
幼稚園以下の子どもと一緒にベトナム暮らし。日本と違って、どこで遊ん

でも「うるさい！」と文句を言われることはなく、飲食店ではスタッフが面

倒を見てくれるのが当たり前だ。その反面、衛生面やマナーの決定的な

違いや環境の厳しさから、早々に諦めて友人同士でレジデンス内の施

設を行き来したり、国内＆海外旅行へ脱出したりする人も多い。そんな

遊び場難民の在住者の希望に応える、おでかけスポットをご紹介。

ゴミや犬、交通量…
外で駆け回れる
場所が少ない

異国の遊び場で我が子を
案じてハラハラドキドキ

お出かけ先が
決まってきて
飽きてくる

雨の日や暑い日の
外出がおっくう

生き物や自然と触れ合う
機会があまりない

親子で楽々キッズスポット
～ベビー＆幼稚園児編～

芝生のある

マ
マ
必
見
！

お
出
か
け
キ
ッ
ズ

ス
ポ
ッ
ト
を
ご
紹
介
！

キッズエリアへ !

親子で一緒に
楽しめるカフェへ !

ベトナム
ならではの
体験施設へ!ワンストップで

済む
ショッピング
モールへ!

街中＆郊外の
動物園や農園へ!

ベトナムの
遊び場問題
解決します。

お悩み⑤

お悩み③

お悩み④

お悩み②

お悩み①    

スケッチ読者ファミリーが

体験レポート！

※店舗や価格などの情報は2016年4月取材時のもの

全国の出来事

VIETNAM EVENTS

4/16
~4/17
 HANOI

　10 回目を迎える「日本さく
ら祭り」がタンロン城址で２日
にわたって開催された。ベトナ
ム人の若者の団体が神輿を担い
で開幕を迎えた今回は、日本か
ら配送された桜が展示されたほ
か、よさこいチャンピオンシッ
プ、太鼓、武道、剣道など伝
統的な芸術のパフォーマンスが
注目され、長野県から来たアイ
ドルグループ「パラレルドリー
ム」のライヴも盛況。お好み焼
き、たこ焼きをはじめ日本のフー

ドや、アニメグッズを販売した
ブースのほか、日本留学、日系
企業での就職について情報を提
供するブースも開かれ、ベトナ
ム人の若者の関心を集めた。

ホーチミン日本商工会が総会を開催
新会長はJFEスチールベトナムの前野氏

4/21
HCMC

　ホーチミン日本商工会（JBAH）
は2016年度の総会を開催。会
員253名が出席する中、新会長
に「JFEスチールベトナム」の前
野浩二社長が選出された。副会
長、委員長、部会長の新体制が
発表された後、前野氏は今年度
のスローガンを「One for All, All 
for One」と発表。会員全員参加
型の組織作り、各人民委員会と
の意見交換による事業改善、社
会貢献活動の充実、メディアへ
の情報発信の促進、ベトナム日

本商工会（JBAV）との連携など
の活動方針を語った。会員の親
睦のためのマラソン大会や盆踊
りも計画しているという。JBAH
の会員企業は830社を超える。

日越教育・スポーツ・人材育成交流会が
ハノイ市内で開催、270人が参加

4/28
HANOI

　ハーティン（Ha Tinh）省等で
浄水装置の提供や学資支援を
行っている日本国際親善協会

（JIFA・池田節子理事長）は、ベト
ナム教育人材育成国家評議会事
務局、国際労務管理財団（IPM）
等と共催し、日越両国の大使館、
JETRO、JBAV等の後援により
ハノイ市内で日越交流会を開催
した。講師のウェイトリフティング
56㎏級オリンピック金メダリス
トの三宅義信氏は、自らの体験か
ら、志をもち、心技体を鍛える努

力を重ねて目標を達成する大切
さを語り、参加した青年や指導者
に感銘を与えた。参加者全員で

会盛、い行を一第操体オジラKHN
のうちに閉幕した。

美容皮膚科クリニック『ロートアオハルクリニック』
オープニングセレモニー＆内覧会を開催

4/22
 HCMC

「ロート製薬」が運営する美容
皮膚科クリニック「ロートア
オハルクリニック／ ROHTO 
AOHAL CLINIC」が、オープニ
ングセレモニー＆内覧会を開
催。東京・六本木クリニックの

ベトナムの著名人などが参加し
た。内覧会では、日本の高い技
術を科学的かつ安心・安全に提
供する日本式美容や科学的診
断の重要性について説明した
ほか、施術体験も実施。「美容施

術を今後検討している人に魅
力的なコンセプトで、市場の活
性化が見込めるだろう」という
声が挙がった。同院では無料カ
ウンセリングを行っている。

ホーチミン市とビエンホアで
「桜祭り」が初開催

4/22~
HCMC

　ホーチミン市の9月23日公園
（Cong Vien 23/9）とドンナイ
（Dong Nai）省の省都ビエンホ
ア（Bien Hoa）のドンナイ省カン
ファレンス＆イベントセンター

（Trung Tam Hoi Nghi va To 
Chuc Su Kien Dong Nai）で、そ
れぞれ初開催となる「桜祭り」が
催された。ホーチミン市の会場
では、北海道から輸送された桜
の木約130本と枝1万本を展示。
日越文化交流イベントや伝統
音楽の演奏、両国の写真や観光

商品の展示会が行われ、ビエン
ホアでは、「仮面女子」や「チャオ
ベッラチンクエッティ」など日本
の女性アイドルらも参加し会場
を沸かせた。

ベトナム国内外の観光を促進
「ベトナム国際観光フェアー2016」

10周年目の「日本さくら祭り」
世界遺産タンロン城址で開催

　ベトナム観光協会とハノイの
人民委員会と観光総局が協力
し、「ベトナム国際観光フェアー
2016」がザンボー展示場で開
催された。今年のテーマは「海
と島のパラダイスベトナム」。
参加企業は日本、韓国、ロシア
など 25 ヶ国 734 企業を数え、
観光情報を提供する団体のブー
スはもちろん、ベトナム北西部
の各山岳民族の村を再現し、伝
統的な天然の商品を展示販売し
たエリアも注目された。一般公

開された３日間には、お得なプ
ロモーション付きの航空券３万
枚とツアー１万 5000 件以上が
販売され、約５万人以上が来訪
した会場は大賑わいとなった。

4/14
~4/17
HANOI
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バーカイチョーイ 
Ba Cay Choi

↑櫻井さんファミリーは、岳幸さん
とターイ（Thai）さん、瑠花ちゃん

（5歳）、優璃ちゃん（２歳）、幸太く
ん（１歳）の５人家族。今日は魔
法や絵本の世界をテーマにした
こちらのカフェを初体験！

　１階はベビー用、２階は小学生以下、３階はイベントスペー

スで、屋上階は砂場などの遊具があり、各フロアにカフェス

ペースを完備。まだ歩けない小さな子どももスタッフが面倒を

みてくれるので、目を離しても心配せずに仕事や会話に集中

できるとハノイのママたちに好評だ。レゴブロックなどの遊具

も充実していて、一緒に遊ぶ大人が真剣になっている姿も。

毎週末、科学や数学、アートなどをテーマにしたイベントを開

催しているのでウェブサイトをチェックしよう（予約不要）。

　のびのび駆け回れる広 と々したスペースには、車の形をし

たビッグサイズのトランポリンや中2階に続く滑り台＆ボール

プールなど、わんぱく盛りの子どもが思いっきり遊べる遊具

が満載！　カメレオンやイグアナまでいるミニ動物園を併設し

ており、ウサギには餌をあげられる。エリアごとにスタッフがつ

いて子どもと一緒に遊んでくれるので、ママは1階と2階にあ

るカフェスペースでゆっくりと過ごせる。

ドリンクや食事の注文は入店時に受付で済ませると
スムーズ。各フロアに運んでくれる。サンドウィッチ

（各５万VND ～）などの軽食もおいしいと評判。日
本語メニューあり

誕生日パーティーも人気で10
人 未 満は１人１時 間12万
VND、10人以上は１人１時間
７万VND。ディズニーやスパイ
ダーマンなどテーマに合わせた
セッティングをしてくれるスペ
シャルパッケージ（1人20万
VND ～）あり。要予約

屋上の遊具や砂場遊びエリア。屋根があるので雨の日も安心。建物の
中には子ども用のトイレやおむつ替えスペースもある

買い物ごっこの魚や野菜は
ハンドメイド！

↑紙粘土製の人形（1個1万
5000VND）を選んで絵具で
ペイント。瑠花ちゃんは女の子
らしいエンジェルを、優璃ちゃん
は怪獣をチョイスし、思い思い
に塗っていく。乾かして完成。

　パプリカを顔型にくり抜いた「ゴース
トスパゲッティー／ Mi Bi Ma」（6万

5000VND）など、同店の世界観
に合わせたレストラン顔負

けの食事とドリンクも
魅力。どの料理もう
ま味調味料不使用。

　別の日に、タイルアート
を楽しむ小学生グループ
を発見！　金づちを使う作
業なので小学校中学年
以上向け。

↓材料に卵を入れ、
生地がなめらかにな
るまで約3分間混ぜ
たら型に流し込む。

→対象年齢の目安は4歳
以上。優璃ちゃんはパパ
とママと一緒にお手伝い。
ペイント遊びをしながら焼
き上がりを待つ。

「
バ
ー
カ
イ
チ
ョ
ー
イ
」
を

体
験
レ
ポ
ー
ト
！

完
成
！

カップケーキ   作りから  スタート！

フードも遊び心満点！

小学生から楽しめるタイルアートも

約３０分後...

帰ったら宝箱
にいれるの！

日本語が話せるス
タッフが常駐してい
るので安心！

生地をぐる
ぐるまぜま
ぜ～♪

異国の遊び場で
我が子を案じて
ハラハラドキドキ

親子で一緒に
楽しめるカフェへ !

ま
る
で
絵
本
の
中
の
魔
法
の
世
界
☆

大
人
も
子
ど
も
も
秘
密
の
隠
れ
家
で

時
を
忘
れ
て
遊
ん
じ
ゃ
お
う
！

遊び場と同じフロアの喫茶スペースで
子どもを見守りながらティータイム

巨大トランポリンからミニ動物園まで！
わんぱくっ子のママ必見のキッズカフェ

Answer

プレイカフェ　PLAY CAFE

ベリーヴェリーキッズ＆ファン
Berry Very Kids & Fun

バーカイチョーイ／ Ba Cay Choi
3F, The Vista Walk, 628C Hanoi Highway, 
An Phu Ward, Dist. 2, HCMC
 (08) 6287 0767 10:00 ～ 21:00
オリジナル通貨「キボ／ Ky Bo」に両替し、カードを
チャージ。遊びは1万5000VND ～
www.bacaychoi.com

プレイカフェ／ Play Cafe
318 Lac Long Quan St., Tay Ho Dist., Hanoi
(04) 6294 3807 9:00 ～ 18：00
（月～金曜）６万VND、（土・日曜）8万VND
    Playcafehanoi

ベリーヴェリーキッズ＆ファン
BERRY VERY KIDS & FUN
Riverpark Residence, 11-13 Pham Van Nghi St., Dist. 7, 
HCMC (08) 5412 5021 / 5412 5022（火～金曜）9:00
～ 20:00、（土・日曜）9:00 ～ 21:00 月曜 【1歳未満】5万VND、

【1歳以上】1時間12万VND ※延長30分ごとに4万VND追加
www.berrykids.vn

HCMC

HCMC

HANOI

お医者さんの服を着せてもらったよ。今日の患者さんはクマのぬいぐるみ

お悩み①

おいしくなる
魔法をかけて
オーブンへ

←小麦粉は海外か
ら輸入した安全性の
高いもの。仕上げに

トッピングをしてオー
ダー票に名前を記入。

↑こんがりと焼き色がついたカッ
プケーキが完成！　しっとりとして
甘さもちょうど良く、「市販のカップ
ケーキよりおいしい～！」とママ。材
料費込みで8個4万5000VND。
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　柔らかいマットの座敷席や中央に配された囲いのあるス

ペースがあるほか、テーブルの角にはカバーをつけるなど、ま

だ歩けない小さな子どもも安全に楽しめる空間作りが嬉しい。

「お茶やおしゃべりを楽しみながらでも、子どもに目が届く程よ

い広さで安心」というママの声も。ブロックの煮沸消毒、クッ

ションやぬいぐるみのクリーニングを徹底し衛生面もしっかり

管理。トランポリンや滑り台、ハチの巣型の迷路など子ども

のわくわく心を刺激する遊具がたくさん！

　プラモデルや恐竜のおもちゃが

ある男の子エリアと、ドレスの貸し出

しやままごとセットがある女の子エリ

アのほか、ベランダには小さなトラン

ポリンや水遊びができるスペースを

備えるなど盛りだくさん。子どもが遊

んでいるのを眺めながら食事やカ

フェを楽しむのはもちろん、スタッフ

に子どもを預けて外出もできる。

　サービスアパートメント「サイゴンスカイガーデン」で毎週
水曜11時～開催される「ベビの会」。好きなときに自由に顔
を出せると、毎回約20組の親子が参加する。生後3 ～ 4ヶ
月の赤ちゃんもいて、対象年齢は特になし。歩いたり走った
りが始まるとママの決断で卒業し、月曜の同じ時刻に開催の
「キッズの会」へ移動するそう。ママたちからは、「ベビの会が
あって本当によかった！　水曜まで頑張ろうって思えます」、

「子どもたちの成長をみんなで一緒に見守っているような感
覚です」との声も聞け、参加者同士が仲良く情報交換の場
としても大活躍だ

ソファの座敷は、子どもを
寝かせるママもいるなど
快適に過ごせる空間

2階の様子はカフェスペースに設置されたカメラで
チェックできる。週末は混み合うので、グループで訪れ
る場合は予約がおすすめだ

約50種 類のメニューがそろい、
「牛肉フォー／ Pho Bo」（５万
5000VND）はママに、「ポップ
コーンチキン／Popcorn Chicken」

（4万VND）は子どもに人気

0 歳児ベビーも御用達の安心カフェ　
ゆったりソファでママだってホッとひと息

子どもの心をつかむ小さなおもちゃいっぱい！
食事メニューも充実のキッズカフェ

気楽にゆる～く集ってます
ホーチミン市1区ベビ＆キッズの会

ビービープレミアムカフェ
Bee Bee Premium Cafe

モモ　MOMO

ビービープレミアムカフェ／ Bee Bee Premium Cafe
4・5F,96-98 Cao Trieu Phat St., Tan Phong Ward, Dist. 7,  
HCMC (08) 5410 6863 / 090 964 2969（英語）（月～金曜）
10:00 ～ 20:00、（土・日曜）9:00 ～ 20:00 【1歳未満】無料、【1歳
以上】1時間8万VND ※延長30分ごとに3万VND追加

モモ／ MOMO
Garden Court 1, 155-SD, 4 Ton Dat Tien St., 
Phu My Hung, Dist. 7, HCMC
(08) 5413 8867 （月～金曜）8:00 ～ 22:00、

（土・日曜）7:30 ～ 22:00
【１～ 10歳】1時間10万VND

Saigon Sky Garden
20 Le Thanh Ton St., Dist. 1, HCMC

ゴミや犬、交通量
…

外で駆け回れる
場所が少ない

　ホーチミン市1区にある予約制キッズ広場で、毎

週様々なワークショップを開催。お絵かき教室では、

100%ナチュラルなフルーツや野菜の汁、ヨーグル

トを絵の具として使うなど、遊びを創造する楽しさを

体験できる。「カニスープ／ Soup Cua」（5万

VND）や「牛肉のおかゆ／ Chao Bo Bam」（5万

VND）といった無添加の軽食＆ドリンクも充実し、

大人はビーズクッションに座ってリラックス。日が落

ちて涼しくなる18時半から、広場のスクリーンで映

画上映会も開かれる。

　2区の路地裏にある南国情緒あふれるレス

トランで、モダンな雰囲気のテラスとボール遊び

ができる広い芝生が魅力。西洋料理に定評が

あり、バジル＆チキンの「 ペンネパスタ／ 

Penne Pasta」（14万5000VND）など子ども

用食器で提供されるキッズメニューは7種類。

キッズスペースを備えた2号店も7区にオープン。

　幼児向けの遊具エリアと、ターザンやトランポ

リンなどの遊具エリアがあり、芝生に上がる前

に靴を脱いで持ち運びする。掃除を定期的に

行うためゴミがあまり落ちていない。その横には

なぜか日本語で説明文が書かれた健康器具エ

リアも。夏場は日射しを遮るものが少なく、芝生

自体も熱くなるので注意。

　西洋風スモーク料理店で、ハノイ中心部で

は貴重な芝生が広がる。滑り台などの遊具や

砂場のほか、バレーボール、バスケットボール

コートもあり、ボールは貸し出し無料。洋風の

キッズセット（12万5000VND）も３種あり、

ビュッフェやパーティーにも対応（要予約、繁忙

期は応相談）。

風通しのよい芝生へは裸足で。「家族
の時間やここでの出会いを大切にして
もらいたい」というオーナーの思いから
Wi-Fiは繋げていない

かわいくライトアップされ
た広場で、ジブリやディ
ズニーなどの映画上映
会。ワークショップや映
画のスケジュールは、
フェイスブックに英語で
アップされる

1
区
に
オ
ー
プ
ン
し
た

緑
あ
ふ
れ
る
キ
ッ
ズ
広
場

裸
足
で
自
然
を
感
じ
、

の
び
の
び
と
遊
ぼ
う
！

子どもは遊び、大人は食事！
一石二鳥のおしゃれ空間

小さな子向けの遊具が充実
無料開放のキレイな芝生

アメリカンクラブの敷地内で安心
絶品ハンバーガーも試してみて

ナド　NADO

マッドハウス
MAD House

カウザイ公園
Cong Vien Cau Giay

ザ・ムース＆ルースモークハウス
The Moose and Roo Smokehouse

ナド／ Nado
270 Vo Van Kiet St., Dist. 1, HCMC
096 984 1079 （月～金曜）15:00 ～ 21:00、（土・
日曜）8:30 ～ 21:30 【入場料】（２歳以上）10万VND 
※ドリンク１杯付き、【ワークショップ】（３歳以上）20万VND、

（大人）５万VND ※ドリンクを注文すれば大人は無料 
nado.info@nado.com.vn
   Nado outdoor

マッドハウス／ MAD House
6/1/2 Nguyen U Di St., Thao Dien Ward, 
Dist. 2, HCMC  (08) 3519 4009 8:00 ～
22:00 月曜午前 
    【1号店】MAD House、【2号店】MAD House D7

カウザイ公園／ Cong Vien Cau Giay
Duy Tan St., Cau Giay Dist., Hanoi
 (04) 6675 8683
7:00 ～ 21:00
無料

ザ・ムース＆ルースモークハウス
The Moose and Roo Smokehouse
21 Hai Ba Trung St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
 (04) 3939 2470 （月～金曜）11:00 ～ Late、

（土・日曜）10:00 ～ Late 22:00 ビジターは大人
5万5000VND、子ども3万5000VND

芝生のある
キッズエリアへ !

Answer

HCMC

HCMC

HCMC

HCMC

HANOIHANOIHCMC

親子で一緒に楽しめるカフェへ !
お悩み②

うま味調味料
は不使用！

階段や柱は
カバー付き
で安全！
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　本物の氷を使用し、半袖では寒いくらいのひんやりとし

た空気にテンションアップ！　ショッピングモール内にあり

ながら1200㎡という広 し々たリンクで年間を通してアイス

スケートを親子で楽しめる。リンク場では常駐スケーター

がサポートしてくれるほか、ペンギンやアザラシ型の補助

具があるので小さな子どもにも安心。入場料にはヘルメッ

トやサポーターが含まれ、スケート靴（サイズは28 ～ 45）

は別途5万VNDが必要。

　約60種類の職業を体験できるベトナム版“キッザ

ニア”。男の子に人気なのは、グループで協力し合

い事件を解決する「科学捜査班CSI」。女の子には

デザイナーやナースが人気だ。言語は英語になる

が、消防士など見よう見まねで楽しめる職業も充実。

ママは仕事場には立ち入り禁止なので、子どもたち

の頑張る姿を外から眺めよう。2階にはキッズスペー

スがあり、ボールプールやミニ滑り台、ベビーベッドを

完備するほか、ウォーターサーバーや電子レンジの

利用が無料。カフェやレストランも併設している。

　路地の中をわくわくしながら進むと、たどり着く

のは一見普通の家。ここが、数十年間の経験

を持つ人形師ファン・タイン・リエム（Phan 

Thanh Liem）氏の工房かつ小さな水上人形

劇場だ。90分の貸し切り体験では、「競漕」

「闘牛」など10演目を間近で鑑賞し、水上人形

の歴史や人形の動かし方を習ったり、木製の

人形に色を塗ったりでき、子どもも大興奮！　た

だしベトナム語の通訳が必須。

　役者の秀でた身体能力を活かした演技ときらびやか

な舞台衣装、映像や音楽が見ものとなる最新ベトナム

版サーカス。ひとりの少女とともに不思議な世界を巡る

スタイルで、ロンビエン橋、ガイコツ、鏡の部屋、南国パラ

ダイスなど、１つひとつのショーで雰囲気がガラリと変わる

ため、子どもの集中力が途切れづらい。言葉がわからなく

ても、夫婦漫才のような男女のピエロには思わずくすり。

「ロッテセンター」５階のキッズ用品売

り場の奥にあり、１人で遊べる年齢の

子どもを預かり、何かあれば電話で連

絡してくれる。エアボールや砂場など９

エリアの遊具はすべて韓国から輸入

されたもので、掃除やメインテナンスを

徹底し、砂場で足に砂が付いたらス

タッフがドライヤーで飛ばしてくれるな

ど気配りも◎。もちろん親子同伴もで

きるが、週末は大変混み合うので、平

日に利用したい。
　幸運を運ぶと人気のサメや、クマノミな

どの熱帯魚、巨大なピラルク、ワニ、ヘビや

トカゲまでいるベトナム屈指の水族館。特

に出口近くの海洋エリアにあるアーチ型

水槽は圧巻だ。南アフリカのペンギン19

羽のなかには、ベトナム生まれ＆育ちの「ペ

ン子」（２歳）の姿も。イベントが集中する

10 ～ 11時と15時～ 16時半が狙い目。

場内の観覧席から見学できる。平日は1日2回、週末
は1日4回、ウクライナ人スケーターによるアイスショー
を開催。また、スケート教室があるので習い事としても
通える

冷房が効いた館内は快適。2016年4月中旬、氷の彫刻や
人工雪エリアがある南極をイメージした施設が完成予定

リエム氏は、人形師を代々続け
る一家の７代目。すべての人形
を彼と妻が彫刻し、天然塗料で
着色。展示されている人形は購
入できる（65万VND ～）

登場人物のイオナは、ハノイの綴りを逆にした名前。
上演時間は75分で、より刺激を求めるなら前列や
通路側の座席を選んで

大人用マッサージチェアは16分2万
VND ～。子ども用トイレや救急箱もあ
り、ロッテ内のおむつ替えスペースや
ベビーカーの無料貸し出しサービスも
便利。食べ物の持ち込みは禁止

【 ペンギンの 餌 やり】10:00 / 
15:00/19:30、【 魚の餌やり】
10:00、【大洋ダンスショー】（月～
金曜）10:30、（土・日曜）10:30/
17:00、【マーメイドショー】11:00/
15:30/17:30/20:00、【亀の餌
やり体験】16:15、【は虫類と触れ
合い体験】16:30

常夏のホーチミン市で冬を感じる !?
親子ですいすいとリンクを滑走しよう

全60職種！ 憧れの職業を体験して
将来につながる大きな一歩を育む

家族や友人と貸し切りで
伝統の水上人形劇の秘密に迫る！

空中ブランコからベリーダンスまで
極上のエンターテイメントを鑑賞

細やかなメンテナンスとサービス
平日に子どもを預けてちょっと息抜き

ニモやペン子、人魚と遭遇 !?
巨大なエイやカメが悠 と々泳ぐ水族館

ヴィンパールランド
アイスリンク
Vinpearl Land Ice Rink

ベトピア　VIETOPIA

ミニ水上人形劇場
Nha Hat Mua Roi Nuoc Thu Nho

イオナ　Ionah

プレイタイム　Playtime ヴィンパールランド  Vinpearl Land

ヴィンパールランドアイスリンク
Vinpearl Land Ice Rink
5F, Vincom Mega Mall Thao Dien, 159 
Hanoi Highway, Dist. 2, HCMC
1900 6677（内線：9）9:30 ～ 22:00
（月～金曜）【身長80 ～ 140cm未満】10万
VND、【140cm以上】17万VND、（土・日曜）

【80 ～ 140cm未満】15万VND、【140cm以上】
22万VND
    Vinpearl Land Ice Rink Thao Dien

ベトピア／ VIETOPIA
2-4 No. 9 St., Khu Do Thi Moi Him Lam, 
Tan Hung Ward, Dist. 7, HCMC
1800 8082 （火～金曜）8:00 ～ 16:00、

（土・日曜）9:00 ～ 19:00 月曜
（火～金曜）19万VND、（土・日曜）28万VND
※対象は4 ～ 15歳。4歳未満は入場無料、職業
体験は不可
www.vietopia.com.vn

ミニ水上人形劇場
Nha Hat Mua Roi Nuoc Thu Nho
1, Ngo 260, Ngach 17/18, Cho Kham 
Thien St., Dong Da Dist., Hanoi
 (04) 3572 7145 / 091 332 3024（ベト
ナム語) 8:00～12:00 / 14:00～20:00※
時間は応相談 （１～３人）130万VND、（４～６
人）170万VND、（７～ 10人）220万VND、（11
～15人）300万VND、（16～20人）350万VND

（貸し切りで１回90分）
http://roinuocvietnam.com
※集合場所は338 Xa Dan St., Dong Da Dist.

イオナ／ Ionah
Star Galaxy Theater & Convention, 87 Lang Ha St., 
Ba Dinh Dist., Hanoi  (04) 3664 6969 / 097 784 6624

（ホットライン）（火・木・土曜）20：00 ～ 21：15（シルバー席）
75万VND、（ゴールド席）95万VND  http://ionah.vn

プレイタイム／ Play Time
5F, Lotte Department Store, 
54 Lieu Giai St., Ba Dinh Dist., 
Hanoi　※ほかハノイ市内に1店舗
(04) 3333 2521 9:30 ～
21:45 （月～金曜）２時間８万
VND、（土・日曜）２時間10万VND
http://playtime.vn

ヴィンパールランド／ Vinpearl Land
1B, Vincom Mega Mall Times City, 
458 Minh Khai St., Hai Ba Trung Dist., 
Hanoi 1900 6677 9:30 ～ 22:00
【身長80～140cm】（月～金曜）10万VND、

（土・日曜）15万VND、【140cm以上】（月～金曜）
17万VND、（土・日曜）22万VND、【65歳以上】
11万VND（IDカード提示）  ※ウェブサイトから
チケット予約可能
http://timescity.vinpearlland.com

雨の日や暑い
日の

外出がおっく
う

おでかけ先が

決まってきて

飽きてくる
ワンストップで済む
ショッピングモールへ! ベトナムならではの体験施設へ
Answer Answer

HANOI

HANOI

HANOI

HANOI

HCMC
HCMC

お悩み④
お悩み③

今日の
ごはんは
何かなぁ

鑑賞後は記
念撮影タイ
ムもあるよ
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ファミリーガーデン　Family Garden

ほしがって
も食べ物は
あげないで！

いつでも
野菜を収穫
できます

ユニマート／ uni mart
【2号店】1F, D2 Building, Giang Vo St., Ba Dinh 
Dist.
(04) 3204 6888　8:30 ～ 21:30

　ベトナム王朝を再現した敷地面積450万㎡の巨大テー

マパーク。プールのあるウォーターパークも人気ながら、キリン

と触れ合える動物園は必見。思いのほか背が高く大きなキリ

ンの迫力に驚くが、人を発見すると近寄ってくる人懐っこい

性格のよう。ただし動物園スタッフが不在の時があるので、

子どもとキリンの距離感には十分注意して。

　日本から持参するママが多いが、万が一切
れたときは、「ビボマート」や「ソック＆ブラザー
ズ」、「トゥティケア」などで日本製のものが割高
ではあるが手に入る。「ラポティケア」では、0歳
児から使用できるオーガニックスキンケア製品

「 エ ル バビー バ ／
Erbaviva」（①）を取り
扱っている。

　ベトナムでかわいいものを探すのは至難。「ナ
ドホーム」のレジャーシート（④）は、両面使えて
折りたたむとボックス型に！　同店では、砂場遊
びに最適なビニールスモックや日本製の虫刺さ
れ薬も販売している。

　日本人デザイナーによる「ナグ」（②）や、デン
マーク人デザイナーが手がける「コペンハーゲ
ンディライツ」（③）など。いずれも、上質な生地
を用いた子ども服が人気。

　ごろっと寝転がるツキノワグマやインドシナトラ、ウン

ピョウ、ライオン、カバから、日本のタンチョウヅル、貴重な

テナガザルなど100種600以上の動物が集められた北

部屈指の動物園。ツキノワグマがじゃれ合い、トラはすや

すや昼寝…と、動物たちの飾らない姿は大人でも新鮮。

レトロな遊戯施設やお化け屋敷、ミラーハウスなどもあり、

やや老朽化が目立つ（各２万VND ～）。夏場は暑いの

で動物もぐったりしているかも。

スライダーを備えた2つのプール
があるウォーターパーク。浜辺エリ
アには屋台が並び、大人はビーチ
チェアでくつろげる。1万VNDで
浮き輪もレンタル可能

①「日焼け止めクリーム／
Sunscreen SPF30」73
万VND、「オーガニック虫
除けスプレー／ Organic 
Buzz Spray」63万VND

②ナグの「チューリップ
ハット」のサイズは３種
類。26万4000VND

③同じ柄の別アイテムも
ある。32万5000VND

④100cm×100cm
（18万9000VND）

（上左）柵から手を出して食べ物をねだるテナガ
ザルは人気者。原則餌やりは禁止されているの
で、あげるのは我慢しよう（上右）どこかもの寂し
い雰囲気のゾウ

キリンのほか、シマウマなども。
広いパーク内は２人乗りのタ
ンデム自転車（５万VND）ま
たは電気自動車（１時間30
万VND）で移動しよう

パークへのアクセスは、
バスの場合、ベンタン
バスターミナルから
616番のバスで90分

キ
リ
ン
の
顔
が
す
ぐ
目
の
前
！

　

大
迫
力
の
動
物
園
＆
大
型
プ
ー
ル
で

１
日
遊
ぼ
う

街のど真ん中で動物たちが
マイペースに暮らす姿にほっこり

ダイナムワンダーランド
Dai Nam WONDERLAND

日焼け止め＆虫除けスプレー

レジャーシートやスモック

子ども用の帽子やバッグ

ハノイ動物園
Vuon Thu Ha Noi

ダイナムワンダーランド／ Dai Nam Wonderland
Hiep An Ward, Thu Dau Mot, Binh Duong Province 
 (0650) 389 1389
（月～金曜）7:30 ～ 16:30、（土・日曜）7:30 ～ 17:30
【大人】20万VND、【100 ～ 140cmの子ども】12万VND（14:00
まで、入場料＋動物園＋ウォーターパークがセット）※14:00以降は入
場料、ウォーターパーク、動物園は別々で購入
www.laccanhdainamvanhien.vn

ハノイ動物園／ Vuon Thu Ha Noi
Thu Le Village, Ba Dinh Dist., Hanoi なし
7:00 ～ 17:30（冬季は～ 17:00）
（身長130cm以上）1万VND、（130cm未満）5000VND

生き物や自然と
触れ合う
機会があまりない

　トウモロコシ、ナス、空芯菜など、農園に実る好きな野菜を

収穫して購入でき、自然や食べ物、環境への子どもの意識

を育めるとベトナム人に人気。毎週末の子ども向け農業イ

ベントでは、スタッフのガイド付きで野菜の収穫や試食、その

他のアクティヴィティーが体験できる。また、敷地内には広い

芝生やアスレチック、大人がリラックスできるレストラン＆カ

フェがあり、アヒルやウサギなどの動物と触れ合えるほか、3

万VNDで道具を借りて釣りも楽しめる。中部高原ラムドン

（Lam Dong）省から直送されたオーガニックの野菜や卵も

販売している。

通り沿いの看板が見えたら、路地
の奥に進もう。自家農園を２×５ｍあ
たり月65万VNDで３ヶ月からレンタ
ルできるサービスもある。イベントな
ど詳細はフェイスブックまたは電話
で問い合わせを。英語可

郊外の農園でリフレッシュ！
野菜を収穫しながらのんびり遊ぼう

ファミリーガーデン
Family Garden
28 Thao Dien St., Dist. 2, 
HCMC
091 366 2887
7:00 ～ 23:00
野菜の収穫は入場無料、
週末のワークショップは7万VND
    Family Garden

ラポティケア／ L'apothiquaire
64A Truong Dinh St., Dist. 3, HCMC
 (08) 3932 5181 9:00 ～ 22:00
www.lapothiquaire.com
※ほかホーチミン市内に1店舗、ハノイ市内に２店舗あり

ビボマート／ Bibo Mart
https://bibomart.com.vn
※ホーチミン市に22店舗、ハノイ市に28店舗ほか

トゥティケア／ Tuti Care
www.tuticare.com
※ホーチミン市に７店舗、ハノイ市に12店舗ほか

ソック＆ブラザーズ／ Soc & Brothers
www.snbshop.vn
※ホーチミン市に１店舗、ハノイに４店舗ほか

ナドホーム／ Nado Home
18 Tran Doan Khanh St., Dist. 1, HCMC
 (08) 6299 4455 / 090 284 1039
（月～土曜）9:30 ～ 20:00、（日曜）9:30 ～ 18:00
www.nado.com.vn

ナグ／ nagu
20 Nha Tho St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
 (04) 3928 8020 9:00 ～ 21:00
※ほかホーチミン市に１店舗あり

コペンハーゲンディライツ
Copenhagen Delights
108 Xuan Thuy St., Dist. 2, HCMC
 (08) 3519 4228 （月～金曜）9:00 ～ 19:00、

（土・日曜）10:00 ～ 18:00
※ほかハノイ市内に２店舗あり

HCMC

番外編

HANOI

街中＆郊外の動物園や農園へ !

お出かけ便利グッズ、どこで買えるの？

Answerお悩み⑤

海みたいに
波もあるよ

高
台
に
上
っ
て

キ
リ
ン
に
タ
ッ
チ
！

バ
ス
に
乗
っ
て

レ
ッ
ツ
ゴ
ー
♪

HCMC

園内を
ラクラク
移動！
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