大好きな家具と暮らす

帰 り た く なる家

「好みの家具で、好みの部屋を作る」。
誰もが夢見たことがあるだろう。 “自
然と帰りたくなる家”、それは部屋の
どこにいても大好きな家具に包まれ
る空間。雨季があるベトナムでは、な
んとなく外出するのが億劫で、休日は
インドア民になる人も多いのでは。素
敵なインドアタイムを作るために、ま
ずはお気に入りの家具を探そう。

3.

※記事の情報は、2019年7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

Dining R oom

朝、家族が顔を合わせるダイニング
「おはよう」が集まる居心地の良い空間

・ダイニングテーブル「ゲイドス
コフ／ Gadeskov」商品コー
ド3616985、W90×D190×
H75㎝、1290万VND
・ダイニングチェア「カストルプ
／ Kastrup」商 品 コ ード
364435086、W49×D55×
H83㎝、190万VND

家族と食事を囲むダイニングには、明るく親しみやすい雰囲気が広がると毎日が
気持ちよく始まるだろう。ナチュラル素材や明るい色は、清潔感も演出してくれる。

・ダイニングテーブル「カルビー／ Kalby」商 品コード
3648091、W90×D160/250×H75cm、1290万VND
・ダイニングチェア「リングホルム／ Lyngholm」商品コード
361673186、W48×D55×H81cm、290万VND

多様な家具を
リーズナブルに揃える
デンマーク発「イースク」
ンド
「イースク」は、創設者であるラース・
ラーセン（Lars Larsen）氏が1979年
にデンマーク・オーフスに最初の店舗を
オープンした。世界５２ヶ国2700店舗
以上を展開する大手ブランドで、ベトナ
ムには2015年に上陸した。
生活のあらゆるシーンにぴったりの家
具やインテリアはもちろん、
タオルやベッ
ドカバー、ベッドマットレス、枕やブランケ
ットといった生活雑貨までリーズナブル

食卓の主役
ダイニングテーブル
（左）
「ジェジンドダイニングテーブル／
JEGIND Dining Table」商 品 コ ード
3602813、直径105×H75cm、490万
VND。脚はナチュラル木材ながら、天板は
白く清潔感があり、涼しげな雰囲気を与え
てくれる

4．
（右）
「クラルプバーチェア／ KLARUP
Bar Chairs」商 品コード3644650、
W39×D43×H84 ～105㎝、190万
VND。静かで大人な雰囲気を醸し出し
てくれる、脚がスチールのバーチェア。高
さが調節できる

小休憩は小洒落た
バーチェアで

（右）テューホルムダイニングテーブルチェ
ア／「THYHOLM Dining Table Chair」
商品コード361695086、W41×D47×
H92cm、99万VND。スチールが輪郭を
作り、洗練されたクールな印象。座面や
背もたれが木材なので、冷たすぎないカ
ジュアルな食卓に

テーブルに合わせて
選びたいダイニングチェア

デンマーク発の家具・インテリアブラ

（右）
「ヴェデダイニングテーブル／
VEDDE Dining Table」商品コー
ド 3659456、W90×D160×
H76cm、
490万VND。素材はオー
ク材で、無垢材のような素朴な雰
囲気。80×80cmの正方形タイプ
もある

に揃える。ミニマリストデザインをコンセ
プトの1つとし、主張し過ぎないナチュラ
ルな家具が多く、部屋の主役家具とし
ても、脇役家具としても使いやすい。ベ
トナムでは珍しく、シングルベッド用の家
具などもあり、あらゆる要望に適した商
品が揃う。

SHOP info
イースク／ JYSK
【ハノイ】35 Xuan Dieu St., Tay Ho Dist., Hanoi ※ほか市内に
7店舗、【ダナン】86 Nguyen Van Linh St., Hai Chau Dist., Da
Nang、【ホーチミン市】23-24 Song Hanh St., An Phu Ward, Dist.
2, HCMC ※ほか市内に7店舗
（ホットライン）090 463 6063
 店舗によって異なる
@jysk.vn https://jysk.vn

（左）
「ラングダルダイニングテーブル
チェア／ LANGDAL Dining Table
Chair」商品コード3617195、W49
×D48×H86cm、
190万VND。木材
を白で塗装した、真っ白なチェア。
どこ
かメルヘンチックな雰囲気

（左）
「ヨーンストルプバーチェア／
JONSTRUP Bar Chairs」商 品
コ ード3686211、W43xD44×
H106cm、149万VND。座り心地
の安定感ばっちり。
フォルムが丸い
ので、高さがあっても圧迫感を与え
ない

サブだからこそ、
こ だわる
コーヒーテーブル

夜、リビングのソファに体を沈めて
まったりとベトナムコーヒーを1杯
仕事を終えて帰宅後、夕食後のリビングでまったりと過ごす時間は、1
日の疲れを癒す至福の時間だ。柔らかいソファに座って、伸ばした背筋
を緩めよう。

Living R oom

（右）
「レダコーヒーテーブ
ル ／ Leda - Coffee
Table」W120×D72×
H36cm、1900万VND。
両端がプッシュ式の引き
出しになっており、本や
雑誌などを収納できる。
木材を白色に塗装してあ
り、
シックさと涼しげな雰
囲気を与える

（上）
「ウォールタンコーヒーテーブ
ル ／ Waltan – Coffee Table」
W80×D80×H45cm、700 万
VND。
ウォールナット材の天板を支
える太い脚の部分は籐（トウ、
ラタ
ン）
で出来ており、
ナチュラルで柔ら
かい雰囲気

（左）
「コンテンポコーヒーテーブル／
Contempo – Coffe Table」W110×
D70×H40㎝、690万VND。脚となる
黒い鉄がシンプルできれいなラインを形
成し、
スタイリッシュ。天板にはオーク材
を用いている

リビングの主役は
座り心地の
良すぎるソファ
（上）
「ペンシブデイベッドウォルナット
／ Pensive – Day Bed – Walnut」
2750万VND。
うたた寝にも最適なベ
ッド要素の強いソファベッド。高さがあ
まりなく、
ふとしたときに腰掛けるのに
もちょうどいい。
ファブリック素材か革
素材かを選べる

「リーフTVスタンドナチュラル／
Reef - TV Stand and Natural」
W160×D43×H49.5cm、2290
万VND。無垢のオーク材と、MDF
ベニヤオーク材を使用。日本の古
典美学と現代的なスカンジナビア
のデザインの融合を再現

ヨーロピアンスタイルを揃える
ローカル密着の「カーサニャー」
2012年、
ビンズオン省にある
「ゴモショッ

を提供している。日常生活や食事、オフィ

プ／ Gomo Shop」
という工場のショールー

スなどさまざまなシーンに合わせた家具を揃

ムから、
その歴史をスタートさせた屋内家具

えるほか、
カーテンやカーペット、
ランプや時

や流行雑貨を販売するコンセプトストア「カ

計、鏡といったインテリア雑貨も豊富で、小

ーサニャー」。最初は地元市場向けの小

さめの観葉植物や、写真や絵画、
ドリーム

売店として専門家や都市部の店に商品を

キャッチャーなどの壁の装飾品などまで幅

販売していたが、需要供給の増加に伴い、

広く販売している。キャンドルなどの「バオ

現在のブランドを誕生させた。

バブコレクション／ Baobab Collection」

無垢材や地元素材、輸入素材を用いて、
ベトナム市場にヨーロッパスタイルの家具

など、さまざまなブランドの商品も取り扱っ
ている。

SHOP info
カーサニャー／ Casa Nha
61 Hanoi Highway, Dist. 2,
HCMC
 (028) 2253 7395
（月～土曜）9:00 ～ 20:00、
（日曜）10:00 ～ 20:00
@CasanhaFurniture
https://casanha.com
※ほかホーチミン市内に1店舗

（左）
「パートソファー 3S ／ Pert
- Sofa - 3S」1890 万 VND。
クッション付きで、
テレビを見なが
ら横になるのに最適。アッシュグ
レーで、
目立ちすぎず、名脇役に
ふさわしい色合い。生地はファブ
リックかレザーか指定することも
できる

「コンテンポTVスタンド／ Contempo TV Stand」W160×D45×H50cm、
1090万VND。黒いシンプルラインは
オーク材を用いたキャビネット本体を際
立たせ、部屋のインテリアのポイントとし
てふさわしい

付属機器をきれいに収納
ナチュラルなTVスタンド

・TVスタンドW179×D50×H77cm：2490万VND
・ソファ W225×D103×H76cm：3770万VND
・コーヒーテーブル：950万VND

（右）
「ニッセソファ／
Nysse – Sofa」W135
×D91×H82cm、2410
万VND。座ったら立ち上
がれないぐらい心地良い
羽毛クッションを使用。
カ
ラーバリエーションは7色、
ナチュラルなオーク材か
黒色のフレームか選べる

どこか個性的で
高級感のある
テーブルランプ

Bed R oom

就寝前、明日のための英気を養う
寝室で至福の読書タイム
1日の終わりには、心を落ち着けて穏やかな時間を過ごしたい。広々としたベッドに
腰をおろし、サイドテーブルのランプで照らされた部屋で自分時間に耽ろう。

「 ココナッツバークランプ ／
Coconut Bark Lamp」W41×
D41×H63cm、751万VND。
ボディにはココナッツの皮を用い
ており、
シンプルながら南国らしさ
が感じられる。
「ジョンリチャード
／ Jonh-Richard」のブランド

「グリーンアバロンビュッフェランプ／
Green Abalone Buffet Lamp」
W46×D46×H90cm、833万VND。
“Abalone”
とは、
アワビのこと。ボディ
に金メッキが施され、加工された自然
のアワビがデザインのアクセント

ベッドデザインを
邪魔しない
シンプルなサイドテーブル

現代的ながら個性的
重厚感ある
「フェリスホーム」
ホーチミン市を中 心に、ベトナムで
ショールームや小売店のシステムを開発

「ヴェソナナイトスタンド02 ／ Venosa
Nightstand 02」W50×D45×H55
㎝、516万VND。控えめなダークブラウ
ンはどんなデザインのベッドにも合う。カ
ジュアルな雰囲気にも、ハイエンドな雰
囲気にも◎

するために2017年に設立された会社
「フェリスホーム社」
。小売と並行して、
イ
ンテリアや家具、
飲食店や個人住宅プロ
ジェクトに関連するデザインソリューション
をアドバイスするブランドとなっている。

「ラフィネナイトスタンド03 ／
Raffine Nightstand 03」
W67×D40×H65cm、
1419万VND。真っ白さの中
の、
ほのかな模様が高級感を
演出。細い脚からは繊細さが
感じられ、部屋の雰囲気をき
れいにまとめてくれる

ショールームは、
ホーチミン市2区にあり、
現代的なスタイルで美しくデザインされ
ている。取り扱う商品は、アメリカとヨー
ロッパのデザインスタンダードを意識し、

ミニテーブルと合わせて
ベッド脇にラウンジチェアを

100%ベトナムで生産している。コンテ
ンポラリーかつモダンなスタイルを演出
することにフォーカス。カーペットやラン
プなどの装飾雑貨は、インドやタイから
輸入しており、どことなくオリエンタルな
雰囲気が漂う。

SHOP info

※写真はイメージになります。
写真内家具は現在取り扱っていません。

「ラフィネチェア05 ／ Raffine Chair 05」W64
×D65×H94cm、
1010万VND。背もたれのデ
ザインが独特な、豪華なロイヤルスタイル。チェ
アの木製フレームは手作りで、
どっしりと構えた
重厚感を生んでいる

「ラフィネチェア02 ／ Raffine Chair 02」W61
×D56×H89cm、1250万VND。中国文化に
インスピレーションを受けたデザインで、
ブナの木
をメインに使用し、手作りの素朴さを演出。脚は
竹を模造している

フェリスホーム／ Felice Home
 58 Song Hanh St., Dist. 2, HCMC
 (028) 8854 6078
 9:00 ～ 20:30
@felicehomevn
https://felicehome.vn/en

S tud y

Interior Goods

週末、
じっくり物思いに耽る
こもってしまいたくなる書斎

インテリア雑貨で部屋を飾る
サービスアパートメントが多いベトナムでは、すでに家具が揃っているこ
ともしばしば。大型家具は購入できなくとも、好みの雑貨を集めることは
気軽にできるので挑戦してみよう。

仕事や勉強、読書など自分ひとりになる書斎は、集中力を高めるシンプルで使いや
すいインテリアでまとめたい。思わず1日中引きこもってしまわないよう注意だ。

レトロな 雰 囲 気 漂 う
キャンドルホルダー

物を置きたくなる
ビンテージ風本棚
「ブックケース／ Bookcase」商 品コード
CUSC-BC100-01、W100×D35×H200
㎝、1949万VND。
オークやアカシア、
パイン
ウッドの木目が味わい深いクスコ（CUSCO）
コレクションの1つ。素朴な雰囲気を醸し出す

丸いフォルムの柔らかさ
やさしい雰囲気の本棚

・
「フローブックケース110㎝／ Flow Bookcase 100cm」
商品コードFLOW-BC110-01、W110×D35xH200cm、
2229万VND
・
「オーランドデスク／ Oland Desk」商品コードOLANDBUR2T、W100xD50xH75cm、839万VND
・
「メイダイニングチェア／ May Dining Chair」商品コード
MAY-CHA09、W46.5xD58xH83.5cm、189万VND

本や雑誌だけでなく、
部屋を飾る
置き物も飾りたい

創立者はフランス・アヌシーの3人兄弟で
あるブランド「ザゴ」。現代のトレンドとライ
フスタイルに触発され、自然かつ本物のデ
ザインによって差別化された家具を作りた
いと、2005年に設立された。ブランド誕生
SHOP info

エッセンスとし、木材のオーク材やチーク材、

ザゴ／ Zago

コンクリート、金属など、
自然素材を生かした

 49 Xuan Thuy St.,
Thao Dien Ward, Dist. 2, HCMC
 (028) 2253 4248
 9:00 ～ 20:00
@zagofurniture
https://zago-store.vn
※ほか市内に1店舗

さまざまなコレクションを展開する。デザイ
ナーはブランド専属で、美しく、良質な家具
を作るという熱い情熱を共有したチームで
製作から流通までを担っている。

（左）
「ダリアランタン／ Dalia – Lantern」直径18×H40cm、99万VND。
（右）
「ジャスミンランタン／ Jasmine – Lantern」直径12×H18.5cm、49
万VND。金属素材で作られ独特の輝きを持つランタン。中にアロマキャンド
ルを入れて飾るのもOK。
どちらもカーサニャーで販売

「リンボバスマット／
Rimbo Yellow
Cotton Bath Rugs」
商 品コード250860、
W80×D50cm、24
万9000VND。イース
クで販売

「オメガスモールローブック
シェルフ／ Omega Small
Low Bookchelf」商品コー
ドOMEG-BC80-01、
W80
×D35×H108cm、679万
VND。シンプルなメタルフ
レームと、
マホガニーの色合
いが特徴のオメガ
（Omega）
コレクション。完璧過ぎない
小洒落た感を生み出してく
れる

木材はもちろん、金属や
コンクリート材を用いた
コレクションが揃う「ザゴ」

の地であるアヌシーの自然豊かな雰囲気を

（上）
「フェイスモン／
Face Mong – Cusion」
W54.3×D29cm、49万
5000VND （右）
「ジュ
ヴタプーフ／ Juvita –
Pouf」W40×D40×
H40cm、190 万 VND。
どちらもカーサニャーで
販売

思わず目を引く
バスマット

「フローブックケース／ Flow
Bookcase」 商 品 コ ード
FLOW-BC40-01、W35×
D40×H171.7cm、1189万
VND。美術運動アール・ヌー
ヴォーの時代にインスピレー
ションを受けた、優雅な丸い
フォル ム が 特 徴 のフロー
（Flow）
コレクション

アクセントになる
クッション＆プーフ

細かいものをきれいに
まとめてくれるバスケット
インテリアの
アクセントになる
キューブ型
ミニテーブル
「スクエアキューブサイドテー
ブ ル ／ Square Cube Side
Table」商 品 コードCUBESQ40-02、W40×D40×
H40cm、279万VND。
コンク
リート素材が用いられ、均一で
ない色味のむらが味を出す

（上）
「ラサバスケット／ LHASA
– BASKET」Mサイズ直径39×
H49cm、47万VND。Lサイズ
直 径44×H49cm、69万VND。
スゲで作られている。
（右）
「ディジェダバスケット／
Dygeda - Basket」25万VND。
どちらもカーサニャーで販売。

部屋のテイストを
自分好みに変えるアイテム
部屋のインテリアの主役は家具だけ
れど、ごみ箱1つをとっても住人の趣味
が不思議と感じられるもの。漫然と選ん
でしまえば選べるのだけど、お気に入り
の物で揃えれば大切にするし、物持ちも
良くなる。ベトナムらしさのあるオリエンタ
ルな置き物や、
ちょっとくすっと笑いたくな
るチャーミングなマットなど、部屋の片隅
にも自分の
“大好き”
を散りばめて、居心
地の良さを作り出そう。

