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新年の幕開けには、ベトナムで幸
福を呼ぶとされる赤と黄色のアオ
ザイを身にまとおう。デコルテから
腕にかけて肌が透ける大胆なデザ
インに、スパンコールで上品さをプ
ラス。１人は椅子に座ってクール
に足を組み、もう1人は右手を軽く
握ってはんなりと決める。気品を漂
わせるため、微笑程度にとどめよう
モデル／（右）宇賀居玲奈さん、

（左）中谷茜理さん

→白い背景で撮影し、蓮池の写真を合成させた一枚。あどけな
さを残した少女をイメージし、清楚なアオザイとヘアスタイルで
雰囲気作り。小道具に笠を使い、ベトナムらしい仕上がりに

↑オールスパンコール＆金色というド派手な男性用アオザイは、写真映え
する優れもの！　衣装負けしないよう堂 と々したポージングを心がけて。横
並びになり、軽く握ったこぶしをおへそ辺りに構えたら、カメラマンに若干に
らみを利かせる気持ちで
モデル／（右）平川泰地さん、（左）山内奨さん

←昔のベトナムを彷彿させる伝統衣装の「アオババ／ Ao Ba Ba」。ベトナム人
の結婚写真の衣装としても人気上昇中で、「2人でいられるだけで幸せ」という
気持ちを表現しているのだとか。屋外撮影の場合、事前にコンセプトを固めてお
くとスムーズ。今回は、「畑仕事の合間の休憩」をイメージした
モデル／安立光孝さん・朋子さん
ロケ地／ファミリーガーデン（28 Thao Dien St., Dist. 2, HCMC）

→男性と女性の2グループが交互に情愛を詠い合う伝統民謡「クアンホ／ Quan 
Ho」の衣装でキメる。グループ同士の男女の恋愛は御法度で、惹かれ合っても一
緒になれないというクアンホの掟が。この複雑な心境を表現するため、手を握り合い
ながらも互いの視線は合わさずに

ベトナムで暮らしていると、旧正月テト（Tet）の存在感に押され
てしまい、新暦の正月は心なしか存在感が薄いよう…。「2017 年
の幕開けこそは、何か正月らしいことをやってやるぞ！」。そう意気
込む人に、ヘアメイクや衣装、ポージングに至るまで完璧に作り
こんだ「本気の一枚」の撮影をおすすめしたい。ベトナム人顔負
けの一枚で、最高のスタートをきろう！
協力／創寫館、レ・グエン（Le Nguyen）

2017年の幕開けを飾る記念写真2017年の幕開けを飾る記念写真
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俺たちは明星。
しし座流星群より
ゴージャスに輝く

" ずっと一緒に笑っていような"
妻よ、言いたいのはそれだけだ。

心の琴線に触れるあなたの歌声
どうかお願い。行かないで



笠を両手で持ち上げると自然とくびれができ、
劇的に美しいS字ラインが生まれる。お腹周
りが気になる人は、笠で隠してもよし。背筋を
ピンと伸ばし、お尻を持ち上げるようにして

人差し指を出し、その他の指は握り込まずに
指でキツネを作るようにするのがコツ。視線は
斜め上、向かって右側の人は右腕を真っ直
ぐ伸ばし、左側の人は右腕を90度に曲げる

友人との「仲間感」を出したいならこのポー
ズ。手を握り合ってカメラマンに背を向け、
にっこり笑顔で振り返ろう。男性同士なら、１
人がもう１人の肩に手を置いても様になる

写真の背景となる壁紙を選んで撮影へ。写
真館スタッフやカメラマンがポーズの指導を
してくれ、女優になった気分で演じきった２人。
楽器や扇子、笠などの小道具も用意される

ベトナム流ショットは、
こうして出来上がった！

☆☆モデルの撮影舞台裏に密着☆☆

激動の顔面レボリューション！

アオザイ選びからスタート！

カメラマンの指示に沿って撮影

禁断のアレを発見…

めっちゃ
うれしい
…（涙）

Wow!
でかすぎ
 じゃない  !?
   （汗）

ヘアメイクで完全ベトナム流

お次はヘアスタイリング！
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バブルの申し子 !?
バブルの申し子 !?

「本気の一枚」がどのように撮影されたのか。全部見せます舞台裏！　「創寫館」にて行
われた宇賀居玲奈さん＆中谷茜理さんの撮影に密着した。尚、メイクやバストアップの
演出については、あえてベトナム人客が好むものを依頼。予めご了承下さい。

サンプル写真を見て写真館スタッフとイメージを共
有した後、約200着が揃う女性用アオザイから選ぶ。
試着室があるので、自分に似合う色を吟味

まずはファンデーショ
ンを重ね塗りし、太く
濃く眉毛を描き足して
凛とした表情に。韓国
製やフランス製の化
粧品を使用。1人ずつ
メイクさんが付く

アオザイに合うヘアスタイルをスタッ
フが提案してくれる。今回は伝統的な
アオザイに合うよう、上品なまとめ髪に

右目が奥二重の玲奈さん。アイテープを使っ
て、左右対称のぱっちり二重に変身！

茶色のシャドウを鼻の両脇に濃く入れて陰
影をプラスし、顔にメリハリをつける

つけまつげ2枚を重ね付けし、
さらにマスカラをたっぷり塗る

体のラインを美しく魅せるため、パットの中
にガーゼを5枚ほどブラジャーに仕込む

アオザイは体型に合わせて、
調整をしてくれるので安心
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恥じらいを捨てて演じるのが吉
なりきりベトナム本気ポーズ

アイテープで作る偽装二重 ヴィジュアル系バンド凹凸 つけま＋マスカラ＝歌劇 EYE

ネオンとともに生きる

ザギンの女風



Lịch Ép Gỗ

Lịch Trúc Treo Tường

Móc Khóa
スイカや梅の花など、おめでたい
イラストが描かれた60×40cm
のボードに写真を転写。本屋で
日めくりカレンダーを購入し、ボン
ドで貼り付けるか、釘を打てば何
年でも使い続けられる優れもの。
25万VND。所要3 ～ 4日

60×40cmのタペストリー型カレ
ンダー。メイン写真とその他サブ
写真を数枚組み合わるとバラン
スよく仕上がる。30万VND。所
要3 ～ 4日

写真屋でオーダーできるベトナム感満載のグッズも面白い
が、撮影した写真が映えるおしゃれな額縁をオーダーして
みては？　ハノイ、ホーチミン市ともに「額縁屋通り」で入
手できるほか、ローカル絵画店でも購入できる。オーダー

制が多いので、飾
りたい写真を持参
して具体的に縦・
横何cmの額を作
りたいのかを事前
に考えておくのが
ベストだ。

オリジナルアルバムは、旅
行の記念品や一時帰国の
お土産としても最適！　撮
影料とは別料金で6枚組
150万VND（13×18cm）、
8 枚 組180万VND（15×
21cm）

ティエンガン／ THIEN NGAN
46 Nguyen Hue St., Dist. 1 (08) 3822 0327
8:00 ～ 21:00 ※テトも営業
CDやUSBにデータを入れ、写真屋へ。今回紹介したものを作りたいときは、
本誌を持参して併記したベトナム語を指差そう

115B Tran Dinh Xu St., Dist. 1
(08) 3925 0355
9:30 ～ 20:00 17:00
（テト）2017年1/25（水）～ 2/1（水）
http://soshakan.com.vn

2F, 94 Mac Thi Buoi St., Dist. 1
 (08) 6291 3585 9:00 ～ 20:00 19:00
（テト）2017年1/27（金）～ 2/1（水） 
www.misssaigonstudio.com

9F, 27 Mai Hac De St., Hai Ba Trung Dist. 
(04) 3633 1577 9:00 ～ 21:00 17:30　
（テト）1/25（水）～ 2/1（水） 
www.fujistudio.vn

125 Cong Quynh St., Dist. 1
090 875 4108 8:00 ～ 18:00
※テトも営業

200 Kim Ma St., Ba Dinh Dist.
 (04) 3843 0224 8:00 ～ 21:00
（テト）1/25（水）～ 2/1（水）

2C4 Lane 5, 629 Kim Ma St., Ba Dinh Dist. 
098 384 5709 7:00 ～ 20:00 19:00
（テト）未定   The Jovial Studio

【ハノイ】10F, Hong Ha Center Bldg., 
25 Ly Thuong Kiet St., Hoan Kiem Dist.
(04) 8585 5797 9:00 ～ 18:00 ※テトも営業

【ダナン】37 Hung Vuong St., Hai Chau Dist.
(0511) 364 6868 8:00 ～ 17:00 ※テトも営業

【ホーチミン市】MF, Bao Viet Financial Center 
Tower, 233 Dong Khoi St., Dist. 1 
(08) 3822 7951 9:00 ～ 18:00 ※テトも営業
www.hisvn.com.vn/jp/sgn_op

●額縁通り
【ハノイ】バーディン（Ba Dinh）区
グエンタイホック（Nguyen Thai Hoc）通り

【ホーチミン市】
5区のチャンフー（Tran Phu）通り

●ショップ
【ハノイ】チャインデコール／ Tranh Decor
524 De La Thanh St., Dong Da Dist.
098 758 5625 8:00 ～ 19:00 
（テト）2017年1/27（金）～ 2/1（水）
www.khungtranhdep.net

【ホーチミン市】ベンタンアート＆フレーム／
Ben Thanh Art & Frame
7 Nguyen Thiep St., Dist. 1
（08） 3823 3001 / 3823 8101
8:00 ～ 18:00 （テト）未定
www.benthanhart.com

安っぽさが憎めない、表と裏
に好きな写真を1枚ずつ選ん
で作るキーホルダー。離れて
暮らす家族や恋人に送りつけ
て、家や車の鍵と紛れていつ
もそばにいよう。他にハート型
など数種類あり。5万VND。
所要5日

日本語スタッフが常駐する写真館で、
イメージの共有や撮影の説明が丁寧
で安心。スタジオ撮影は1人90万
VNDで、料金には衣装（2着）、ヘアメ
イク、撮影、13×18cmの写真5枚と
20×25cmの写真1枚が含まれる。
屋外での撮影は350万VND ～対応。
写真データの受け取りには、別途30
万VNDが必要。要予約

1人約８7万VNDで、衣装（2着）、ヘアメイク、
撮影、写真10枚＋データ、アルバム1冊が含ま
れる。人力三輪車シクロ（Xich Lo）などの撮影
道具が揃う。1区なら来店または、帰宅時の送
迎サービス付き。日本語可。要予約

1人70万VND。料金には衣装（1着）、撮影、
写真3枚＋データ、アルバム（3ページ）1冊が含
まれる。アオザイ持ち込みの場合は50万VND。
アオザイのレンタルのみも可能で、4時間20万
VND ～。日本語可。要予約

舞台映画大学の敷地内にあり、アオザイなど
のベトナム伝統衣装のほか、少数民族の衣装
から農村着まで幅広いラインナップが揃う。料
金は衣装により異なるが約10万VND。貸出
し日～返却日までパスポートを預ける必要あり

100着以上のアオザイが揃い、シルク製の
柄物は1日約20 ～ 40万VND、レースなどの
生地は約25～70万VND。その他、キムマー

（Kim Ma）通りやマイハックデー（Mai Hac 
De）通りに多数あり。

ラウンジ内でアオザイを着用できるサービスを提供。
レンタル料金は、ハノイとダナンが約20万VND、ホー
チミン市が約35万VND。また、約40万VNDのデポ
ジットを払うとアオザイを着用して外出ができる。テト
期間中も日本語対応あり

1人60万VNDで、料金には衣装（1着）、ヘアメ
イク、撮影、写真20枚＋データが含まれる。アル
バム（10ページ）が付く200万VNDのパッケー
ジもある。ベトナム人の若者に人気のモダンな
アオザイが豊富。要予約

スケッチトラベル・ドンコイエリア店
52/1 Dong Du St., Dist. 1
(08) 3823 5405 
（月～金曜）9:00 ～ 20:00、（土・日曜、祝日）
9:00 ～ 18:00 、（テト）1/26（木）～ 2/1（水） 
は10:00 ～ 17:00

「スケッチトラベル」では、在住者も利用で
きるアオザイ撮影のツアーを用意。利用す
る写 真 館は「ツェースタジオ／ Dze 
Studio」。1人92万VNDで、料金には衣
装、ヘアメイク、撮影、写真6枚、お茶のサ
ービスが含まれる。別途23万VNDでデー
タの受け取りが可能。申し込みは下記まで

本気の一枚を実現させてくれる
写真館＆レンタル衣装屋この一枚を一生残るレジェンドに！

どうせやるなら、とことんこだわる

撮影するだけでは終わらないのが本気の一枚！　写真館のオプションを利用するほか、撮影データをもらってベトナムらしいグッズ
を作ってみよう。今回撮影した写真を使い、一生の記念として残せるグッズを街中の写真屋でオーダーした。
*写真館により、撮影データの入手には別途料金が加算される場合がある。①～③はホーチミン市の写真屋「ティエンガン／ THIEN NGAN」で注文。④は写真館

「創寫館」サンプル品

家宝レベルの
謹賀新年ボード

大袈裟すぎる
巨大カレンダー

ナチュラルに飾りたいなら、
額縁がおすすめ！

超絶ダサかわ
キーホルダー

創寫館／Soshakan

ミスサイゴンスタジオ
Miss Sai Gon Studio

フジスタジオ／FUJI Studio

レ・グエン／ Le Nguyen
アオザイホンニュン
AO DAI Hong Nhung

スカイハブ
グローバルツアーラウンジ
SKY hub Global Tour Lounge

ザ・ジョヴィアルスタジオ
The Jovial Studio

Hanoi Hanoi

Hanoi

HCMC

HCMC

HCMC

H.I.Sのアオザイレンタルも便利！

スケッチトラベルでも
随時受付中！

創寫館特製
じゃばらアルバム

後世へと語り継がれる記念に
①

③

④

②

365日ながめていたい

軽量で持ち運び自由自在！

さり気なくあなたのそばに…

レンタル衣装屋

写真館



タイで生まれた撮影方法。デニム生地や色を揃
えるなどファッションに統一感を出し、それぞれの
立ち位置を決めて無表情で撮影する。雑誌のよ
うな垢抜けたクールなショットに

日常・OOTD・SO DEEP！
若者の“本気”の角度とは

ありふれた
日常こそ
素晴らしい！

“SO DEEP”で
心の内を
意味ありげに
アピール

Outfit Of The 
Day、略して

「OOTD」

若者世代が着目するのは
原点回帰

架空の自分を演じたって
いいじゃない

日本料理屋の看板を
シャレオツ利用！

空間をCOOLに集団ジャック

青春真っ只中の若者に人気の

「ソーディープ／ So Deep」とは!?

90年代後半生まれは
ファッショナブルに

地味！

The endless road.
 Without a stop sign… Sống Chậm ！

Có những lúc phải mạnh mẽ 
gạt bỏ một số thứ để theo 
đuổi giấc mơ của mình

Who Am I in this life?Wanna go away…

「どこかに消えてしまいたい…」

（終わりなき道。そこに「止まれ」の標識はない…）

「私は何のために生まれてきたのだろう」

（夢を追いかけるためには、何かを
捨てて強い自分でいなくては）

「ゆっくりと生きていたいの！」

いつもの2人、いつもの笑顔

サイゴンレトロを再現

ベトナムの若者たちは、写真館で作り込んだ“不自然”な写真は「ダサい」と考える一方で、写真に傾ける情熱とこだわりはどうやら健在の模様。
1980年代後半～ 90年代後半生まれの若者の間で大旋風を巻き起こしている撮影方法を学び、「本気の一枚」に取り入れてしまおう！

　濃い化粧をし、美しい風景を背

景に抱き合う、見つめ合う、といっ

た従来の結婚写真ではなく、ベト

ナムのありふれた「日常」に価値を

見出し、そこに溶け込む飾らない2

人を表現する写真が人気だ。古き

良き時代の再現も多く見られ、海

外の影響を強く受ける現代におい

ても「ベトナムは素敵な国だと誇り

を持って」という若い世代への思

いが込められている。

　もの哀しく、心に深い闇を抱えている

“風”の写真「ソーディープ／ So Deep」

を、自作の一言ポエムとともに意味あり

げに投稿することが、主に1990年後半

生まれの若者の間で流行している。

SNS上で現実とは違う自分を演じること

を指す若者のスラング「ソンアーオ／
Sống Ảo」（架空を生きる）から派生した

ものだ。

　この世代は、「他人とは違う思考を持

つ、深い人間」と周りに思われたい願望

が強いそうで、本当に心の内を表現する

こともあるものの、その大半はあくまで演

じているだけ。現実を知る友人に「ソン

アーオ！」とからかわれる場合もあるので

要注意！

ベトナムのインターネット掲示板では、
芸術的な「So Deep」な写真と一緒
に、実際の撮影過程を公開すること
が流行っている。意味ありげなポエム
とともに心の奥底に潜む感情を表現
していると見せかけて、撮影は「けっこ
う地味、かつ必死！」というギャップが
人気を呼んでいる。

遠くを見つめ、物思いにふける

後ろ姿を撮影する

逆光で撮る

目は閉じる、
または伏し目がちにする

全身ではなく上半身のみを
撮影する

足、手、唇など体の一部分に
フォーカスする

髪の毛や植物などで、
なるべく顔の全貌を隠す

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

2016年から急速に広まったのが、

「今日の服装／ OOTD」。SNS上

でハッシュタグ「#OOTD」を付けて

自分のファッションをアピールし、

多くの「いいね！」を獲得するのが

狙いだ。服装以外にも、背景、自

然光がきれいな8時と15時の時

間帯を狙った撮影、自然なポージ

ングにもこだわる。連写で100枚

以上撮り、選んだ1枚はSNSのゴー

ルデンタイムと呼ばれる8、11、17

時に投稿するのがマストだ。

旅行で訪れたビンバー（Binh Ba）島で急遽ウェディン
グ写真を遽撮影することに！　現地でドレス＆スーツをレ
ンタルし、花束などは市場で購入。親友のカメラマンが、
いたずら好きな2人らしい自然な笑顔を撮影した

ホーチミン市レタントン（Le 
Thanh Ton）通りの路地は、
人気の撮影スポット。昭和
感漂う「麺処大ちゃん」や

「松坂屋」前が好まれるとい
う。3日かけて撮影場所や
服装を吟味し、日本にいる
ような雰囲気を演出

ホーチミン市がかつて“サイゴン”と呼ばれた時代の文化が
大好きという2人は、当時の装いを研究し、古着や母親の
アオザイでコーディネート。市内のヴィンテージカフェや華
人街のビンタイ（Binh Tay）市場などで撮影し、カメラマン
には古い写真風に加工を依頼した
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キーワードは

「So Deep」の裏側にある現実
「So Deep」の謎をさらに
深める7つのコツ

ジャングル!?
と思いきや、
ただの観葉植物


