
2017年、ベトナムでは伝統あるアオザイテイラーの家に生まれた
母娘を描いた映画『サイゴンのバーねえさん／ Co Ba Sai Gon』が
大ヒットした。アオザイは今も、ベトナム女性の美を象徴する衣装
の1つ。自分のスタイルにフィットしたアオザイを着こなし、2019年
の新春を祝おう。

※記事の情報は2018年11月取材時点のものです
※店舗等の都合や現地情報により内容が異なる場合があります
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 40 Mac Thi Buoi St., Dist. 1, 
HCMC  (028) 3824 3465
 9:00 ～ 19:00
 約80万VND（40USD）、

【生地を持ち込む場合】約65万
VND（35USD）　※USDを基準に
そのときのレートで換算

胸を大きく見せたい
人は固めのブラジャ
ーを選んで、パット
を入れるときれいに
見えますよ
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モダンなデザインが増え、バリエーションの
多いアオザイ。どんな仕上がりにしたいか、き
ちんと考えておくとお店の人に注文しやすい。

「マングローブ」にはデザインサンプルの写真
ファイルがあるので、それを見ながらチャンさん
と相談するのがおすすめ。
「絵柄があるデザインは、丈が長いほうがきれ
いに見えますよ。最近は襟がなく動きやすい
デザインも人気ですが、やっぱりおすすめは
オーソドックスな襟付きですね。袖や丈は、初
めは長い形で作ってみて、試着して検討した
ほうがいいと思います。短くすることはできて
も長くはできないので」

生地にこだわりたいと、ホーチミン市
最大級の布市場「ソアイキンラム市場」
にて布を調達。サテンやシフォン、シル
ク、コットンなど生地の種類はもちろん、
アオザイ用に刺しゅうや絵柄の入った生
地も多く売られている。購入の際に「ア
オザイを作りたい」と伝えると、自分の体
に合わせた必要な丈で切ってくれる。ア
オザイの手入れの仕方は生地によって
異なるので、お店の人に手入れ方法を
聞いておこう。

体にぴったりとフィットするアオザイ作
りにおいて、採寸は重要な過程となる。
店舗によって差はあれど10ヶ所以上測
るのが当たり前で、「マングローブ」の場
合、測るのは12ケ所。あれよあれよとい
う間にさくっと測ってくれる。

下着、とくにブラジャーは、アオザイ着
用の際に着けるものを採寸のときにも着
て行こう。

「白はどんなアオザイにも合うので1枚
持っておくと無難」というのがアオザイ
店の人たちの満場一致の意見。柄
の色に合わせるのもおすすめ、とのこ
と。例えば今回のアオザイだったらオ
レンジ系統などなど。

中心地にほど近いハイバーチュン通りに
あるタンディン市場とその周辺でも布を
多く売っている。

伝統的なアオザイのズボンの幅は
通常30㎝。でも最近は、モダンなア
オザイが流行し、プリーツの入ったも
のや40～50cmといったワイドなもの
が流行っている

結婚式や誕生日、旧正月テト（Tet）
など特別な日に着用することが多い
が、白いアオザイは女子高生の正装
として学校指定されていたり、接客業
の職種などは会社の制服だったりす
る。ベトナム人にとって、フォーマルな
シーンにおけるアオザイは外さない正
装のようだ。

迷いやすいズボンの色

タンディン市場もおすすめ

①肩から足首
②肩から胸トップ
③肩からへそ上
④胸囲
⑤へそ上の胴囲
⑥首回り
⑦首から手首
⑧肩回り
⑨二の腕
⑩ウエストから足首
⑪ウエスト
⑫ヒップ

最近の流行はワイドズボン？

ベトナム女性はどんなときに
アオザイを着る？

マングローブ

【アオザイ】
購入店舗

【ズボン】

Mangrove

クアハンナム／ Cua Hang Nam

クオンタイン 566 ／ Cuong Thanh 566

ソアイキンラム市場
Cho Soai Kinh Lam

アオザイを
　私らしく仕立てる

オーナーの
チャン（Trang）さん

デザインを決める

生地を選ぶ

採寸アオザイのデザインいろいろ
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首元から右脇にかけてボタ
ンがあり、襟付き、長袖、上
着は足下ギリギリまである
長い丈。

首が長くないと、様にならな
い。あくまでも特別用で街
中でも見かけることはとても
珍しい

肩から腕の部分に
かけてシフォンなど
を使い、ちょっとセク
シー。

長袖が一般的で、七分や
五分袖もある。半袖やノー
スリーブは今どきでちょっと
チャイナドレスっぽくなる

【アオザイ】2.3m34万5000VND、
【ズボン】1.2m7万7000VND

首元が開いていて涼やか。
丸く大きく開いているものや、
首周りにフィットするように
開いているものなどさまざま

体のラインが強調されるアオザイは、絶対にオーダーメイドで作るべき。
テイラー天国のベトナムでは気軽に注文できるのでどんどん利用して。
日本語ペラペラのオーナー、チャン（Trang）さんがいるマングローブで
編集者Aがアオザイのオーダーメイドに挑戦してみた。

 473 Trang Hung Dao St., Dist. 5, 
HCMC 
 7:00 ～ 17:00（店によって異なる）

 533 Tran Hung Dao St., Dist. 5, HCMC

 566 Trang Hung Dao St., Dist. 5, HCMC

購入した生地はこちら

HCMC編

Tips!!

6

1
7

3

9

82

5

11

10

12



 B1F, Pearl Plaza, 561A Dien Bien Phu St., 
Binh Thanh Dist., HCMC  (028) 3512 1068
 8:00 ～ 22:00  www.co-opmart.com.vn
※ほか市内に数店舗

1F, BLOQ, 19 Tran Ngoc Dien St., 
Dist. 2, HCMC  (028) 3636 2019
 10:00 ～ 21:00（変動あり）  
www.corelev.com

Co.op mart corele V.

今回協力してくれた「マングローブ」

 73 Pasteur St., Dist. 1, HCMC 
 (028) 3824 5345
 10:00 ～ 20:00

 27B Nguyen Dinh Chieu St., 
Dist. 1, HCMC  (028) 3822 2139
 8:00 ～ 19:00

『サイゴンのバーねえさん／ Co Ba 
Saigon』（英題：The Tailor）が2017
年ベトナムで大ヒットした。サイゴン

（現ホーチミン市）の有名なアオザイ
テイラーの家に生まれた娘が、「自分
はアオザイを作りたくない」と母親と
喧嘩した夜、約40年後である2017
年のサイゴンにタイムスリップをしてし
まう。自分の家のアオザイブランドが
廃れているのを目の当たりにし、アオ
ザイを復興させようと一念発起するス
トーリーだ。ベト
ナム人の心に
根付くアオザイ
への愛着が感
じられるので、
興味がある人
はぜひ。

「マングローブ」の場合、約1日後には仕上
がってくるので、お店を訪ねて1度試着をす
るのがベスト。丈や袖の長さなどデザインの
ほかにも、首回りがきつくないか、息苦しくな
いかなど着心地もきちんとチェックしよう。試
着の際には、アオザイ着用時に用いる下着
や靴でフィッティングしよう！

今回は袖のたるみとウエストのゆるさが気
になったので、もう少し詰めてもらう形でお直し
を依頼。

日本人オーナーのオーダーメ
イド店「フレームツリー・バイ・ザッ
カ」。オーダーメイドの流れは大
体変わらないが、既製のサンプ
ルデザインがあるので、見本を
試着して、デザインが自分に合
うかどうかを事前にチェックでき
る。生地はサテン、コットン、コッ
トンシルクなどを用意。出来上
がりには1～2日程度かかり、生
地がコットンの場合は縮まない
ように処理してくれるので2日要
する。スタッフが親切なので、悩
んだら意見を求めてみて。1着
378万VND ～。

ベトナムの土産物店「ミスア
オザイ」では、常時揃う約80種
類の生地の中からオーダーする
ことができる。対応してくれるス
タッフは日本語が話せるので、
アオザイの知識が豊富なスタッ
フにデザインなどを相談しながら
決められる。伝統デザインの胸
元のボタンの選択や、ズボンを
ゴム仕様にすることなども可能。
生地とデザインを選んだら採寸
し、約1日で届けてくれる。試着
したい場合には店を訪れて調整
依頼をしよう。1着約200万～
400万VND程度。

お直しにかかるのは約1日。お店を訪ね
て再度試着し、仕上がり具合を確かめて。
今回は、腕周りとパンツのウエストを少し詰
めたので、チェック。問題なかったので、全
行程終了！

今回は自分で購入した生地を使用したけ
れど、店舗にも置いてあるのでそこから選んで
ももちろんOK。アオザイ用に流れるように絵
が施されている生地や、花柄などが全体的に
描かれたものなど、約100種類ほどある。ア
オザイのオーダーメイドはもちろん、ワンピース
などの洋服も約65万VND（35USD）から作
れる。チャンさんが不在の時間帯もあるので、
いるかどうか電話で聞いてから店を訪れるほう
がベター。

アオザイにはヒールを合わせるのが
常識で、ズボンの長さもヒールの高い
靴を履くことを想定して作られる。最
低でもヒールは5㎝以上、シンプルな
デザインを合わせるのが無難

コープマートなどのスーパーの婦人服売り場に
ずらりと並ぶ下着たち。平均7 ～ 8万VND前後
で、とりあえず急ぎで欲しいときに最適。白、ベー
ジュ、ピンクベージュ、チョコレートと色も豊富なの
で便利。（白）3万9000VND、（チョコレート）7万
9000VND。

「コアレV」はベトナムの下着ブランドで、
深い色味の落ち着いた下着が多い。アウ
ターにひびきにくいシンプルなデザインの
ものも多く、シームレスパンツの3着セットな
ども売っている。（白）19万9000VND、

（ベージュ）12万9000VND。

靴はヒールが
5㎝以上あるものを

可愛らしい店内で作られ
細部まで丁寧な仕上がり

映画
『サイゴンのバーねえさん』

アオザイを私らしく仕立てる HCMC編

Check point!　

Check point!　

Check poi
nt!　

とにかく急ぎで、なんでもいいから
透けないパンツが欲しい！

透けないのは大事だけど、
あまりにもダサいのは嫌だ

丈の長さ

ズボンの長さ

袖の感じや着心地

試着＆お直し

アンダーウェアを相談

そのほかの日本語 OK なオーダーメイド店

透けるのがとても気になる人
は、やはり濃い色のズボンか、
生地が少し厚手のものを選ぶ
といいと思います。ベトナム
の人はそこまで気にしないの
で下着が透けている人も多い
ですが、気を遣うとやはりき
れいですね。

伝統的なデザインはもち
ろん、いろいろなアオザ
イがあるので楽しんでく
ださい。リーズナブルに
作れるので、何着か作る
のもおすすめですよ

完成

編集部的！ 使えるパンツ

フレームツリー・バイ・ザッカ ミスアオザイ
Flame Tree by Zakka Miss Ao Dai
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常時 80 種類の生地を用意
子ども向けアオザイも一緒に

子ども向けア
オザイは既製
品もあり、大
体40万VND
程度

Tips!!



クロムズクローゼット
2F, 31A Xuan Dieu St., Tay Ho Dist., Hanoi 
 (024) 3718 8233
 9:00 ～ 19:00   水曜

 @clomscloset

 112 Trieu Viet Vuong St., 
Hai Ba Trung Dist., Hanoi
 (024) 6684 2255  8:00 ～ 20:00

 @Kanafashion ※ほか市内に2店舗

 160 Dien Bien Phu St., Dist. 3, HCMC
093 836 6909  10:00 ～ 21:00

 @rosemaryclothingsg
    rosemary.clothing

 3 Ho Xuan Huong St., Hai Ba Trung Dist., 
Hanoi 089 858 9966   9:00 ～ 21:00

 @mono.hanoi  https://monohanoi.com
※ほか市内に2店舗、ホーチミン市に1店舗

日本人が運営する女性向けの洋服
オーダーメイド店「クロムズクローゼット」
では、日本人スタッフによるカウンセリン
グをもとに、希望のアオザイを仕立てて
くれる。店頭にある完成品を参考にし
ながら、希望の生地とデザインを決めて
採寸を測り、約1週間後に出来上がる。

日本やイタリア、台湾、香港、インドな
どから輸入した高品質の生地を豊富に
用意。素材もアオザイ定番の光沢のあ
るレーヨンほか、シルク、コットン、シフォ
ン、麻など複数あり、フォーマルからカ
ジュアルまで対応できる。

襟や胸元などに施す飾りボタンも、
大小で数種類用意（別途追加料金が
かかる）。アオザイのデザインがシンプ
ルなら凝ったボタンを、花刺しゅうが施さ
れた華やかなアオザイならシンプルなボ
タンなど、布地に合わせて好みのものを
選ぼう。

ローカル店ならたった1日で仕上がる
ところもあるが、同店は品質重視のた
め、完成までに1週間を要する。縫製は
自社工場で行い、
外注は一切行わ
ない。検品はベト
ナム人に加えて、
日本人も必ず行う
体制を整えている。

生地は 2000 種以上

装飾品も豊富

自社工場＆
日本人による検品

せっかくのオーダー
メイドなので、いろ
いろな希望をお気軽
にご相談ください

アオザイを
私らしく仕立てる

Clom's Closet

Clom’s Closet の特徴①

Clom’s Closet の特徴②

Clom’s Closet の特徴③

納期は要相談。料金はスタンダードの
生地で上着199万VND ～、パンツは
99万VND ～で、上下セットなら269万
VND。アオザイ風チュニックは189万
VND。いずれも価格は生地により異な
る。フィッティング後のサイズ調整も丁
寧に対応してくれる。

店頭では日本人スタッフが常駐し、
生地選びからデザインの相談まで丁寧
に対応。日系店だからこその品質を重
視している、心強い味方だ。

日本人対応で安心！
品質重視のアオザイ

2001年にオープンした、ハンドメイドの女性
向け洋服専門店。「素肌を見せなくても女性の
色気が感じられる洋服を作りたい」と、シンプル
かつ、女性の個性と美しさをきちんと魅せること
にこだわる。

今回紹介するアオザイは新年を迎えるための
コレクション「ベルベットのモダンアオザイ」（1着
ズボン付き179万5000VND）。四季をテーマに、
ワインレッド、黄色、ピンク、赤と4色揃う。ベトナム
に咲く花などをあしらったものが多く、模様と色に
よって雰囲気が全く変わる。

オーナーのクイン（Quynh）さんが「アオザイを
もっと身近に感じて普段使いしてほしい」と立ち
上げたショップ。デザインは全てクインさんが手が
け、生地も自ら選んでいる。着心地を重視し、襟
の大きく開いたぽたっとしたゆるやかなデザインや、
さらっとしたコットンリネンの生地を使用したものが
目立つ。無地のアオザイはいろいろなボトムスに
合わせやすく、ジーンズに合わせればカジュアル
でヘルシーな雰囲気に、同様の生地を使ったズ
ボンを合わせれば少しフォーマルなオフィスカジュ
アル風に。小花柄や大柄、ドットなどのデザインも
揃う。袖は七分丈が一番多く、半袖などもあり使
い勝手が良い。

個性的かつ実用的なレ
ディースの洋服を販売。自
然のリネン生地が多く、シ
ンプルなデザイン。こぢん
まりとした店内は、木材が
使われ自然に囲まれた雰
囲気となっている。

個性的なデザインのモダ
ンアオザイ（85万VND～）
の評判が高く、ナチュラル
リネンなどの珍しい生地を
使い、伝統とモダンの要素
を組み合わせている。年に
数回新しいコレクションが
登場する。

オフィスレディーにぴったりの
クールな大人を演出するモダンアオザイ

オーナーの愛が感じられる
シンプルデザインのアオザイ

自然素材を使った
伝統とモダンの
フュージョン

カナショップ

ローズマリー

モノ
Kana Shop

Rosemary

MONO

普段使いしたいモダンアオザイ
アオザイを愛するベトナム。「フォーマルな場だけでなくもっと気軽にアオザイを着てほしい」と、
モダンなデザインのアオザイが増加中。ワンピース感覚で楽しみたい。

ピンクは小さい模様があっ
て可愛いらしく、ワインレッド
は無地で大人っぽい雰囲
気。4枚とも黒いシルクズボ
ンが付いている

アオザイは48万～
55万VND

パンツは30万～
35万VND。アオ
ザイ用ではあるが、
ガウチョのような
感覚で使え着心
地抜群

Hanoi Hanoi

Hanoi
編

HCMC日本人スタッフの
本郷裕子さん



 68 Son Tay St., Ba Dinh Dist., Hanoi
086 896 2666  9:00 ～ 19:00

 @artbyhoatay

※前ページ参照 ※前ページ参照

 1F, 31A Xuan Dieu St., Tay Ho Dist., Hanoi
 (024) 3719 1575 
 10:00 ～ 20:00  水曜　

 @bespoketailortailort

 659C Xo Viet Nghe Tinh St., 
Binh Thanh Dist., HCMC 
 039 797 8997 
（月～土曜）8:00 ～ 18:00 日曜
 quyhanh52@yahoo.com　

 @www.aodaimyhanh.vn
www.aodaimyhanh.com

 6/3 Cach Mang Thang 8 St., Dist. 1, HCMC 
【ホットライン】098 293 6339   8:00 ～ 21:00

 @aodaibungqua.com.vn
www.aodaihanh.com

アオザイのオーダーメイド専門店「ホアタ
イ」では、高級なベトナムの繭から作られた
シルクアオザイを販売、オーダーメイドで受
注している。さらに、アオザイに適した装飾
品をアオザイに造詣が深いスタッフに相談
できる。素材や色により、付属の小物も異
なる。ほとんどの商品は手作りで、自分の
アオザイに合う小物もオーダーメイドで注文
できる。ベルベットのアオザイにベルベット
のバッグや、シルクのアオザイにシルクのス
カーフなどを合わせてみて。

日本人駐在員から定評のある男性
向けの洋服オーダーメイド店「テイラー
ト」。最近は結婚式やパーティー用の
ほかにも、演奏会に向けてや、記念品
にアオザイを仕立ててほしいという男
性が増えているという。女性のアオザ
イとは異なり、生地は厚めでしっかりと
したイタリア製のレーヨンなどを使用し

アオザイ定番のパールネック
レス、ブローチなどから、髪飾り、
靴、バッグなども揃う。ヘアアク
セサリーはアオザイの生地の余
りで作ったもので、アオザイの色
と合わせるのがおすすめ。

1995年創業。オーダーメイドが中
心で希望のデザインに柔軟に対応し
てくれる。店に既製服も置いてあるが
種類が限られるので、オーダーメイドが
おすすめ。被り物も一緒に作ってくれ
る。男性の場合は、ウェブサイトにて
デザインを選んで、身長、体重と一緒
に全身写真を送ればOK。Eメールや
フェイスブックのメッセージであれば、
簡単な英語で対応してくれる。約2週
間後に出来上がる。

ホーチミン市内に3店舗あ
る、アオザイのレンタルメイン
のショップ。赤や青などオーソ
ドックスな色がメインだが、白
や黄色、水色など明るい色も
目立つ。デザインは丈の短い
最近の流行りが多い。店舗
には15～20種類ほどのデザ
インが置いてあり、ウェブサイト
には50種類ほどが掲載されて
いるのでこだわるのであれば
ウェブサイト利用がおすすめ。

アオザイといえば、首元のおしゃれが定番。
3種類の色のシルクを使ったハンドメイドの
ネックレスは、後ろが紐で結ぶ形なので長さ
を調節できる。単色もある。

アオザイの美しさを強調する
スカーフやバッグ

近年は日本人男性も注目！
特別＆記念日にオーダーメイド

ショートヘアに
ひと味加える髪飾り

20 年以上続くアオザイ専門店

レンタルで気軽に
アオザイ体験

個性的に首元を飾りたい

ホアタイ

テイラート

ローズマリー

アオザイミーハイン アオザイハイン

フレームツリー・バイ・ザッカ

Hoa Tay

Tailort

Rosemary

Ao Dai My Hanh Ao Dai Hanh

Flame Tree 
by Zakka

アオザイをさらに彩る小物たち メンズだって
アオザイが着たい！マイアオザイを持っていても、アクセサリーや靴、鞄などは何を合わせればいいか悩むところ。

そんなときに使える小物グッズを紹介。色や雰囲気に合わせて、コーディネートしよう。

男性がアオザイを着るのは結婚式が多い。ベトナム人
の結婚式に参加するなら、ぜひアオザイを着てみては
いかが。通常脛ぐらいまでの丈が伝統的なデザインだ
けれど、最近は短めが流行っている。

HCMC

シルクスカーフ60
万VND。シースルー
なので、アオザイの
デザインを邪魔しな
い。防寒対策にも
使える

シルバーネックレス
100万 ～ 120万
VND。シンプルなの
でどんなデザインに
も合う

ヘアアクセサリー
8万VND

パールネックレスは
40万～ 50万VND。
粒の大きいものから
小さいものまでバリ
エーション豊か

糸を編み合わせたハンド
メイドのネックレス。33万
3000VND ～

シルクのネックレス50万
VND ～。オーダーメイド
も可能で、追加料金がか
かる

い草に似たベトナムの植
物「ラック／ Lac」を使っ
たバッグ。どちらも35万
VND。ショルダータイプ
もあるので、シーンに合わ
せて使いたい

ヒールは3㎝ほど。カ
ジュアルに着崩した
いときに使える

（白）25万VND、
（茶）28万VND

アオザイ胸元のパーツ
の手刺しゅうのボタン
10万 ～ 15万VND。
直接アオザイにボタン
として使う小さいサイズ
と、取り外し箇所用に
大きいサイズがある

オーダーから完成までは
通常7日以上で、納期は
要相談。日本人運営の
店舗で品質を重視してお
り、高い顧客満足度を
誇っている

男性用のアオザイは200万VND ～。
追加20万VNDでズボンも作れる。伝
統的なデザインからモダンまで対応。
手描き柄や刺しゅうなども選べる

牛の角を使ったペン
ダント25万VND。
シルバー、ピンク、オ
レンジ、黄色などカ
ラーバリエーション
も多い。普段着に
合わせてもOK

ベルベット素材のがま
口クラッチバッグは40
万～ 60万VND。アオ
ザイの生地や色に合
わせて、いろいろなデ
ザインがある

たものが人気だ。生地の種類は十数
用意。デザインは完成品の写真など
をもとに、日本人スタッフと相談しなが
ら好みのスタイルを確定していく。価
格は上着499万VND ～。アオザイ
に合うスラックス（199万VND ～）の
オーダーや、別途追加料金でくるみボ
タンなどの装飾も選択できる。

Hanoi

Hanoi

HCMC HCMC

HCMC HCMC


