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※記事の情報は2020年9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

俺たち、

疲れを言い訳に週末ステイホームでだらだら過ごすなんて
もったいない！　そんな諸君を代表してベトナム在住の働く
男たちに、初心者でも楽しめると話題のアクティビティを体験
してもらった。さあ、新しいワイルドな週末ライフの幕開けだ！

週末アクティビティのすすめ



ハノイではタイ（Tay）湖での練習ほか、郊外の美
しい湖へ向かう1日ツアーを提供する「ユームーブ
サップクラブ」は初心者向けのクラスがあり、機材
のレンタルも行う。英語が話せるコーチが在籍し、
日本人でも申し込みやすい。基本クラスは1回3時
間（1人60万VND～）、要予約。コーチ1人につき
6人までの定員で、グループでの申し込みなら希望
の日時に合わせてくれる。1 ～ 2人は土・日曜のみ
の受け付け。上級者向けのクラスもあり、あらゆる
レベルの人が挑戦できる。

SHOP info

SHOP info

のどかな湖上を進む爽快感

サイゴン川の流れに
身をまかせて

このところ注目を集め
ている「サップ」とは、
スタンドアップパドル
ボード（Stand Up 
Paddleboard）の略
称。その名の通り、ボー
ドの上に立ち、パドルで
漕ぎ分けて水面を進む
アクティビティだ。SUP

サーフィンより手軽にできる
ウォータースポーツ「サップ」

分厚くて浮力が高く安定性のある専

用ボードを使用するため、初心者でも

挑戦しやすい。ボードを使うサーフィン

とパドルで漕ぐカヌーを掛け合わせた

ようなスポーツで、体幹やバランス感

覚が鍛えられる。

サップってナニ？
HCMC

「思った以上に体を動かして、いい運
動になりました。水に落ちないように
意識しすぎたところがあったので、落ち
る心構えがあったら、もっと楽しめたと
思います。風景は穏やかで、非現実感
を満喫できたのもうれしかったですね。
次回は友人を誘って参加します！」

「何が何でも落ちないようにと、
本気で気合を入れてやりました

（笑）。やはり少し恐さはあります
が、ボードに立てたときの達成感
がたまらないですね。船が川を通
過すると、小さいボートでも結構
大きな波が発生するので、流され
ないように要注意です」

サップ歴4年、
コーチ歴2年のクアン

（Quan）さん

初心者向けのコース
は、コーチが流暢な英
語で、漕ぎ方から水に
落ちたときの対処法ま
で丁寧に指導してくれ
るため安心だ

湖上ではまず、座りながらボードのバラ
ンスの取り方、オールの使い方のコツ
を掴む。湖に落ちても焦らず落ち着い
て行動しよう

 Paddle Station, 29 Nguyen 
Dinh Thi St., Tay Ho Dist., Hanoi
 096 192 9223
 8:00 ～ 22:00 
  booking.tour@umove.com.vn

@UmoveSupClub2018
https://umove.com.vn

 480/89 Binh Quoi St., Ward 28, 
Binh Thanh Dist., HCMC
 090 692 4925  8:00 ～ 18:00 
  saigonsupclub@gmail.com

@saigonsupclub

 14-16-18 Nguyen An Ninh St., Ward 14, Binh Thanh Dist.
 (028) 3820 7366  9:00 ～ 17:00  vietnam@sketch-travel.com

@VietnamSketchTravel  https://vietnam.sketch-travel.com

Umove SUP Club

Saigon SUP Club

スケッチトラベル／ Sketch Travel
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「イマムラインターナショナル
ベトナム（I.I.V）」代表

「ユニマックスサイゴン」
営業部長

サップは水の上でも自由に動きやすいところが魅力です。初心者でも丁寧に指導します

市内中心部から車で約30分、まだ昔な
がらの景色が残るエリアに位置する「サイ
ゴンサップクラブ」。コーチ付きの2時間体
験コースは1人58万VNDで、濡れたときの
着替えを用意するだけで気軽に参加できる。
初心者向けのコースはもちろん、サイゴン
川の中州にあるタンダー（Thanh Da）まで
往復する小遠征ツアーや、サップ体験前後
にクラブ周辺の飲食店や土産店を回るツ
アーなど、ユニークなプランも提供している。
フェイスブックで要予約。

市内とクラブを往復する「車チャーター」（7人乗り4時間80万VND）、サップ中の
「日本語通訳ガイド」（170万VND）の手配は、下記から問い合わせを。

HANOI



2015年に開業し、ホーチミン市内ではボルダリング施設の先
駆者として知られる「バーティカルアカデミー」。1人1回15万
VNDで、時間制限なしで利用できる。10回分が120万VNDにな
るメンバーカードも発行。日本人インストラクターが在籍し、日本語
で指導が受けられるのも魅力だ。高橋紳吾さんが指導する日本
人向けクラスは、毎週土曜15 ～ 16時に行っており、参加費は
1人1回20万VND。メールまたはウェブサイトで要予約。

フランス人のジャン・ヴェルリー（Jean Verly）さんが運営す
るボルダリングジム「ヴィエットクライム」は、日本人など外国人
が多く通う人気施設だ。施設内を自由に利用できるデイパス

（18万VND）をはじめ、年間の会員制度なども用意。英語が
話せるインストラクターによるクライミングクラス（1回35万
VND）や、ヒュールン（Huu Lung）県へのロッククライミング旅
行の参加者も受け付けている。関連商品を販売するショップ
も併設しており、シューズのレンタル（3万VND）も可能だ。

屋内で高さ13mの壁を登れる「サイゴンクライミング
センター」。安全確保用のロープを付けて行うトップ
ロープクライミングや、クライマーがルート中にセットされ
た箇所にロープを掛けながら登るリードクライミングなど、
少し難易度が高いクライミングにも挑戦できる。2階に
は初心者でも楽しめる、ロープなしで気軽にできるボル
ダリング設備が充実。1時間のクライミングとシューズの
レンタル料、コーチング込みで25万VNDなど。

SHOP info

SHOP info

SHOP info

日本人クライマーがコーチング！

皆で楽しめる、
アットホームな雰囲気

“高み”に挑戦するなら、ここ！

ロッククライミングの1つのジャンルであり、競技人口が増加傾向にあるボルダリング。
2020年に予定されていた東京オリンピックから正式種目に加わり、「スポーツクライミング」の中の1種目となっている。

BOULDERING
頭を使って登りきれ！、ボルダリング

自分の体と頭を使って、高さ5 ～ 6m程

度の壁を安全確保用のロープなしで登

るのがボルダリング。他にも、ロープで安

全確保して高い壁を登るリードクライミン

グ、スピードを競うスピードクライミングな

どがある。

ボルダリングって

ナニ？

「高さがない分、短い範囲にいろ
いろなルートが凝縮されているの
で、どう登るか頭を使って考える難
しさを感じ、それが面白かったです
ね。高橋さんがしっかりと指示やコ
ツを伝えてくれるので、初めてでも
安心して楽しめると思います！」

「ボルダリングはほぼ未経験で
したが、ジャンさんに丁寧に教
えてもらいながらレベル1はな
んとかゴールまで到達できまし
た。全身運動で普段使わない
筋肉を使うので、続けることで
体力がつき、理想のボディライ
ンも手に入れられそう。また来
たいです！」

「途中まではスイスイ登れましたが、
ちょうど半分まで登ったあたりで急
に高さに対する恐怖感が…。下を
見るのは登り切ってからにしましょ
う。普段なかなか使うことのない前
腕の筋肉をめちゃくちゃ使いました。
明日からの筋肉痛が楽しみです」

「どうしても腕の力だけ
で登りがちですが、脚
の筋肉も使うことを意
識すると登りやすくな
り、運動の効果もアッ
プします」とインストラク
ターの高橋さん

アプリと連動させて独自ルートを
設定できるムーンボード（Moon 
Board）やサスケ（SASUKE）の
練習器具など、ユニークな設備
が魅力

コースは初級（8級）か
ら上級（1級以上）まで
揃っており、同じ階級
でも傾斜によって異な
る難易度を楽しめる

レベルは7段階。初心者
はレベル2で一気に難易
度が高まるが、「次はどこ
に手、足をと考えながら
進めていくのがおもしろ
いです」と鶴原さん

元気で若 し々さあ
ふれるジャンさん

（写真左）

ロッククライミング旅

行を中心に顔を出して

います。一緒にカッコ

いいボディラインを作

りましょう！

圧倒されるほどの高
い壁を登り切ったと
きの爽快感・達成感
を味わって。傾斜が
ないため、意外と簡
単に登れる

 789D So 1 St., Binh An Ward, Dist. 2, 
HCMC  097 966 2015  （月曜）17:00 ～
22:00、（火～金曜）10:00 ～ 22:00、（土・日曜）
9:00 ～ 21:00   climbing@vertical-academy.
com / shingo@kabevn.com（高橋）

@vertical.academy.vn
https://vertical-academy.com

 40, Ngo 76, An Duong St., 
Tay Ho Dist., Hanoi 
 (024) 6682 4352 
 9:00 ～ 22:00 月曜

@VietClimb
www.vietclimb.vn

 168/42 Nguyen Gia Tri St., 
25 Ward, Binh Thanh Dist., 
HCMC  088 822 2045 
 9:00 ～ 22:00 
  saigonclimbing@gmail.com

@saigonclimbingcenter
https://saigonclimbing.com

Vertical Academy

VietClimb

Saigon Climbing Center
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（左）「バー・バッカーノ！」オーナー

「牛角」ブランドマネジャー

（右）日本人インストラクター

HCMC

HANOI

HCMC

レベルは7まで。初心者
は2で一気に難易度が
高まるが、「次はどこに手、
足をと考えながら進めて
いくのがおもしろいです」
と鶴原さん



ホーチミン市から車で約５時間のビーチリゾート、
ムイネー（Mui Ne）。青 と々した海を目の前に過ご
すビーチキャンプは、忘れられない思い出になるに
違いない。「ロンソンムイネービーチキャンプグラウ
ンドリゾート」では、2人用のダブルテントが寝具付
きで1泊6USD（約14万VND）、金曜はシングルテ
ントが1USD（約2万3000VND）と格安でキャン
プができる。昼間はゆったり海を眺め、夜は施設内
のバーやビリヤード場などで、現地で出会ったキャン
プ仲間と賑やかに過ごすのも粋な楽しみ方だ。

2000年にオープンした老舗ウォーター
スポーツクラブ「ジャイブズビーチクラブ」。
毎年11月から4月にかけて風が強くなる
ムイネーならではのカイトサーフィンに挑戦
しよう。初心者向けのレッスンは1人1時
間105万VND。日本語で指導可能な
コースもあり、詳細は問い合わせを。

SHOP info

SHOP info

ビーチキャンプ

カイトサーフィン

パノラマの海を独り占めする

ムイネーの風に乗る、ウィンドサーフィンやサップ、
カヤックなどウォータースポー
ツを一通り遊べる。土曜の
夜はビーチサイドでバーベ
キューパーティーを開催

 706 St., Suoi Nuoc Beach, 
Mui Ne, Phan Thiet, Binh Thuan 
Province  091 490 1144
  booking@longsonmuine.com

@longsonmuinebackpackerparadise
www.longsonmuine.com

 90 Nguyen Dinh Chieu 
St., Mui Ne, Phan Thiet, 
Binh Thuan Province
 (0252) 3847 405 
（月～金曜）8:00 ～ 22:00、

（土・日曜）8:00 ～ 23:00
info@jibesbeachclub.com

@JibesBeachClub
www.jibesbeachclub.com

Long Son Mui Ne 
Beach Campground Resort

Jibe’s Beach Club

Mui Ne

ハノイ市内中心部から北西へ約70km、車で約１
時間半の距離にあるバヴィ（Ba Vi）県。バヴィ山の
周辺には複数の森林公園が点在しており、高くそび
える三峰の山から成る総面積1万㎡を超えるバヴィ
国立公園には、手付かずの大自然が残っている。公
園内にある「ソンティンキャンプ3」では、枕とブラン
ケット付きの2 ～ 3人用テントを20万VNDで貸し出
している。ほか、石炭付きバーベキューグッズが15万
VND ～、テーブルと椅子は12万VNDなど。

バヴィの大自然を満喫するには、やはりトレッキング
やハイキングが欠かせない。時間がない人には、「ハ
イキングベトナム」の8時に市内を出て17時頃に戻
る日帰りトレッキングツアーがおすすめだ。送迎、英
語ガイド、ピクニックランチ、観光地入場料付きで、2
人1組の場合は1人175万9000VND。

SHOP info

SHOP info

国立公園内キャンプ

トレッキング＆ハイキング

バヴィの大自然に包まれる

動植物に遺跡に、見どころ満載

少し足を伸ばして郊外に
出ると、ベトナムならでは
の壮大で美しい景色が見
られるキャンプ場が待っ
ている。山でトレッキング
をしたり、海でマリンス
ポーツに挑戦したり、日
常を忘れて思いっきり自
然と遊ぼう。 CAMPING

1泊2日でプチ遠征、「映えキャンプ」

広大な敷地を生か
した音楽イベントや
屋外サスケ施設な
どが、キャンプ体験
をよりアクティブにし
てくれる

数百種の動植物、1200種以上のサボテン
が植えられているサボテンガーデン、神秘的
なフランスの植民地時代の遺跡などを巡る

 Muong Chau Village, Ba Vi 
Dist., Hanoi  (024) 6650 6764 
  sontinhcamp@gmail.com

@BaViOutdoor
http://sontinhcamp.com

 76 Kim Ma St., Ba Dinh Dist., Hanoi
 098 182 2624 / 094 556 8669 
  info@hikingvietnam.com

@trekkingvietnam  https://hikingvietnam.com

Son Tinh Camp 3

Hiking Vietnam

Ba Vi



ホーチミン市の中心部から車で約30分の7区で
ゴーカートに乗れる「カートワン」。外国人客が6割を
占め、中でも日本人が多く訪れる。スタンダードチケッ
トは1人5分13万5000VND、10分22万VND、15
分29万5000VND。時間が短いように思えるが、
ハンドル操作の際に意外と腕や背中の筋肉を使う
ため、これくらいの時間設定がちょうど良いのだとか。
レーシングカートを本格的に学びたい人向けに、個
別レッスン（1人1回150万VND）も行っている。

『不思議の国のアリス』をテーマにした「ロバリー・イン・ザ・ワ
ンダーランド／ Robbery in The Wonderland」や、悪夢の
世界を体感する「アサイラム／ Asylum」など、6種の部屋を
擁する「ミステリー」。参加人数は2～6人で、価格は2人40
万VND ～。外国人客が多く、友人や家族と一緒に楽しむ
のはもちろん、社内チームビルディングでの利用も多いという。
最高難易度は5、初心者向けは3となり、言語はベトナム語
か英語から選べる。制限時間は60分。ウェブサイトからの
予約が必要だ。

専用ベストを装着し、レーザー銃を片手に迷
路のような薄暗い施設内を歩き回りながら敵を
見つけて狙い撃つゲーム施設「プラネットレー
ザーゲーム」。スイスからの技術・システムをその
まま取り入れ、アクション映画のような世界観を
体感できる。参加人数は4 ～ 14人で、対戦は
ソロかチームかで選べる。ゲームはポイント制で、
点数を多く稼いだ人またはチームが勝利だ。1
ゲームは20分で1人16万VND ～。身長は
130cm以上が求められる。フェイスブックから
要予約。

「ウィーエスケープ」では、ホラー映画の
世界観を再現した「ザ・キリングジョーク
／ The Killing Joke」などの謎解き
ゲームはもちろん、幽霊や敵役に扮した
スタッフから逃げながら謎解きを進める新
しいタイプの脱出ゲーム「ウィーエックス
／ WE-X」が注目を集めている。

SHOP info
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「実は以前に来たことがあり、今回が2度
目です。前回はハンドルの重さに体力を奪
われ、5分コースで十分だと感じましたが、
前より操作しやすくなっている気がしまし
た。車の免許を持っていないのですが、事
故なく快適に楽しめました！」

丁寧に教えますので、初心者や女性も気軽に遊びに来てください

ドイツ人創設者の後を継
いだ、現オーナーのミン

（Minh）さん。

「脱出ゲームは人生で初めてだ
ったのでワクワクしました。頭を
使って謎が解けた時の快感が
忘れられません！　遊び場の選
択肢が増えたので、次回は友人
を誘って、別の部屋に挑戦した
いですね。子連れの家族にもお
すすめできますよ」

「音楽も内装もリアリティ
があって緊張感が続くの
で、結構汗をかきました。
いい運動になりました」

「相手チームに遭遇し
ないか、ドキドキしながら
プレイしていました。会
社のメンバー、友人らと
また来たいです」

「壁を背にしたり通路をのぞき
込んだりと、アクション映画の
中にいる気分を味わえました」

定期的にレーシングイ
ベントを開催。2020
年11月中にも行われ
る予定だ。詳細はフェ
イスブックで確認を

盗まれた女王のハートを3つ探す「ロ
バリー・イン・ザ・ワンダーランド」。難易
度は4。仕掛けの技術、部屋の雰囲
気など、どれも世界水準

敵チームのベストにレーザーを当てて撃
てばポイントが入る。ブラックライト使用
のため、白シャツなどを着ていくのは避け
よう。施設を貸し切ることも可能

入室前に謎解き
ヒントのあり、なし
を選べる。「あり」
を希望するとトラ
ンシーバーが渡さ
れ、3回までヒント
がもらえる

 Saigon Hello Park, 582/12 
Huynh Tan Phat St., Tan Phu 
Ward, Dist. 7, HCMC 
 091 157 7711
 （月～金曜）15:00 ～ 21:00、（土、
日曜）10:00 ～ 21:00 
  vanminh.kart1@gmail.com

@kart1VN  
https://vinaracing.com

 10F, 381 Doi Can St., Ba 
Dinh Dist., Hanoi   088 883 
7755  8:45 ～ 23:00

@missterry.vn
https://missterry.vn
※ほか、市内に1店舗

B2, Me Tri Ha Park, Me Tri 
Ha St., Nam Tu Liem Dist., 
Hanoi 
 098 882 8677 
 （月～金曜）16：00 ～ 20：00、

（土・日曜）11：00 ～ 20：00
@planetlasergamevietnam

www.
planetlasergamevietnam.com

 68 To Hien Thanh St., Dist. 10, HCMC 
 024 7774 4888  9:00 ～ 22:00

@WeEscapeSaigon
https://weescape.vn  ※ほか、市内に3店舗

Kart1

Miss Terry

Planet Laser Game

We Escape
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「バー・バッカーノ！」オーナー

「青葉セミナー」教室長

HCMC

HANOI

HCMC

HANOI

ゴーカート

レーザーシューティング

脱出ゲーム

脱出ゲーム

F1レーサー気分でガチレース！

新感覚サバイバルゲーム

作品の世界観を忠実に再現

体を動かす、
新感覚の謎解きゲームも

中
なかがわ

川 翔
しょうた

太 さん

「なごみ歯科」院長　

いくつになってもバトル
ゲームには胸が燃える。
チーム戦でやれば間違い
なく盛り上がるレーザー
シューティング、ゴーカー
ト、脱出ゲームの3種の
ゲームを紹介する。友人
や同僚を誘って、一緒に
一汗かこう。BATTLE

男心をくすぐる、バトるアクティビティ

土
つちはし

橋 壮
まさゆき

之

伊
い と う

藤 星
せ い た

太

さん

さん

「ニャンアイ老人ホーム」
介護福祉士 

「ヘアサロンオーブ」店長　


