
豪華客船最新情報

ハロン湾クルーズ、
成熟の時代へ

「新・世界７不思議」に選ばれたことをきっかけに、地元クアンニン（Quan Ninh）省ではハロン湾を世界の
注目に恥じない観光スポットにしたいと、これまで特に規制を設けていなかった船体の色を白に統一すること
を決めた。ハロン湾クルーズが旅行者の人気を集め始めた初期の頃、フランス植民地時代の木造船・ジャ
ンク船を模したレトロなデザインが主流だったが、ここ数年、より色味が多様な船が増え、景観問題が持ち
上がっていたことも背景にあった。
　外国人旅行者を中心に「木造船のような色合いの方がよかった」との声もあるが、地元では概ね好評。ジャ
ンク船のイメージ一辺倒だった豪華客船のデザインが、バラエティに富む結果を生んでいる。

　2011年11月、スイスの「新・世界７不思議財団」が世界中から投票を募り、新「世界７不思議・自然版」を選出。ハ
ロン湾はそのひとつに選ばれた。世界の注目を集めるハロン湾を、最も堪能できるのはクルーズの旅。最新の豪華クルー
ズ船情報を紹介しよう。 撮影／大池直人＆ベトナムスケッチ編集部



個性派客船で自分好みのクルーズを楽しむ

「月」「雲」「龍」「鳳凰」「山」「水」。これらキャビン
の名称に合わせたイメージで各客室がデザインされ
ており、２つと同じ部屋はない。全６室と客室数を
抑え、図書室やスパなども完備。ブティックホテル
ならぬ「ブティック船」がコンセプトとなっている。

▲

「鳳凰」の客室。広
い専用ベランダが付く 

▲客室「月」。隣の「雲」
とコネクティングルー
ムになっている

▲共有スペースの図書
室。静かで落ち着ける
色合い

▲シンプルだが上質な家具を配したス
イートキャビン　▲船が大きい分、デッ
キも広々。いつまでも海を眺めていたい

▲

フレンチや伝統ベトナム料理など、毎
日バラエティ豊かな食事を楽しめる

▲大型液晶テレビも備えたゴー
ルデンデラックス　

▲

シルバールームは銀というよ
り白に近く、落ち着いた色合い

▲

スーペリア
でも十分広く
ベランダ付き

▲全室に椅子と
テーブルを備えた
ベランダがある

▲船の先頭側のロイヤ
ルスイート２室には専
用デッキがある　▲

どっしりした白木の
ダイニングテーブルが
温かみを感じさせる　

▲

要所要所にさりげな
く観葉植物が置かれて
いる

　ゴールドとシルバーを基調にした内装で、
設備にも贅を尽くしている。甲板にはフィッ
トネスジムがあり、海を眺めながらエクササ
イズもできる。クルーズ船には珍しく、３ベッ
ドを備えたトリプルルームがあり、３人での
旅行や家族連れに重宝しそうだ。

　ハロン湾初の２連泊クルーズを実現。カットバ島に上陸
するなど、２泊ならではの旅程が評判だ。船の規模もさる
ことながら、サービスやエクスカーションも充実。甲板に誰
でも楽しめるジャクジーがあり、日本人には特に人気が高い。

　フランス人デザイナーの手による船内は、キャビンもダ
イニングも白木を多用し、シックな雰囲気。海側は前面
ガラス戸になっており、レースのカーテン越しに柔らかな
光がたっぷり差し込む。テラス際の椅子に腰掛け、冷房
のきいた客室から海を眺められる。

船の外装が白へ統一されるのと時を同じくして、インテリアにも変化が。これまで木造ジャンク船をイメージしたコロニアル
な雰囲気が多かったが、近年の新造船は個性派揃い。ハロン湾クルーズは個性の時代に突入した。







客室ごとに趣向を凝らしたブティック船


ヴァイオレット号

絢爛豪華なザ・ベトナム


ゴールデンクルーズ号

優雅な雰囲気に包まれてお姫様気分


アウコー号

白木の家具が演出する明るい空間


ペリカン号



　磨きこまれた黒光りする床、漆のような
仕上がりの家具、ヴィクトリア調の小物。
船自体は新しいが、レトロな風情を存分
に味わえる内装になっている。

　風呂好きの日本人には嬉しいことに、風呂にこだ
わったクルーズ船も増えてきた。カテゴリーによっ
ては、海を眺めながら入浴できるバスタブを備えた
キャビンも。注目はアウコー号。乗客全てが利用
可能（21万VND／約1020円／30分）な、露天
風呂気分で楽しめるジャクジーが甲板にある。

近年、ハロン湾では、バスタブやスパといった、乗客がよ
りリラックスできる設備の工夫に力を入れている船が多い。
また、より高い安全性を目指す船も増えている。そんな最
新クルーズ船の装備に注目してみよう。

　デッキに寝そべって見上げ
る星空や、乗客との密な触
れ合い。シーカヤックでハロ
ン湾探索に出かけ、船上で
は海の幸を堪能する。まる
でクルーの一員として船旅に
繰り出したかのような、アク
ティブな旅路を満喫しよう。

　フレンドリーなもてなしが身上の
アットホームな船。ベトナムの伝統
家具や盆栽といった、東洋趣味を
インテリアに取り入れているのがユ
ニーク。年内には、プール付きの
新造船が完成を予定している。








古き良きジャンク船の旅を味わうなら


ヴィクトリースター号

日本人ならここに注目！

　かつては珍しかったクルーズ船内のスパだが、最近は陸と
変わらない豊富なメニューや質の高いトリートメントを提供する
船も多い。甲板で焼けた肌は、その日のうちにケアしよう。

　いくら安全に気を配っても、何が起こるかわか
らないのが海の上。安全対策に力を入れている
船が増えている。ペリカン号ではハロン湾で初
めて、乗客人数分の酸素ボンベを各室に備えた。

洋上の極楽空間で癒しのひと時

やはり安全は最重要

　窓や扉が「キャビン」を強調する
デザインとなっていて旅情満点。ハ
ノイで人気のフランス料理店「プレス
クラブ／Press Club」の系列で、味
に定評がある。ビュッフェ形式のため、
言葉に不安のある人でも心配ない。

船旅気分を堪能できる
クラシックな造り


エメロード号

　太鼓の音が鳴り響
けば、船旅の始まりだ。
船内はベトナムの伝統
的なテイストを随所に
あしらった重厚な雰囲
気。アクティビティを
楽しむほか、客室の
窓から望む絶景を眺
めながら、ゆっくりと
時間を過ごすのもいい。

▲カテゴリーによっては、ガラス
戸の向こうの光景を寝ながらに
して楽しめるキャビンも

▲レストランには、くつろげるソ
ファスペースがある

▲ペリカン号の酸素ボン
ベは、１時間以上もつと
いう

▲いざという時に窓を叩
き割るハンマー。写真は
アウコー号のもの

▲ゴールデンクルーズ号のスパはとっ
てもカラフル　

▲ヴァイオレット号のスパ　▲

ヴィクトリースター号のスパは３床
あるが、３人一緒に施術を受けたい
場合は乗船前に要予約

▲

ジェットバスを完備した
プレジデントキャビン

▲

ジャンク船を模した
木目調の内装が、さら
に旅情を引き立てる

▲暖かみのある茶系でまとめた内装

▲デッキには日陰が多く、日
焼けが気になる人には嬉しい

▲

さりげない小物が
レトロムードを盛り
上げてくれる　

▲分厚い木材を
用いた重厚な扉

▲板張りの天井が、いにしえの
ジャンク船を思い起こさせる

▲甲板に据え付けられた
アウコー号のジャクジー

▲ヴァイオレット号の鳳凰キャビンの風呂は
ジャクジー付き

▲

インドチャイナセイ
ルズ号スイートの風呂

移ろう景色に、古き良き時代を重ねて


インドチャイナセイルズ号

元祖ジャンク船でクルー気分を満喫


バイトー号

随所に盆栽をデコレーション


エモーション号

こだわり装備の充実で
より快適な滞在を



今回取り上げたのは、2007年以降に就航した比較的新しい船。現在、
建造中の新船もあるので、今後もクルーズ船情報には要注目だ。

※１　同一名のクルーズ船でも、内装や設備などが船によって異なる場合がある。レストラン・バー
とサンデッキは全船で完備されているため省略　※２　日程により内容が変更となる可能性あり。
別途、追加料金が必要なものも含む　※３　アウコー号のみ２泊分で、他は１泊分の料金。時期
や申し込み代理店により異なることがある。ハノイからの送迎料金が別途必要な場合あり

■HPウェブ　■船船のサイズ（全長／全幅／全高／重量）　■進進水日　■港出航港　■数客室数
■設船内設備※１　■客キャビン内設備　■遊アクティヴィティ※２　■Ｌ昼食　■Ｄ夕食
■Ｂ朝食　■料２名１室利用での料金※３　

ハロン湾最新クルーズ船情報

旅行者の平均滞在日数が1.5日のハロン湾。観光局では2020年までに2.5日に延ばすことを目標としている。それもあって、ここ数年、ハロ
ン湾に高級ホテルが続々と進出。大型ショッピングセンター「マリーナプラザ／ Marina Plaza」も近々グランドオープンを予定している
（2013年７月５日現在、一部のみ営業）。クルーズ船での旅の前後に陸で１泊すれば、よりゆったりとハロン湾を楽しめそうだ。

　観光施設が集まるバイチャイ中心部
の海岸沿いに建つ。海に向かって広
がるプールでハロン湾を眺めながらの
んびりするのもいい。フランス人シェフ
の手によるシーフードを楽しめるレスト
ラン「ザ・スクエア／The Square」や、
リゾートムードあふれるロビーラウン
ジは、宿泊客以外でも利用価値大だ。

続 と々ホテルがオープン

陸で過ごすハロンも充実へ

ジ・アウコークルージズ／The Au Co Cruises
47 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist. Hanoi
(04) 3933 4545（月～金曜）8:00～12:00 / 
13:30～18:00、（土・日曜）8:00～12:00なし
■HPwww.aucocruises.com■船56m／10.43m／
15.765m／非公開■進2012年３月■港トアンチャウ■数32
室■設スパ、ジャクジー（一部）、喫煙所■客バスタブ（一部）、
シャワー、エアコン、ミニバー、セイフティボックス、バルコ
ニー（一部）■遊シーカヤック、料理教室、サイクリング、太極
拳、イカ釣り、水上村訪問、洞窟訪問■Ｌベトナム＆西洋料
理セット■Ｄベトナム＆西洋料理セット、シーフードバーベ
キュー■Ｂビュッフェ■料2268万VND（約11万630円）／２
泊／２名～

NOVOTEL HA LONG BAY
p.117Ha Long Road, 
Bai Chay Ward, Ha Long, 
Quang Ninh Province
(033) 384 8108241万
5000VND（約１万1780円）～
www.novotelhalongbay.com

ゴールデンクルーズ9999／Golden Cruise 9999
Lot C15, Khu Do Thi Nam Tuan Chau, Tuan Chau 
Ward, Ha Long, Quang Ninh Province(033) 362 
0086 / 382 62748:00～12:00 / 14:00～17:00
なし■HPwww.halongsails.com■船72m／12m／非公
開／非公開■進2013年６月■港トアンチャウ■数48室
■設スパ、フィットネス、サウナ、ジャクジー（一部）
■客シャワー、エアコン、ミニバー、セイフティボックス、テ
レビ、DVDプレイヤー、バルコニー■遊シーカヤック、料理
教室、太極拳、水上村訪問、ティートップ島訪問、洞窟訪問
■Ｌベトナム料理セット■Ｄ多国籍料理セット
■Ｂビュッフェ■料735万VND（約３万5850円）／２名～

ヘリテイジライン／Heritage Line
68, 10 St., Nam Long Residence, Tan Thuan Dong 
Ward, Dist. 7, HCMC(08) 3773 8555
（月～金曜）8:30～12:00 / 13:00～17:30、（土曜）
9:00～12:30日曜■HPhttp://halongviolet.com
■船38m/9.02m/7m/100～110t■進2009年11月■港バイ
チャイ■数６室■設スパ、サウナ、フィットネス■客バスタブ、シャ
ワー、エアコン、ミニバー、セイフティボックス■遊シーカヤッ
ク、料理教室、太極拳、水上村訪問、洞窟訪問■Ｌインター
ナショナル料理セット■Ｄ多国籍料理ビュッフェ（参加人数
により多国籍料理アラカルト）■Ｂビュッフェ■料1207万
5000VND（約５万8900円）＋／２名～

ペリカンラグジュアリー＆イメージ
ハロンクルージズ／Pelican Luxury & 
Image Ha Long Cruises
32 Anh Dao st., Bai Chay Ward, Ha 
Long, Quang Ninh Province(033) 384 
6810 / 384 6814（月～金曜）8:00～
12:00 / 13:30～17:00、（土曜）8:00～
12:00日曜■HPwww.pelicancruise.com
■船47m／10.5m／8.4m／最大500t
■進2013年3月■港トアンチャウ■数22室
■設スパ■客バスタブ（一部）、シャワー、エアコ
ン、ミニバー、セイフティボックス■遊太極拳、
シーカヤック、料理教室、水上村訪問、洞窟訪
問■Ｌベトナム料理セット■Ｄベトナム＆西洋料
理ビュッフェ（参加人数によりベトナム料理
セット）■Ｂベトナム料理ビュッフェ■料582万
1500VND（約２万8400円）／２名～

バイトー旅客運輸／Van Chuyen Khach Bai Tho
11 Le Quy Don St., Ha Long, Quang Ninh 
Province(033) 382 6898 / 091 450 3503
（月～金曜）8:00～12:00 / 13:30～17:00、（土曜）
8:00～15:30日曜■HPwww.victoryhalong.com
■船60m／10.5m／11.5m／非公開■進2009年３月
■港ホンガイ■数32室■設スパ、ジャクジー（一部）■客バスタブ
（一部）、シャワー、エアコン、ミニバー、セイフティボックス、
バルコニー（一部）■遊シーカヤック、料理教室、太極拳、イカ
釣り、水上村訪問、洞窟訪問■Ｌアジア料理セット
■Ｄ西洋料理セット■Ｂビュッフェ■料620万VND（約３万
240円）／２名～

フオンハイ／Huong Hai
27A6 Dam Trau St., Hai 
Ba Trung Dist. Hanoi(04) 
3984 2362 / 098 204 2426
（月～金曜）8:00～17:30、
（土曜）8:00～12:00日曜
■HPwww.indochinasails.com
■船45m／9m／20m／非公開
■進2008年9月■港バイチャイ
■数15室■設スパ■客バスタブ（一
部）、シャワー、エアコン、ミニバー、
セイフティボックス■遊ティートッ
プ（Ti Top）島訪問、洞窟訪問、イ
カ釣り、太極拳■Ｌベトナム料理
セット■Ｄ多国籍料理ビュッフェ
■Ｂビュッフェ■料840万VND（約
４万980円）／２名～

エメロードクラシッククルージズ
Emeraude Classic Cruises
46 Le Thai To St., Hoan Kiem 
Dist., Hanoi(04) 3935 1888
（月～金曜）8:00～18:00、（土曜）
8:00～16:00、（日曜）8:00～14:00
なし
■HPwww.emeraude-cruises.com
■船56m／10m／非公開／非公開
■進2003年12月■港バイチャイ■数37室
■設スパ■客シャワー、エアコン、喫煙所
■遊シーカヤック、料理教室、太極拳、洞
窟訪問、イカ釣り■Ｌ多国籍料理ビュッ
フェ■Ｄ多国籍料理ビュッフェ■Ｂビュッ
フェ■料331万8000VND（約１万
6190円）／１名～

バイトー投資観光サービス
Bai Tho Trading Investment & Tourism Service
p.118Lot C15, Khu Do Thi Nam Tuan Chau, 
Tuan Chau Ward, Ha Long, Quang Ninh Province
(033) 362 0086 / 382 62748:00～12:00 / 
14:00～17:00なし■HPwww.halongsails.com
■船38m／8.4m／6m／700t■進2005年11月■港トアン
チャウ■数18室■客シャワー、エアコン■遊シーカヤック、竹舟、
ティートップ島訪問、イカ釣り、洞窟訪問、水上村訪問、太極
拳■Ｌ多国籍料理セット、ベトナム料理セット■Ｄ多国籍料理
セット■Ｂ多国籍料理セット■料250万VND（約１万2200
円）＋／１名～

ハロンエモーション／Ha Long Emotion
1A Trang Tien St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
(04) 3933 5484 / 098 422 1666（月～金曜）
8:30～12:00 / 13:30～17:30、（土曜）8:30～12:00
日曜■HPwww.halong-emotion.com
■船50m／10m／非公開／非公開■進2008年９月
■港トアンチャウ■数28室■客バスタブ（一部）、シャワー、エア
コン、ミニバー（一部）、セイフティボックス（一部）、喫煙所
■遊シーカヤック、料理教室、太極拳、イカ釣り、水上村訪問、
洞窟訪問、ティートップ島訪問■Ｌ多国籍料理ビュッフェ、
ベトナム料理セット■Ｄベトナム料理セット■Ｂビュッフェ
■料362万VND（約１万7660円）／１名～

金色のドラゴンが舵を取るゴージャス船

ゴールデンクルーズ号

温かみあふれる安らぎ空間

ペリカン号

ベトナムテイストのカジュアル船

エモーション号
人気船ジャスミンの姉妹船

ヴァイオレット号

クラシックな客室から見渡す
絶景を堪能

インドチャイナセイルズ号

友人同士やカップルで過ごす濃厚な船旅！

バイトー号
ファミリータイプの客室を完備

ヴィクトリースター号

蒸気船をイメージした
ユニークな外観

エメロード号

夢空間で過ごす２泊３日の旅

アウコー号

バイチャイにそびえる４つ星ホテル

ノボテルハロンベイ
「マリーナプラザ」が建つバイチャ
イの新興エリアに、2012年オー
プン。広いプール、ジャクジーを
備えた高級感溢れるスパと、あ
ると嬉しい施設が揃う。日本料
理店「さくら」もあり、日本人が
利用しやすいホテルといえそうだ。

日本料理店＆スパを併設

ロイヤルロータス

▲

ジャクジーはスパ内にある

▲

ひと通りの日本料理が食べられ
る「さくら」

Royal Lotus Halong
A13, Block 1, Dong Hung 
Thang 2 Area, Bai Chay Ward, 
Ha Long, Quang Ninh Province
(033) 626 9999
142万7000VND（約6960円）～
www.royallotushotelhalong.com

　市街地であるホンガイ地区
に建つ、唯一の４つ星ホテル。
ハロン市場にも近いので、ビ
ジネスにはもちろん、ハロン
の街を楽しみたい人にも最適。
最上階のカフェ＆バーは、ハ
ロン湾有数の絶景ポイント。
カメラ片手に是非訪れよう。

眺望自慢のシティホテル

ハロンＤＣ

Ha Long DC Hotel
8, 25/4 Road, Hong Gai Ward, 
Ha Long, Quang Ninh Province
(033) 361 8606
113万4000VND（約5530円）～
www.halongdchotel.com

▲

海に突き出る岩山をのぞめる、
カフェ＆バーからの眺め　

▲

どの
部屋からもハロン湾を望める

▲海に向かって広 と々プール
が広がる　

▲

金と赤のコンビ
ネーションが印象的なロビー▲

重厚でありながらモダンな室内

ハロン湾

トアンチャウ島

トアンチャウ港

出航港を確かめて
　クルーズ船はホンガイ（Hong Gai）港か
バイチャイ（Bai Chay）港から出ていたが、
今では港の整備が進んだトアンチャウ
（Toan Chau）港へ変更する船が続 と々増
えている。トアンチャウ港は他の港から車
で約 30 分かかり、間違えると出航に間に
合わないことも。前日までにどの港から出
るのか確認しておこう。

ホンガイ港
バイチャイ港

N
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