

「水やりを制する者が観葉植物を制す」
といわれるほど、水やりは大切です。
土の表面が乾き出してから、または葉
が下方に傾き始めてから水を与えるの
が理想です。目安としては、３～４日に
１回程度にしましょう。

　まずは茎を見るようにしましょう。葉や枝が出ている箇所と箇所
の間隔が間延びしている植物は弱っている可能性がありますし、葉
の色が薄いものは、栄養不足です。まれに根っこが露出している場
合がありますが、細くて白く、土の中で密集しているのは丈夫な証
拠。逆に黒ずんでいるのは根腐れの可能性があるので注意を。

　水やりの際は、土の表面から底まで
の 3/4 くらいを目安に入れましょう。
ベトナムのたい肥にはココナッツの殻
が入っているものが多く、これに含ま
れた繊維が水を吸い込み溜め込んでし
まうのです。だから大量に水を与えてし
まうと、逆に根腐れが起こりやすくなる
ので気をつけるようにしましょう。

　気温の高い昼間に水を与えると、日光の熱で植物の温度が上が
り弱ってしまいます。ベストは、まだ涼しい早朝。状況次第では
夕方に水をやってもいいでしょう。

　１つの鉢に異なる植物を植えるのが寄せ植え。川口さんの弟子、
ニャン（Nhanh）さんの観葉植物店では、ベトナムでは珍しいプ
ラグ苗を使った選り取り見取りの超ミニ寄せ植えが９万～ 15 万
VND ほどで楽しめます。また、ファミリーマートにも卸している
ミニ観葉をはじめ、品質もラインナップも抜群。

いざ始めるといっても、な〜んにも分からないアナタ。
そんな心配は無用です。ここでは初心者でも分かりやすく
Q & A 方式でお答えします !

1995 年からベトナムに滞在。1996 年、「サイゴンセラ
ミックジャパン／ Saigon Ceramic Japan」設立。2015
年、土壌・水分析、農園芸資材の販売や作物別技術指
導を行う「GK オーガニックジャパン／ GK – ORGANIC 
JAPAN」を設立。

GK – ORGANIC JAPAN
 26/11 Tran Van Muoi st., Xuan Thoi Dong Ward, 

Hoc Mon Dist., HCMC
 (08) 3593 2034 / 3593 2036
 8:00 ～ 17:00　  日曜

www.gk-organicnhatban.vn

店名なし
 1 Vo Truong Toan St., Thao Dien Ward, Dist. 2, HCMC
 091 883 7425
 24 時間　  なし

植物が日なた向きか
日陰向きかを把握する 毎日やってはダメ

植物の状態を見る

やり過ぎは禁物

早朝か夕方。お昼はNG
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観 葉 植 物 入 門

初めて植物

ものぐさなあなたでもできる！

殺風景な部屋に潤いを持たせたい。日々の疲れを癒したい。
そんなアナタにおすすめなのが観葉植物。実はベトナムは観葉植物天国なのです。
今回は、ものぐさな人でも楽しめる初心者向け観葉植物入門を一挙公開します !
※データはホーチミン市のものに基づいています。記載されている価格は、地域・店舗・時期・大きさ・状態・植木鉢などによって
　差異があるので、あくまで参考程度に。  撮影／大池直人、スケッチ編集部、協力／川口浩史（GK オーガニックジャパン）

観葉植物の達人・川口浩史さんに聞きました

解決Q&A

観葉植物・実践編

バイキング風にお手軽寄せ植え !

初心者のための
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手で持てるような小さいものは 10 万 VND ～販売。ミニチュア人形は１万 VND ～

　ベトナムの盆栽「ホンノンボ」。日本の盆栽とは違い、植物は全
体を構成する要素の１つ。石を土台にミニチュアの人形や建物を
配置して古代中国から伝わる思想、道教の世界観を
表現する盆景や箱庭のようなもの。ミニチュアなど、
そんなホンノンボの要素を観葉植物に取り入れて
みるのもおもしろいかも。p.24 で紹介したホー
チミン市のコンホア通りからチュオンチン通
り沿いなどで取り扱われている。

　室内は、日陰に強い観葉植物や日なたでも日陰でも OK な観葉
植物が適しています。直射日光ではなく、窓際の風通しのいい場
所に配置し、レースのカーテンやブラインド越しからの優しい日の
光が差し込む状態がベスト。ただし、エアコンの風が直接当たる
場所に植物を置くのは避けましょう。
　当然ですが、暗闇や日の光が入らない場所に植物を置くと、光
合成ができず枯れてしまいます。頻繁に日当たりのよい場所に出
しましょう。

　１つのバルコニーでも日当たりのよい部分と日当たりの悪い部分
があります。終日日陰になる部分には日陰向きの植物、日が当た
る時間が限られる場所には日向でも日陰でも OK な植物、直射日
光がよく当たる場所には日なた向きの植物を配置しましょう。また、
エアコンの室外機の風は大敵。当たらないよう注意しましょう。
　なお、ベトナムの鉢は底が平べったいものが多いので、地面に
直には置かず、ブロック等の上にのせ、鉢の下に空気が流れるよ
うにするとともに、水はけをよくします。

ベトナム盆栽ホンノンボとは ?

アンスリウム
ホンモン（Hồng Môn） 

花が増えてきたら切り花にしても楽しめる。
ハートの形をしていることから、ベトナム
では愛のシンボル（15 万 VND）

ニチニチソウ
ズーアカン（Dừa Cạn）、

　ハーイダン（Hải Đăng）、
水を大量に入れても、逆に入れなくても長持ちし
ます。カラーバリエーションが豊富で、ベトナム
では「試験や仕事などでの成功を祈る」という意
味があるため人気があります（３万 VND）

テーブル
ヤシ

カイカウティエウチャム
　（Cây Cau Tiểu Trâm）
その名の通り机に置くのにぴったりですが、
ほかのヤシ科の植物同様、長時間日当たり
の悪い場所に置き続けると、葉と葉の間隔
が間延びしてしまうので、たまには外に出
しましょう。ただし、強い日射しを浴びると
葉が黄ばんでしまうので注意（４万 VND）

オリヅルラン
ルックターオチョー

　（Lục Thảo Trổ）
日本でも入門観葉植物の定番で、比較的乾燥に強く、日陰に
強く、直射日光にも強いです。ただし、日光の直撃が続くと
葉が黄色くなってしまいます（５万 VND）

サンセベリア
カイルオイホー（Cây Lưỡi Hổ）

直射日光に強く、基本的に水はやらなくて大丈夫。日
本では「虎の尾」の名で知られていますが、ベトナム
では「虎の舌」という名前に。マイナスイオンを発生
するといわれ、空気洗浄効果が高いことが認められて
いる優れもの。１週間に１回程度、葉を拭くように

（７万 VND）

グリーン
ネックレス

カイランティム
　（Cây Lan Tim）
乾燥を好むので水のやり過ぎは厳
禁です。特にベトナムでは貝殻や
ココナッツの殻の鉢に入っている
ことが多く、水はけが悪いため根
腐れが起きやすいので気をつけ
てください（７万 VND）

ドラセナ・
サンデリアーナ

ファットターイソック
　（Phát Tài Sọc）
強い光に当たり続けると葉焼けを起こすので注
意してください。ベトナムでは「お金を生み出
し、幸運をもたらす」として大変好まれており、
会社や家によく飾られています（５万 VND）

ドラセナ・コンシンネ
カイホアンキエム（Cây Hoàn Kiếm）、

　カイファットズラーキエム
　（Cây Phất Dụ Lá Kiếm）
乾燥に強く、直射日光にも強い。なるべく風通しのよいとこ
ろに置いて、水やりは１週間に１度程度を目安に。剣を彷彿
させる細長い葉の形から、王が湖の大亀に剣を返したハノ
イのホアンキエム（還剣）湖の有名な伝説の名がつけられ
ている。（13 万 VND）

アグラオネマ
ゴックガン（Ngọc Ngân）、

　ガンハウ（Ngân Hậu）
直射日光が苦手で水を好む。ベトナムでは、「隆盛」
や「喜び」、「幸せ」を招くといわれています

（８万 VND）

ブーゲンビリア
ホアザイ（Hoa Giấy）

日の当たりが悪いと花の付きが悪くなります。
ベトナム語名は「紙の花」の意味で、花弁は
薄いが、あまりケアしなくても元気に咲くこ
とから、「強さ」を象徴するとされています

（12 万 VND）

グズマニア
ズーアカインネンドー

（Dứa Cảnh Nến Đỏ）
パイナップルの仲間。強い日差しが苦手で、

根ではなく、茎の付け根部分に水を溜めるの
が特徴です。特に赤い花のものは、ベトナム

では幸運の象徴（８万 VND）

クロトン
カイコートンラードム

（Cây Cô Tòng Lá Đốm）
日光に当たるほどに葉の色が鮮やかになり、水
にも強いので、公園や学校など、野外の花壇で

よく目にすることができます（３万 VND）

  室内で育てる

日 陰に強い観葉植物 直射 日光に強い観葉植物

丈 夫 な
観 葉 植 物

    
     ど

っちでもOK! 
  

   
  日なたと日陰

　日なたと日陰、要は室内でも室外に
でも置ける上に枯れにくい、万能選手
の観葉植物をご紹介 !　ただし、でき
るだけ直射日光が常時直撃する場所に
置くのは避け、１日の内に日なたと日陰
が半々になる場所、やわらかい光の注
ぐ場所に配置しましょう。

パキラ
カイキムガン

　（Cây Kim Ngân）
乾燥しても、多少水が多めでも大丈夫。富をも
たらし、また財産を守る「金銀の木」という名
前のため、家や会社によく飾られます。旧正月「テ
ト／ Tet」の贈り物にもよいです（12 万 VND）

ドラセナ・
マッサンゲアナ

カイファットターイ（Cây Phát Tài）、

　ティエットモックラン（Thiết Mộc Lan）
空気洗浄作用があるので、１週間に１回くらい葉を拭くように。ベ
トナムでは商売繁盛を意味する“発財（Phat Tai）”の木と呼ばれ
て人気が高く、会社や家の定番観葉植物です（10 万 VND）

 
 

バルコニーで育てる
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