
有名観光地から離れた場所に自然に溶け
込むように建てられ、ゆっくりとした特別な
時間が流れるベトナムの“辺境”５つ星
ビーチリゾートホテル。客室数が50部屋以
下に限られるのは、あらゆるサービスにおい
て丁寧なおもてなしを大切にするからこそ
だ。ベトナムの非日常の世界へようこそ。

至極の辺
境

ビーチリゾー
ト

50室以下の５
つ星ホテル

記事の情報は、2017年9月取材時点のもの



1LDK（131㎡）の「ラグーンプールヴィ
ラ」は1室1泊（大人２人、子ども１人）
1250万1500VND++から。プライベー
トプールのほか、ビーチへも部屋から直
接アクセスできる

丘の上にあるモダンタイ料
理店「サフラン／ Saffron」
では洗練されたメニューの
数 を々提供。「トムヤムクン
／ Tom Yum Goong」

（34万5000VND++）など
本格的な味わい

Banyan Tree Lang Co Central Vietnam

ベトナムを南北に分かつハイヴァン（Hai 
Van）峠の北側に位置する「バンヤンツリーラ
ンコー」は、周囲が海と山で囲まれた高台に
ある。町のざわめきを抜け、豊かな緑に囲まれ
た道の先に現れる、広大なリゾートホテルだ。

「ここは本当にベトナム？」と思わず尋ねてし
まいそうなほど、鳥のさえずりがかすかに響く
敷地内の静寂や清 し々い空気など、心の底
からくつろげる環境が整っている。

全49部屋の客室はすべて専用プール付

ベトナムの古都・フエとホイアンの旧
市街の中間に位置し、2つの観光地を
訪れられる絶好のロケーションも人気の
理由のひとつだ。世界遺産に登録され
ている古代チャンパ（Cham Pa）王国の
ミーソン（My Son）遺跡群にもアクセス
しやすく、アクティヴに周辺を観光したい
人にはうってつけと言える。

近くにはプロゴルファー、ニック・ファル
ド（Nick Faldo）氏が設計した18ホール
のゴルフコースを有する「ラグナランコー
ゴルフクラブ／ Laguna Lang Co Golf 
Club」があり、海と山の景観が素晴らし
いと評判だ。

バンヤンツリーランコー
セントラルベトナム

アクティヴ派も大満足の
絶好のロケーション

Lang Co

ランコ―村

至極の辺境ビーチリゾート
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Banyan Tree Lang Co
Central Vietnam

Access

 Cu Du Village, Loc Vinh Commune, Phu 
Loc Dist., Thua-Thien Hue Province
 (0234) 3695 888 
 langco@banyantree.com

 banyantreelangco
http://www.banyantree.com/en/
ap-vietnam-lang-co

・〈ハノイ〉ノイバイ国際空港、
〈ホーチミン市〉タンソンニャット国際空港
からともに約1時間20分
→〈ダナン〉ダナン国際空港
・〈ダナン〉ダナン国際空港から車で約1
時間→バンヤンツリーランコーセントラル
べトナム

1. 滞在中にスパでの体験は
外せない。数々の受賞歴を誇
るスパで、極上マッサージが受
けられる。完全プライベートの
個室での施術なので、完全に
身を任せて夢心地の時間を
過ごしてほしい

1.

2.

2. 料理教室やランタン作りな
ど、インドアで子どもも一緒に
参加できるものから、トレッキン
グやマウンテンバイクの貸し出
し、さらには海ではカヤックなど、
140種以上のアクティビティ
メニューが用意されている

きの広 と々したヴィラ棟で、ゆったりとプライ
ベートな時間を満喫できる。伝統的なフエ王
朝風のデザインに近代的なアレンジを加え、
蓮のモチーフや刺繍が施されたファブリック、
落ち着いた色合いで統一された調度品など
から、随所にベトナムの文化が感じられる。

バリエーション豊富な客室の広さは、1LDK
（131㎡）から、窓が大きく開放的な空間が魅
力の3LDK（260㎡）までが揃い、家族やグ
ループでの宿泊にもふさわしい。

夜は幻想的な雰囲気にな
るエントランス棟。ロビーが
あり、チェックインやチェック
アウトなどの手続きはここで
行われる。細やかな格子細
工や陶器類など高級感の
ある空間が演出されている
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見渡す限りに広がる“緑の海”は心身を解
きほぐしてくれる。ジャクジーやスパルーム
が併設された一軒家仕様の客室「アマノ
イスパハウス／AMANOI SPA HOUSE」
ではこの景色を独り占めできる

Amanoi 
高級リゾートホテルを世界中で展開

するアマンリゾーツが手がけ、2013年9
月にヴィンヒー（Vinh Hy）湾沿いに登
場した「アマノイ」。ベトナムで唯一のア
マン系列のホテルだ。

ベトナム最古の国立公園であるヌイ
チュア（Nui Trua）国立公園内の高台
に、31棟のパヴィリオン（客室棟）と4 〜
5室のベッドルームを擁する5棟のヴィラ
がそれぞれ独立して建つ。ロビーエント
ランスがあるセントラルパヴィリオン内の
山の斜面を利用した大階段など、地形
を生かした建築は内装、外装ともにベト
ナムの伝統建築様式を取り入れている
のが特徴だ。

エレガントでありながら、温かみのある
調度品や照明など、計算しつくされた贅
沢な空間の使い方は思わずため息が出
るほど。各客室の場所が離れているた
め、周囲を気にすることなく濃密な時間
を過ごせるほか、山の中腹にあるインフィ
ニティプールや、睡蓮が咲く湖畔にある
スパなど、風光明媚な立地だからこそ実
現した「アマノイでしかできない体験」を
提供してくれる。

高級リゾートホテルながら、フレンド
リーで気取らないスタッフのサービス
も、アマンのファンが世界中に増え続
ける理由のひとつだ。

宿泊者数が少ないことから、スタッ
フともすぐに顔馴染みになり、アット
ホームな雰囲気でもてなしてくれる。
絶妙な距離感で、滞在をサポートして

「またいつか帰って来たい」
気取らないもてなし

Vinh Hy

ヴィンヒー湾

至極の辺境ビーチリゾー
ト
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2. 空港からの移動中に車窓から眺め
る、牧歌的なベトナムの昔ながらの暮
らしも旅情感を煽り、非日常へ誘って
くれる。周囲に馴染み、景観を壊さな
いように配慮された外観

1. 客室から湖の眺望を楽しめる「レ
イクパヴィリオン／ Lake Pavillion」

（95㎡）は1泊1室（大人2人）1589
万VND++から

湖を臨むヨガパヴィリ
オンではヨガのレッス
ンクラスを開催してい
る。豊かな自然に囲ま
れながらのヨガは、貴
重な体験だ。

2019年3月31日（土）まで、3連
泊すると毎日の朝食とランチま
たはディナー、スパメニューや料
理教室などのアクティビティがつ
くプロモーション「アマノイハイダ
ウェイ／ Amanoi Hideaway」
を実施中

アマノイ

Amanoi
 Vinh Hy Village, Vinh Hai Commune, 
Ninh Hai Dist., Ninh Thuan Province
 (0259) 377 0777
 +81(0)120 951 125

（アマン共通日本語ダイヤル）
 amanoi@aman.com
www.aman.com

Access

・〈ハノイ〉ノイバイ国際空港から約1時間50分→〈ニャチャン〉カムラン国際空港
・〈ダナン〉ダナン国際空港から約1時間10分→〈ニャチャン〉カムラン国際空港
・〈ホーチミン市〉タンソンニャット国際空港から約1時間5分
　→〈ニャチャン〉カムラン国際空港
・〈ニャチャン〉カムラン国際空港から車で約1時間45分→アマノイ

くれる経験豊富なバトラー
（執事）の「さすが、アマン ！」
と言わざるを得ない、世界基
準のホスピタリティは感動す
るレベル。

ダイニング以外にも、希望
の場所で食事ができるので、
おすすめの場所を尋ねてみ
てほしい。思いがけない絶景
ポイントを教えてくれるかもし
れない。

1.

2.



ヴィラ内のプールのほか、パブリックプー
ルも完備。プールサイドで微睡むもよし、
思い切り遊べる大きなサイズが嬉しい

Six Senses 
Con Dao 

ベトナム最東南部の離島、コンダオ諸島の
ソン（Son）島にある「シックスセンシズ・コンダ
オ」。輝く砂浜と透明度の高いエメラルドグ
リーンの海、マングローブの林や珊瑚礁に囲
まれた自然の宝庫と言われるこの島で唯一
の5つ星ホテルだ。

外観デザインはベトナムの昔ながらの漁村
をイメージし、全50棟のプライベートヴィラと
各施設がビーチフロントに点在。すべての
ヴィラにはプライベートプールが付いており、
気分に合わせてビーチとプールをどちらも心ゆ

「宿泊しながら東南アジア屈指の美しい自
然を体感してほしい」と、エクスペリエンス・
マネージャーのフン（Huong）さん。

スキューバダイビングやシュノーケリング、
さらには地元のガイドと島の暮らしを見て回
るバイクツアーに加え、「朝のヨガとアーユ
ルヴェーダのスパメニューの組み合わせも
おすすめです。心身のバランスが整えられ
て、体がすっきりしますよ」

子どもと一緒に楽しめる釣りツアーや船
上からの日没鑑賞ツアーなどの様々なアク
ティビティが用意されている。

シックスセンシズ・コンダオ

島の大自然を楽しみ尽くす
種類豊富なアクティビティ

Con Dao

コンダオ諸島

至極の辺境
ビーチリゾー

ト
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Access
 Dat Doc Beach, Con Dao Dist., Ba Ria-Vung 
Tau Province
 (0254) 3831 222 
 reservations-condao@sixsenses.com

 ＠SixSensesConDao
www.sixsenses.com

・〈ホーチミン市〉タンソンニャット国際空港から約45分→
コンダオ島コンオン空港
・〈コンダオ島〉コンソン空港から車で約15分→シックスセ
ンシズ・コンダオ

くまで楽しめる。
島の半分以上が国立公園に指定され、手

付かずの自然が残る島に馴染むよう、客室は
木材を基調にしたインテリアで統一されてい
る。コンセントや電気のスイッチなどが極力木
箱などで隠すという徹底ぶりからも、ホテルの

「もてなしの美学」を垣間見ることができる。
木のぬくもりが感じられるヴィラから美しい海
を眺めて、おもむくままに過ごす贅沢なひとと
きは、何物にも代え難い充足感を与えてくれ
るはずだ。

客 室 の 広さは150 〜
671㎡。194㎡の「オー
シャンビュー 2階 建て
プールヴィラ」が2017年
12月21日（木）まで、1泊
1室（大人2人と子ども１
人）980万VND++ 〜

「ディナーの前にバーで
夕陽を眺めて過ごすのも
おすすめ」とも語ってくれ
た、フンさん

山の麓にある「シックスセン
シズ・スパ」では、フットマッ
サージ（30分95万VND）な
ど各種ボディトリートメントを
用意。ヨガのレッスンもあり、
健やかな美しさを手に入れ
るサポートを行う

メインダイニング「バイ・ザ・ビーチ／ By the Beach」では島で採れた新鮮な
魚介を堪能できる。日替りの鮮魚を使う「グリルシーフードプレート／ Grilled 
Seafood Plate」（105万VND++）などが人気

バーでは季節のフルーツを
使ったカクテルなどを提供。
シグネチャーカクテルも豊
富なので、ぜひ試してみよう
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フエ

ダナン

ホイアン

バックマー
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東
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カウ島
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東
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Lang Co
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AA

A
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Q&A

Con Dao

Vinh Hy

トラベルインフォメーション

ホテル内のレストランやバーに
ドレスコードはありますか。

リゾートホテルは、
最低何泊するのがおすすめですか？

チップを払う必要はありますか？
どこで、どのように、いくら渡すべき？

「何をしたらよいのかわからない！」
初心者におすすめの過ごし方とは。

客室数が少ない高級ホテルに、
子ども連れで宿泊しても大丈夫ですか？　

リゾートホテルでの滞在は、慣れてい
ないとマナーや過ごし方に困惑して
しまい、かえってリラックスできない
なんてことも。より快適に楽しむため
に、旅の賢人たちに「素朴なギモン」
に答えてもらいました！

旅の賢人

旅の賢人
お答えいただいた

の方々

に聞く！

リゾートを
楽しむコツ

ランコー村

ヴィンヒー湾

コンダオ諸島

ベトナム北部と南部の境となるハイヴァ
ン（Hai Van）峠の北側に位置する漁村。
フランス領時代に保養地だった歴史を持
つ。歩くと「きゅっ」と音が鳴る白い“鳴き
砂”のランコービーチのほか、海と山との自
然のコントラストが美しいハイヴァン峠の
展望台から眺望も見逃せない。南北統一
鉄道が通り、昔ながらの景色が残る。

なし。気にしなくて大丈夫！本。

藤井 全彦 さん

小林 良彦 さん

奥村 駿 さん

旅行代理店エーペックスベトナムトラベル
コーポレーション代表。国内外様々なホテ
ルに滞在経験を持つ。

旅行代理店タガートラベル代表。旅行代
理店に長年勤務して培った豊富な経験と
ノウハウを持つ。

旅行代理店H.I.S ホーチミン市支店でホ
テル仕入れを担当。“H.I.Sベトナム髄一の
ホテル通”と呼ばれる。

（藤井）ベトナム在住者なら２泊、日本か
らの旅行だったら３泊。２泊はホテルで
のんびりして、１泊は街歩きなどに当てる
のがおすすめです。

基本的にチップはなし。
ただ、通常より重い荷物を運んでもらっ
たり、無料のコーヒーを多く入れてもらっ
たりなど、特別に何かをしてもらった場合
に１USDほど渡します。

（藤井）子どもが宿泊できないホテルもあ
るので 事前に調べましょう。
また大人用プールに子どもが落ちないよ
う気をつけましょう。

（小林）ホテルによりますが、5つ星以上でしたらド
レスコードがなくても夕食の際、男性は襟付きの
シャツ、ショートパンツの場合も長めの丈がいいで
しょう。女性でしたらワンピースなどが無難では？

（小林）2泊でもいいですが、

やっぱり3泊がおすすめ。
2泊だと実質、中1日になるのでバ
タバタ感は否めませんが、リゾート
自体を楽しむことはできると思いま
す。3泊あればホテル独自のアク
ティビティも楽しめますし、ちょっと疲
れたらお昼寝のような、リゾートなら
ではの贅沢な時間の使い方も思
い切ってできると思います！

（小林）基本必要ありませんが、や
はり渡すとサービスが変わると思い
ます。
チップは“気持ちの良い
サービスを受けるための
もの”　　だと思ってください。特に2
泊以上するのであれば、ぜひお試し
を。５万VND程をレストラン会計の
時や、部屋のクリーニングの際に
ベッドサイドに置くと良いと思います。

（小林）一般的ですが、やはり本ではないでしょうか？　普段読ん
でいる本も、リゾートホテルで読むと本の印象も変わってくるかと
思います。

ビーチやプールサイドでのんびり本を読む！

（小林）子ども連れがOKでも、ホテルは
社交場ですので、お部屋以外ではマ
ナーを学ぶ場所としてレストランなどでは
あまりうるさくしない方が良いかと。プー
ルなどでもあまり騒ぎすぎず、周囲への
気遣いは必要です。

（奥村）過度に露出した服装でなければ大丈夫で
す。水着のままで利用する場合には、屋外の席に
座るなどの配慮はして下さい。歩くときに音が出や
すいビーチサンダルでのご利用は避けた方が良い
かもしれません。

（奥村）

（藤井）

（藤井）
（藤井）

（奥村）

1泊からでも大丈夫！
例えばコンダオ島に週末で行く場合、土
曜のアーリーチェックインと日曜のレイト
チェックアウトを組み合わせれば、2泊と
ほぼ変わらない滞在時間になりますよ。

（奥村）ベトナムにはチップの習慣がない
ため、どのタイミングで渡すのか？　といっ
たプレッシャーはありません。レストランな
どで小額のお釣りがあった場合に、チッ
プとして渡すのがスマートな印象です。

何もしない贅沢が楽しめるのがリゾート
「時間がありすぎて何をしたらよいのかわからない！」という方はリ
ゾート滞在には向かないかもしれません（笑）　レストランやバーな
どでリラックスしながら会話を楽しむ、または一人旅ならありきたりで
すが読みかけの本ですね。

（奥村）プライベートプール付きのリ
ゾートホテルは、
お部屋での滞在を中心に考
えるとお子様連れは向いて
いると言えます。　　　　　　　　　ただ、日中に
ビーチサイドでお子様がはしゃぐの
は問題ないですが、子どもだけでの
レストランの利用は避け、大人の駆
け引きがある夜のバーには連れて
行かない方が良いでしょう。

観光開発があまり進んでおらず手
つかずの自然が残るエリアで、広大な
森林に囲まれた白砂のビーチと、透
明度の高い穏やかな海がある。塩の
生産とブドウ栽培がさかん。省都ファ
ンラン・タップチャム（Phan Rang-
Thap Cham）は、チャンパ（Cham 
Pa）王国のチャム（Cham）文化で知
られ、チャム塔が多く残る。

ヴンタウから南へ約180kmの場所にあ
る、大小16の島々からなる群島。長年流
刑地となっていた歴史を持ち、ソン島（Con 
Son）のみ人が生活をしている。国立公園
として自然保護区となっており、ウミガメや
ジュゴンなど希少な動物の生息地としても
知られる。マリンアクティビティだけでなく、
森林でのトレッキングもおすすめだ。

中部トゥアティエン・フエ省フーロック県　
Phu Loc Dist., Thuan Thien-Hue Province
ダナン国際空港からランコービーチまで約30 km
車で約50分

南中部ニントゥアン省ニンハーイ県　
Ninh Hai Dist., Ninh Thuan Province
カインホア（Khanh Hoa）省カムラン

（Cam Ranh）国際空港から約60km
車で約50分

南部バリア・ヴンタウ省コンダオ県　
Con Dao Dist., Ba Ria-Vung Tau Province
コーオン（Co Ong）空港から中心部まで約20km
車で約30分

〇年間平均気温 ： 約26℃
〇ベストシーズン ： 3月〜8月

〇年間平均気温 ： 約22〜35℃
〇ベストシーズン ：  3月〜10月

〇年間平均気温 ： 約26〜27℃
〇ベストシーズン ： 2月〜6月
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