魅力 は 新たな

驚き・新鮮さ・楽しさ

ベトナム再発見の旅！
ベトナ ム 各 地 方の“ 必 見 の 観 光 地”をすでに制覇し、もう見るべきところがないと
嘆くあなた。実 は、ハノイ、フ エ、ホ イアン、ニャチャン、ホ ー チミン 市など お 馴 染
み の 観 光 地 には、未 知 の 体 験がまだまだ 残って いる。
「 ベトナ ム は行き尽くした」
なんてもう言わせない。ユニークな日帰りツアーに出かけよう！

※ 掲 載 情 報は2017年5月取 材 時のもの

古来のキャラクター
から海外生まれの
ものまで、
全65種類
のお面を作っている

！
！

ホアさん夫婦。現在、
ハノイで紙のお面を作
る唯一の職人だという

◉料金：1人約39万VND

マイ・ターオさん
トアカデミー
（バックストリー
管理者・ガイド）
ベトナムツアー

キャ
ラ
ク
いっぱい ターが
！

通常はペンキで色づけ
するが、旅行者は乾きが
早い絵の具を使用する

ホアさんがとて
も優しくて楽し
かった！ ベト
ナム最後のお面
職人に学べたの
がうれしいです

お面作りの工程。模型に5 ～
6層の紙を貼り、
お面を作る

ル
スケジュー
職人の家の近くでガイドと待
ち合わせ⇒職人の自宅に到
着後、
お茶を飲みながら交流
⇒好きなキャラクターを選び、
職人から説明を受けながら
お面づくり⇒色を塗って完成

カナダからの
参加者

ム農村の象徴「水牛に乗った少年」になれる農業体験をぜひ。

犬肉

ワー ム の
ココナッツ
漬け
ヌオックマaム
Nuoc Mam

Thit Cho

Duong Du

き血
豚の内蔵＆生t Canh
Tie
Long Lon

犬肉以外は想
像より全部お
いしくて、簡
単に壁を乗り
越えたよ！

アヒルの卵
孵化直前の
n

ピー揚げ
昆虫のクリCス
hien Gion
g
Con Trun

o
Hot Vit L

!?

（18USD）

◉所要時間：約3時間
◉催行人数：1～5人

び、あの“禁断料理”の数々を味わおう。ホイアンではベトナ

参加者：
カーク・ゲール
（Kirk Geh
l）
さん
― カナダ人

ハノイの路上店の雰囲気や
街角の日常的な風景を楽し
みながらチャレンジ！

昆虫や犬肉などを堪能するツアーは、
カンボジアやラオスにもあるが、
なぜハノ
イでこれらの料理を試す価値があるの
か？ それは、多様性。
もしあなたが「犬
肉だけは絶対食べない！」
というなら、
代わ
りに生き血や、孵化直前のアヒルの卵、
生きている虫など、様々な選択肢が用意
されているのでご安心を。
旅行者を恐がらせるのが目的ではなく、

楽
し
ん
だもの
勝ち！

Paper Masks
Preserving
an Ancient Craft

滞在時間が限られている人
は、無地のお面を選んで色を
塗るのがおすすめ。15 分で
乾くので、その日に仕上がり
ます！ お面から作る場合は
所要２～３日。宿泊先まで配
送してくれます

きる３つ のツ ア ーをご 紹 介。ハノイでは、お 面 職 人 の 技を学

グルメなあなたは必食
禁断の料理 ツアー

づくり

昔から伝わる中秋節の子どものおもちゃ
が「紙のお面／ Mat Na Giay Boi」。ハノ
イ・ハンタン（Hang Than）
通りに住むグエ
ン・ヴァン・ホア（Nguyen Van Hoa）
さん
（64歳）
と妻のラン（Lan）
さんは、
この紙製
お面を作る
「最後の職人」
と呼ばれている。
中国から大量の安いおもちゃが出回っ
たことで伝統的なお面が売れなくなり、職
人たちの収入は激減。
そのため職人のほと
んどが姿を消したという。仕事を続けるのは
大変でも、
ホアさん夫婦にとって最も大切
なことは、ベトナムの伝統文化を次世代へ
つなげたいという思いだ。創業して40年以
上、中秋節に子どもたちが喜ぶ顔を絶やさ
ないようにと、
ベトナムの魂が込められた小
さなおもちゃを作り続けている。

大人も
気
この表 になる
情

お面

伝統的な

「最後の職人」から学ぶ、

！
流
交
と
ム
ベトナ
ー
ア
ツ
験
体
ル
ローカ

ベトナムの人々との交流を通じて、地域に根ざした体験がで

「これは無理！」と思った
ら、
お店を変えることもでき
ます。12 歳未満の方は参
加できません。食材の旬に
よって挑戦する食べものが
変わることがあります

ル
スケジュー
旧市街でガイドと待ち合わせ
⇒料理店へ。アレンジ可能だ
が最大5店を訪問（昆虫料理 ゴッ
クアインさん
の店は離れた場所にあるが、（英語学
科4年生・ガイ
ド）
料金はタクシー代を含む）

現地の人がおいしく食べているもの
を実際に味わい、
自分が生まれ育っ
た国とベトナムの食文化を比べるの
が醍醐味だ。
どんなに見た目がグロテ
スクでも、臭いが激しく不快だったとし
ても、ベトナムの人々にとっては思い
入れがあるもの。ベトナムの食文化を
尊重し、
おなかと相談しつつ、
ぜひ挑
戦してみよう
！

Fear Factor
Challenge Hanoi
◉料金：1人約52万VND
（26USD）

◉所要時間：約4時間
◉催行人数：１～6人

参加方法
ト
「www.backstreetacademy.com」
いについての連絡がある ※手付金
①ウェブサイ
で、
「Enter Destination」
から目的地を選択
の前払いは必須。
ツアー終了時にガイ
②興味があるツアーの日時、参加人数を選び
ドに残金を支払う
「Request Booking」
で予約
【注意事項】
※「Add on」
でプライベートクラスやホテル送迎
①会話は基本的に英語
などのサービスを追加可能
②1人や少人数での参加は、他の人
③FacebookまたはEメールでの申し込みも可能。 と一緒になる場合あり
24時間以内に、待ち合わせ場所や手付金支払
③ツアー内容は増減可能

バックストリートアカデミー・ハノイ事務所
Back Street Academy Hanoi Office
世界各地の職人の貧困からの脱却と、伝統的
な文化の維持を目的に、旅行者にユニークな
体験を提供。アジア43都市で約1200のロー
カル体験、ツアー、アクティビティが集まる。
11A Nam Trang St., Ba Dinh Dist., Hanoi
 097 954 5707
（Ms.マイ
・ターオ／Mai Thao）

（電話対応）
24時間
www.backstreetacademy.com

HANOI

HANOI

ベトナム人の
リアルな文化
や
生活をつまみ
食い

映画や写真でし
か目にしなかっ
た風景で、自分
が主人公にな
れるなんて！

のどかな観光地で
エキサイティング☆
スポーツ体験
参加者は専用の保護具を
装着する

刺激を求める“体育会系”旅行者の期待に
応 える た め、ベトナ ム 各 地 で はカ ヤック
（Kayak）、バンジ ージャン プ（Bungee
Jumping）などが続々と登場している。中
でも注目なのがフエにある国内初かつ最大
規模の「ハイワイヤー＆ジップライン」だ。

わ～い！ けっ
こう高くて長い
よ～。最初は怖
いけど、超わく
わくドキドキ

自然の中で鳥
、 になって
飛んで みたい
空を

竹製のかご舟
「トゥイントゥン
／ Thuyen
Thung」で川
を下る

洗練された料理や宮廷遺産などで知
られる古都フエ。アクティヴな観光のイ
メージはあまりないが、2014年に
「アル
バ温泉リゾート」内に2つの新しいアウト
ドアスポーツが登場した。地上6mの高
さにある不安定な吊り橋の上を歩く「ハ
イワイヤー／ Highwire」
と、
ワイヤーロー
プで空 中を滑り抜ける全 長500mの
「ジップライン／ Zipline」
だ。
あふれる自
然の中で体験するスリリング＆爽快感は
格別！ 初心者からエクストリームマニア
まで十分に楽しめる。
スケジュール

Cultural Country Life
Experience
◉料金：1人約300万VND
◉所要時間：10時間
◉催行人数：2人～

ホテルでピックアップ⇒温泉やウォータース
ポーツを含むチケットで入場⇒ジップライン
とハイワイヤーを体験⇒フエ定番料理が8
品味わえるランチ⇒温泉やウォータースポー
ツなど自由に参加

参加方法
ウェブサイト「www.jacktrantours.com」で内
容をチェックし、
Eメールまたは電話で予約
（英語）
。
ジャック・チャンツアーズ・ホイアンエコツアー社
Jack Tran Tours - HOI AN ECO-TOUR
ホイアン農家出身のオーナーが2011年に設立。2時
間半～ 8時間の他のツアーも10種類開催。

日差しが強い外での活動
なので、日焼け止めや帽子
を準備してくださいね！
ビーチサンダルが一番楽。
タオルと着替えの服を用
意してくださいね

コアさん（「ジ
ャックチャン
ツアーズ」創
立者）

！
！
温泉は体に
良いのよ♥

水牛車に乗
って
美しい田園風
景を満喫

このところ、ベトナムでは全国的に農業
体験が流行中。特にこの3年間は、
ホイア
ンでの農業体験ツアーが欧米人旅行者を
中心に人気を集めている。都会の日常とは
違う体験ができるほか、動物や環境に優し
いエコツアーであることも人気の理由だ。
ホイアンの農民たちにはピュア
な人が多く、のんびりとした雰囲
気がかわいらしい。そんな彼らとと
もに畑仕事をしたり、水牛や水牛
車に乗せてもらったり、小さな舟で
川を下ったり、魚をとったり…。の
どかな田園風景になじみがある日
本人にとっては、農村文化や自然
への理解を促してくれるかもしれな
い。あなたのベトナム旅行のハイ
ライトになるはずだ。

ちそうで
かご舟は落
ドキドキ！

一番
人
気
の
水牛ライド
！

になろう

の背中に乗って、

準備OK？
こっちはでき
たー

水牛

本物の農民

水牛は簡単に人を背中に乗せないので、
農
民たちがコツを教えてくれる

ホテルでピックアップ、英語でツアー内容を説明 ⇒ 自転車で
ハーブで有名なチャークエ（Tra Que）村へ。田舎の風景写真
を撮影 ⇒ 農民と交流し、野菜の収穫や水やりなどに参加 ⇒
田植えをして、水牛に乗るなど ⇒ 農民の家でご飯作り ⇒
フットマッサージでリラックス ⇒ 水牛車に乗る ⇒ 漁村へ移動
して網で魚釣り ⇒ マングローブへ移動、
丸形の小船でカニとり
⇒ 伝統菓子やビールを楽しみながら、
農民たちと交流

Block 4, Phuoc Hai Fishing Village, Cua Dai
Dist., Hoi An  091 408 2850 / 0123 433 1111
（受付）6:00 ～ 22:00
 jacktran@jacktrantours.com
www.jacktrantours.com
※申し込みは参加前日までに電話かEメールで。悪天候の
場合はキャンセルとなる。

露天風呂エリアも人気。温度は
35 ～ 42℃に保たれていて、
アウ
トドア後に最適。
カップルや家族
向けのプライベート温泉もある
バランス感覚が必要と
されるハイワイヤー

Ultimate Treetop
Adventure:
Zipline & Highwire
◉料金：1人61万5000VND

（ハイワイヤーとジップラインを1回ずつ）、

1人80万5000VND（無制限）
◉所要時間：6時間
◉催行人数：1人～

子どもも身長 110cm 以上から参加でき
る。スポーツシューズ、帽子、伸縮性が
ある服を準備しましょう。ツアー料金は
水、送迎、ランチ、保険料込み。スパや
ゲームは料金が別途必要です
アルバ温泉リゾート
Alba Hot Spring Resort
フエから北に約30kmの、有名な温泉がある
スパ＆リゾート。アクティビティが多数。
Phong Son Commune, Phong Dien Dist.,
Thua Thien-Hue Province
 (0234) 382 8444 / 093 520 8208
 7:00 ～ 21:00  info@albavietnam.com
@suoikhoangnongalba
www.albahotspringsresort.com
※申し込みは電話かEメールで参加１日前まで。
温泉に入る時は、水着を着用しよう

HUE

HOIAN

ル
スケジュー

HCMC

ボートで運河をのんびり
ホーチミン市を見上げる船旅

Trip On Nhieu Loc Thi Nghe Canal

「鳳凰の船／
Thuyen Phung」
は1 ～ 5人、
「亀の
船／ Thuyen Qui」
は最大22人まで乗
船できる

◉料金：
【亀の船】1人11万VND、
【鳳凰の船】1人22万VND
◉所要期間：1時間半 ◉催行人数：1人～

新しい4つの
移動手段で
気分最高！

新感覚の
光
観
内
市
ン
ミ
ホーチ
各国からダナン、フーコック島などへの直行便が増えた現在、ホーチミン市は経由地としての

役割が減ってきた。でも実は、ボートやヴェスパなど、新しい移動手段で市内観光そのものを
楽しめるツアーが充実してきており、欧米人を中心に人気だ。

HANOI & HCMC

ヴェスパに乗って日常を感じる
ドライブツアー
ガイド兼運転手
は知識が豊富で、
ベスパの運転も
上手！

Saigon bike tour: The Insider’s Saigon
Saigon After Dark

◉料金：１人約168万VND（72USD）
～
◉所要時間：4時間半
◉催行人数：1人～

水の汚染が問題となっていたニュウロック・ティゲー
（Nhieu Loc–
Thi Nghe）
運河だが、
この5年で改善。4つの区を1時間半かけて
下る4.5kmのボートツアーが人気だ。川に下りて眺める街の風景は、
いつもと違って見えるはず。南部の伝統音楽を聞きながら、運河から
しか見えない発展真っ只中のこの街を眺めよう。

ハノイ、
フエ、
ホイアン、
ホーチミン市で体験できる人気のイタリア
製ヴィンテージスクーター、
ヴェスパで行くセオム
（バイクタクシー）
ツ
アー。飲食、
ナイトライフ、
ローカル生活、
歴史案内など多彩なテーマ
を提供している。安全で快適な座り心地で、
荷物にも細心の注意を
払ってくれる。

サイゴンボート／ Saigon Boat
Hoang Sa Park, 1 Hoang Sa St., Dist. 1, HCMC ※ほか、3区にもあり
 (028) 3911 8987 / 3526 0991 / 090 253 6391（Ms. An)
 8:00 ～ 20:00  sales@saigonboat.com www.saigonboat.com
※ココナッツジュース、
果物、
ウェッ
トティッシュ込み。
※参加前日までに、Eメールで申し込み

ヴェスパアドベンチャー／ Vespa Adventures
169A De Tham St., Dist. 1, HCMC
 0122 299 3585 / 093 850 0997  8:00 ～ 18:00
www.vespaadventures.com
※その他4都市で展開。1人から申し込み可能。やりとりは片言の英語でOK

HCMC

やっぱりカッコイイ！
「JEEP」でワイルドな体験を

Jeep Tour Saigon By Night
※他2種のジープツアーあり

◉料金：1人190万VND
◉所要時間：約４時間 ◉催行人数：2人～

音楽を流しなが
ら、市内の観光
スポットや中心
部の通りを巡る

HCMC

徒歩での観光に疲れたら、
電気バスに乗ってみよう

Mai Linh E-Bus

テーマパーク内の
バスのような車体。
ゆっくり走るので、
街の雰囲気を
楽しめる

◉料金：1人6000VND（片道）、1人1万2000VND（往復）
◉所要時間：
（片道）30分 ◉催行人数：1人～

暑さが和らぐ夕暮れどきからスタートする所要4時間のジープツ
アー。ディナーではベトナム風お好み焼きの「バインセオ／ Banh
Xeo」や屋台のおやつでおなかを満たし、
その後はルーフトップバー
へ。心地よい夜風に吹かれながらドリンクを飲み、
市内の夜景を堪能
しよう。
かっこいいジープで街中の注目を浴びたいあなたにピッタリだ。

大手タクシー会社「マイリングループ」
が開始した新たな交通サー
ビスが、
「電気バス／ E-Bus」。
オープンエアの14席を完備し、
静かで
環境に優しい新世代の交通手段をお試しあれ！ 現在、
ホーチミン
市1区で走るD1線（サイゴン動物園―9月23日公園の往復）
が1番
人気。街の人気スポッ
トをおさえながら移動を楽しみたい人に最適だ。

キムトラベル／ KIM TRAVEL
189 De Tham St., Dist. 1, HCMC  (028) 3920 5552 / 3920 5553
 7:00 ～ 22:00  info@kimtravel.com
www.kimtravel.com/tour/jeeptour-saigon-night/
※送迎サービス、
ドリンク、
ディナー込み。

マイリングループ／ Mai Linh Group
 64–68 Hai Ba Trung St.,Dist. 1  019 934 8777 / 099 776 1111
（月～金曜）9:00 ～ 20:00（1日46便）
（
、土・日曜）8:00 ～ 21:00（1日54便）
https://mailinh.vn/dich-vu/mai-linh-e-bus.htm
※バス停で乗車。30分に1本間隔で運行し。貸し切りも可能

海中散歩

専用ヘルメットを着用して、
ニャ
チャンから船で約15時間ほどの
「サンゴ湾／ Vinh San Ho」近
海に潜る「シーウォーカー」。豊か
なサンゴや魚に囲まれた海の世
界を楽しめ、泳げなくても、
ダイビ
ングのライセンスがなくても簡単
にできる。
６～ 75歳まで参加可
能。耳抜きを覚えるために20分
ほど事前トレーニングあり。

HANOI
世界で唯一!?
キンクコングの
足跡をたどる旅

１度、
ぜひ試して
みてね

ハノイ＆ホーチミン市内

ベトナムだからこそ体験できる
ユニークなツアーは、まだまだ
ある。旅の土産話になりそうな
ツアーをまとめるよ！

穴場観光スポット6選
ガイドブックに必ず載っているお決まりの観光地だけではなく、もっと現地の人
の目線でベトナムを感じてみたい。そんなあなたにぴったりのスポット６選を
スケッチ編集部が独断と偏見で厳選。地元の人たちとのコミュニケーションを
楽しんでみるのも面白い。

スケジュール
ピックアップ後にカウダー（Cau Da）港へ移動
⇒ 9:30スピードボートで「サンゴ湾／ Vinh
San Ho」
でシーウォーカーを体験後、
シュノーケ
リング（無料）やダイビング（有料）も可能 ⇒
11:30島のレストランでランチ ⇒ 13:30カヌー
で港へ戻り、
ホテルへ
※VIPツアーは、
シュノーケリングやダイビング
が無料、
16時までタム（Tam）島で自由に遊べる

HCMC

オシャレな若者が
集まる話題のスポット

Seawalker Tour
◉料金：1人120万VND 、
※VIPツアー1人190万VND（4人～催行）
ォーカー
◉所要時間：6時間 （シーウ
体験20分）
◉催行人数：２人～
ヴィエットアジアンニャチャン／
Viet Asian Nha Trang
 27 Vu Xuan Thieu St., Phuoc Long Ward,
Nha Trang  (0258) 388 0809 / 090 525
9838 (Mr.Huy)
 7:00 ～ 17:00、
【携帯電話】24時間
 info@vietasian.vn www.vietasian.vn
※2 ～ 7人までの申し込みは参加２日前まで。料金は
送迎と食事、
保険料込み

QUANG TRI

残念ながら休止中
復活が待ち遠しい？

HCMC

HCMC

恋愛成就や子宝の
ご利益がある寺

華人が暮らす路地で
昔の雰囲気に溶け込む

ゴックホアン寺（玉皇殿）
Chua Ngoc Hoang

ハオシーフオン／Hao Si Phuong
5区の観光スポット「ビンタイ市場」
が工事中
だが、
「豪士坊／ Hao Si Phuong」
に訪れて
みては？ 1世紀前から存在する中国系ベト
ナム人が暮らす路地で、中国建築や人々の
日常生活が垣間見られる。
 206 Tran Hung Dao St., Dist. 5, HCMC

HCMC

築200年以上
サイゴン最古の邸宅

ルービックズー／Rubik Zoo
サイゴン動植物園内にある、若者向けの新し
いスポット。いくつも置かれたコンテナの中に、
ファッション、流行りのストリートフードなど多く
のショップが集まっている。
 Thao Cam Vien, 1 Bis Nguyen Thi Minh Khai
St., Dist. 1, HCMC  17:00 ～ 22:00
@rubikzoo

2016年にオバマ元米大統領がホーチミン市
を来訪した折、訪問した寺。1900年頃に建
てられた、市内でも有名な子宝寺だ。2匹の
亀に夫婦の名前を書いて祈ると子宝に恵ま
れるという。
 73 Mai Thi Luu St., Dist. 1, HCMC
 7:00 ～ 17:30

HCMC

夜景を一望できる
アットホームな映画館
HANOI

船や飛行艇など
で撮影現場をめ
ぐるツアー。観
光しながら映画
の印象深いシー
ンを回想できる

Theo Dau Chan Kong Skull Island

◉料金：1人859万VND
◉所要期間：4日間 ◉催行人数：1人～

2017年に公開されたハリウッド映画『キングコング：髑髏島の巨神／
Kong : Skull Island』。撮影はベトナムで行われ、劇中で登場したハロン湾
やニンビン省など北部の自然が世界に広く知られることになった。
“キングコ
ングブーム”
に乗っかった
「ロケ地ツアー」
は、外国人やベトナム人から人気を
集めている。
ヴィエットラベル／ Vietravel
190 Pasteur St., Dist. 3, HCMC  (028) 3822 8898
3 Hai Ba Trung St., Hoan Kiem Dist., Hanoi  (024) 3933 1978
 8:00～18:00
www.vietravel.com/vn/tour-hot-khuyen-mai/theo-dau-chan-kong-skull-island-dingay-keo-lo-v11654.aspx

戦争を再現した
幻の爆弾ツアー
ベトナム戦争時、中部クアンチ（Quang Tri）
省は爆撃の
影響が最も大きかった地方だ。若者に当時の悲惨さを理解
してもらおうと、NPO「リニュークアンチ／ Renew Quang
Tri」
と各外資系オーガナイザーが協力して「爆弾ツアー」
を
開催。本物の爆弾を使用して、300m離れた場所から爆発
を目の当たりにするというものだ。
しかし、
スタッフが怪我を負
う事故が発生し、現在このツアーは中止されている。

http://landmines.org.vn

「オバマさん
ブンチャーセット」は
いかが？

タンサー邸／Dinh Tan Xa
宣 教 師ピニョー・ド・ベ ーヌ（Pigneau de
Behaine）
の邸宅として1790年に建設され、
後に礼拝堂に。伝統的な南部建築と、
カトリッ
ク伝来初期の龍や十字架などの装飾が特徴。
 180 Nguyen Dinh
Chieu St., Dist. 3,
HCMC

屋上の映画館／Hung Hoa Cinema
流行の映画ではなく、
インディーズ系が好きな人
に訪れてほしいルーフトップ映画館。料金はポッ
プコーンとドリンク付きで1人5万9000VND
とお手頃なので、週末や旅行に訪れた友人と
一緒に楽しんで。
 11A Hoa Hung St., Dist. 10, HCMC
 096 811 8870  17:00 ～ 22:30
@hunghoacinema11

ブンチャーフオンリエン
Bun Cha Huong Lien
フォーに比べて知名度が低いベトナム風つ
け麺「ブンチャー／ Bun Cha」
だが、
オバマ
米元大統領がハノイを訪れた際、
ブンチャー
を食べたことで一躍有名となった。オバマさん
と同じブンチャーを食べてみよう
！
 24 Le Van Huu St., Hai Ba Trung Dist., Hanoi
 (024) 3943 4106
 8:00 ～ 21:00

HANOI & HCMC

ワクワク

安全で簡単！

NHA TRANG

まだまだある
！
オモシロツアー！

