
人いきれにむせかえり、売り子のおばちゃんたちの威勢のいい声が飛び交う市場。特に専門店が集まる卸売市場は地元の人々の素顔が
見られる絶好のスポット。買って、食べて、楽しんで。定番観光とはひと味ちがう、ちょっとディープな市場めぐりへ出かけよう！
取材・文／杉田憲昭・ベトナムスケッチ編集部  撮影／大池直人・ベトナムスケッチ編集部

市場を知れば、ベトナムの懐深さが見えてくる

市場ガイド

※本文中の＠の後ろにつく番号は、p.24 〜 27 の市場番号20 21



見学だけじゃもったいない、市場はアミューズメントパークさながらの
見所がたくさん。そこでまずは現地でぜひ試して欲しい、とことん市場
を楽しむための３つのポイントをご紹介。

あれもこれも全部やりたい
市場で楽しむ

魚売り場で働くクオン（Cuong）さん。大きな
魚も軽々持ち上げる頼もしさ。@1

c.b.

e.d.

h.

g.
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m. n.
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f.

J.屋台飯
とれたての新鮮食材を使った自慢の一品。

甘酸っぱいスープ・カインチュア（Canh 

Chua）や魚の煮付けなど、市場周辺の

屋台は美味の宝庫。１皿約 2 万 VND 

（約 100 円）程度と料金も卸価格！  @1 

k.食堂
市場わきの路地裏などに大衆食堂が隠れ

ていることも。現地の人が愛してやまない

本場の味を堪能。@8 

l.スイーツ
食後はプリンやチェー（Che）など、ベト

ナム名物のスイーツも楽しめる。@7 

n.行商
天秤棒をかついだ行商のおばちゃんは市

場の人気者。デザートから麺類まで、市場

の食を支えている。@8 

★市場の主役はこの人たち★
　次から次へとお客がひっきりなしに
やってくる市場で働く人は、きっぷの
いい人が多い。明るく楽しいおっちゃ
ん、おばちゃんたちは、まさに市場の
顔。言葉にあまり自信がなくても、ボ
ディランゲージを駆使して語りかけれ
ば、買い物の際にちょっとおまけして
くれるかも？

魚市場でカニを扱い20年の
ベテラン、ハイ（Hai）さん。@9

m.軽食
少しおなかが減ったなと感じたら、もちもち

感がたまらないベトナムおこわを。1 杯 1

万 VND（約 50 円）程度。@8 

愛する花を手に笑顔のヒエン（Hien）さんは、商売
にも情熱的。@10 

ヤンシン市場にある老舗ミリタリー
ショップの看板娘、ティ（Thi）さん。@3 

20種類ほどの自慢の高原野菜を毎日届
けるロイ（Roi）さん。@1 ベトナムキャリーを売り続けて10年以上のキエウ（Kieu）さん。@4

何でも積める、
オートバイの荷台は
必需品！高品質で

美味しい野菜を
味わって！

この花キレイで
しょ。だからあま
り値切らないで！

茹でても炒めて
も美味しいよ！

古い希少な
アイテムも
そろっていますよ。

俺の魚は
ベトナムいちだ！

★味良し、量良し、値段良し！★
　新鮮食材の宝庫を前に、うまいものを食べずに帰れない！　市場周辺
には従業員が食事をとる屋台が複数出ている。ローカル度は100％、で
も味は保証つき。本格的なベトナム料理から、小腹が空いたら試したい
屋台おやつまで、その顔ぶれは多種多様。市場のおばちゃん、おっちゃ
んに混ざって、現地ならではの美食を楽しもう。

k.

a.鮮魚
淡水魚から大型海水魚、はてはナマズ

やカエルも顔をそろえ、調理の腕が逆

に試される。@1

b.ミリタリーグッズ
軍払い下げのワッペンやジッポーなど

男心がくすぐられる。ニセモノかどうか

は己の目利き次第。ワッペン2万VND

（約 100 円）〜、ジッポーライター10

万 VND（約 500 円）〜。@3 

f.刺しゅう画セット
素人でも簡単にできる刺しゅう布、糸、針、

説明書などのセット15 万 VND（約 750

円）〜。ただし、完成までに約 1ヶ月は要

するとか…。@8 

d.生花
憧れのバラの花束も格安で！　色によって

料金は異なるが、50本入りで20万VND

（約 1000 円）〜。@2 

h.鶏＆卵フィギュア
なぜ鶏、なぜ卵。そんな疑問もなんのその。

リアルな鳴き声と形に惹かれるおもちゃ。

鶏 2 万 5000VND（約 120 円）、卵 12

個入り2 万 VND（約 100 円）。@6 

c.布地
部屋着のアオドーボ（Ao do bo）か

らベッドカバー用まで、これぞベトナム

なキッチュ柄が目白押し。1m５万VND

（約 250 円）程度〜。もちろんシンプ

ルな柄もある。@5 

i.陶製品
小さな花瓶なら5 万 VND（約 250 円）

程度〜。なかには見ているだけでなんだか

心が温まる、笑顔のまぶしい羅漢像も。
@11 

e.オートバイ用荷台
どんな荷物も軽々運搬！　日本でも一部マ

ニアに大人気のベトナムキャリー5万VND

（約 250 円）〜。@4 

g.焼き魚
調理器具がない人でもすぐに食べられる。

晩酌のお供にまずは１匹。@9 

a.
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ホーチミン市の卸売市場

	 ビンディエン農産物卸売市場
	Cho Dau Moi Nong San Binh Dien

数千の問屋が軒を連ねる食の宝庫

　約2万㎡の敷地を持つ巨大市場。特
に食肉や魚介、野菜が豊富で、ニャ
チャンやダラット、メコンデルタなど、ベ
トナム中南部から集まった食材が所狭
しと並ぶ。毎日2100tもの食材が売り
買いされる業者向けの市場だが、早朝
6時から約1時間程度は一般客への販
売も。商品の鮮度は市内随一、敷地
のはずれにある屋台もおすすめ。

1	 Nguyen	Van	Linh	St.,	Dist.	 8,	
HCMC

7	 21:00〜翌 6:00
	 （ピーク時間帯：24:00ごろ）
www.binhdienmarket.com.vn

	 ヤンシン市場
Cho Dan Sinh

日曜大工の工具・部品探しにも

　ネジや電気ドリルなどの工具、電球
やケーブルなどの電気部品が中心。戦
後、アメリカ軍などの払い下げ物資を
取り扱っていたことから、今もミリタリー
グッズ店が軒を連ねる男の市場。バー
ルやドリルのすぐ横で、ジッポーライ
ターや軍用ブーツ、迷彩柄のジャケット
などが並ぶ様は、男心をくすぐってやま
ない。

1	 Yersin	St.,	Dist.	1,	HCMC
7	 7:00〜 16:00

	 ダイクアンミン商業サービスセンター
Trung Tam Thuong Mai Dich Vu Dai Quang Minh

縫製関係者の聖地へようこそ

　ソアイキンラム市場近くにある手芸
市場。ビーズやボタン、スパンコール、
革ひもなど、手芸で扱うものならなんで
もそろう。ひとつのビルの中に120 店
以上の店が集まり、建物の裏側の路地
にも多くの店舗がひしめきあう、手芸好
きにはたまらないスポット。なかには自分
で作る刺しゅう画など、ちょっと変わった
お土産アイテムも。

1	 31-33-35	Chau	Van	Liem	St.,	
Dist.	5

7	 8:00〜 17:30

	 タンタイン市場
	Cho Tan Thanh

ベトナム人の足を支えるアイテムが山積み
　マフラー、ハンドル、ホイールと、縦
横に走る道路の脇にズラリとならぶバ
イク部品の数々。ベトナムの人々の足
ともいえるオートバイの部品を買うなら
この市場。新品だけでなく、中古パー
ツも豊富にそろう。市場のはずれには、
自転車用品も充実している。

1	 68	Pham	Huu	Chi	St.,	Dist.	5,	
HCMC

7	 7:30〜 18:00

	 オモチャ通り
	Tran Binh & Ngo Nhan Tinh St.

キッチュなオモチャに思わず目移り
　もともとゴーニャンティン通りに多く
集まっていたオモチャ屋街が、ビンタイ
（Binh	Tay）市場横のチャンビン通り周
辺にまで拡大。ソフビ人形や合体ロボ
のほか、どう遊ぶのかよく分からない商
品も多数。

1	 Around	 Tran	Binh	St.	 &	Ngo	
Nhan	Tinh	St.,	Dist.	5,	HCMC

7	 9:00〜 18:00

	 ソアイキンラム市場
	Cho Soai Kinh Lam

オーダーメイドの布地はここで
　1970 年代から開かれている布問屋
街。３つある建物のうち、メインとなる
第 1市場には、100 軒以上の店が身を
寄せ合う。市場周辺にも数多くの布地
を扱う店が集まり、綿、化繊、ベルベッ
トなど、洋服からアオザイ用まで様々な
布が手に入る。

1	 473	Tran	Hung	Dao	St.,	Dist.	5,	
HCMC

7	 6:00〜 18:00

	 ホアンホアタム市場
	Cho Hoang Hoa Tham

街のオシャレ番長が集う古着市場
　文字通り、路上に山と積まれた古着
には、日本や韓国、台湾など海外のブ
ランド品も数多い。ボタンがとれている
ものや、ほつれや汚れのある場合もあ
り、自分でリメイクができる上級者向け
市場。訪れるなら、商品が入荷される
週末がおすすめだ。

1	 Hoang	Hoa	Tham	St.,	Tan	Binh	
Dist.,	HCMC

7	 6:00〜 18:00

	 ホーティキー市場
Cho Ho Thi Ky

色とりどりの花が朝日に輝く

　朝４時から６時頃に最も賑わいをみ
せる花市場。15 年ほど前から花屋が
徐々に増え出し、今では幾筋もの路地
にバラやカーネーション、胡蝶蘭からあ
じさいまで、美しい花々が咲き乱れる。
周囲には花束などのラッピング用品を
売る店もあり、贈答用にアレンジもして
くれる。ベトナム産のほか、タイなどか
らの輸入生花も取り扱う。

1	 Ho	Thi	Ky	St.,	Dist.	10,	HCMC
7	 24 時間
	 （ピーク時間帯：4:00〜 6:00）

一度は行っておきたい

ホーチミン市の卸売市場は、10区やタ
ンビン区、5区や8区など、中心部から
少し離れた場所に多い。深夜から早朝に
かけて活気のある市場も多く、見学は早
起き必須！
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	 ロンビエン市場
Cho Long Bien

深夜は深夜のテンションで

　深夜から早朝にかけてのみ営業され
る夜市。入り口近くの色鮮やかな果物
店群を抜けると、奥に魚介を詰めたトレ
イが並ぶ魚市場が広がる。早朝にか
け、魚介を積んだトラックが次々と到
着。大量の海の幸が入荷されるが、声
を張り上げての活気ある商売風景は皆
無。むしろきちんと毛布にくるまり、心
地よく寝ている商人もいて、まったり感
がたまらない。

1	 Yen	Phu	St.,	Tay	Ho	Dist.,	Hanoi
7	 1:00〜 6:00

	 ホン河岸陶器市場
Cho Gom Ven Song Hong

一家にひとつは置いておきたい壺や像

　コップや皿などの小物ではなく、花瓶
や壺、像などの大型商品がメインの陶
器市場。クアンバー花市場のはずれに
あり、陳列された商品の奥に店主らしき
人影がちらほら。市場によくある押し売
りの雰囲気は全くなく、「あれ？　買いた
いんだけど。誰かー！」と少し寂しくなる
ほど自由に品定めし放題。店員に自分
の存在をアピールするのも交渉のうち？

1	 Au	Co	St.,	Tay	Ho	Dist.,	Hanoi
7	 7:00〜 17:00

	 ホム市場
Cho Hom

ハノイの布地を一手に集める布市場

　２階のほぼ全面が布問屋。ブラウス
などにぴったりな衣服用の布地から、
テーブルクロスに使える生地まで、この
市場で欲しい布が見つからなければ、
ハノイでは見つけることはまず無理とい
われるほどに種類が豊富。地元ベトナ
ム人はもちろん、オーダーメイドの布地
探しに訪れた外国人観光客で賑わい、
商店のおばちゃんたちもフレンドリー。

1	 79	Hue	St.,	Hai	Ba	Trung	Dist.,
	 Hanoi
7	 7:00〜 19:00、（布売り場）8:00〜
19:00

	 ハンベー市場
	Cho Hang Be

行商人が特に多い早朝は必見！

　早朝の旧市街。天秤棒や自転車に
肉や野菜を満載したノンラー姿のおば
ちゃんたちを見かけたら、そこがハン
ベー市場だ。周辺には常設店舗もある
が、行商人が大勢集まりその雰囲気は
まさに青空市場。以前はかなりの賑わ
いを見せていたが、今は常連さんの井
戸端会議場さながら。観光客が買う物
は何もないが、だからこそ自然体のハノ
イの市場が体感できる。

1	 Hang	Be	St.,	Hoan	Kiem	Dist.,	
Hanoi

7	 6:00〜 6:45

	 中古バイク市場
Cho Xe May - Do Cu

マシンのことならまかせとけ！

　中古のオートバイがズラリと並ぶ。中
国や日本ブランドが中心で、安いものな
ら約 300 万 VND（約１万 4930 円）か
ら購入できる。店のおじさんたちは、誰
もがメカのプロ。購入の際は車種やメ
ーカーなどの相談にものってくれるので、
気軽に訪ねてみよう。オートバイの販売
以外に、修理にも対応してくれる。

1	 Chua	Ha	St.,	Cau	Giay	Dist.,
	 Hanoi
7	 7:00〜 17:00

	 クアンバー花市場
Cho Hoa Quang Ba

ハノイの街を彩る花々はここから

　季節の変わり目や祝い事には欠かせ
ない花。ハノイの街でよく見かける花の
売り子たちの仕入れ先がここだ。朝日も
のぼりきらない早朝から多くの人々が色
とりどりの花々を仕入れにやってくる。
種類が豊富な生花だけでなく、ユニー
クな活け花も販売。華やかな花が、祭
りにでも来ているような気持ちにさせて
くれる市場だ。

1	 Au	Co	St.,	Tay	Ho	Dist.,	Hanoi
7	 24:00〜翌 8:00

生活感溢れる北の商人たち

中心部から郊外まで各所に点在するハノ
イの卸売市場。大きな建物内でなく、路
上に店を構えた青空市などもある。人々
の日常が街の風景に溶け込む姿は写真
撮影にもぴったり。

ハノイの卸売市場
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