
ベトナム
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インターネット世界旅行
２０２２/９/２８（水）
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案内先

第１回目
ベトナム南部のホーチミン

第２回目
ベトナム中部のフエ、ダナン

など

第３回目

ベトナム北部のハノイなど



ベトナム旅行の良いところ！

ベトナムといえば、いまアジアで最も活気にあふれる国。
観光地として一番人気のホーチミンでは次々と新しいビ
ルができ、発展途中にある都市ならではの若々しいエネ
ルギーが訪れる人を圧倒します。コロニアル建築様式の
建築物も多く残り、女性好みのおしゃれな雰囲気も魅力
のひとつ。来るたび新しい発見があり、何度でも行って
みたくなります。
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ベトナムの気候、服装

• ハノイのある北部は温帯性の気候で四季があり、5月～9月は雨
期。ダナンやホーチミンのある南部は年間平均気温が30度を超
え蒸し暑く、雨期は5月～10月。フエのある中部も年間を通じ
て気温30度前後ですが、雨期は9月～12月です。

• 南北で気候が異なるベトナムですが、夏はどの地方も蒸し暑く、
通気性がよく涼しい服装がおすすめ。紫外線対策と冷房対策で、
羽織れるものがあるとよいでしょう。ハノイをはじめ北部の冬
は冷えますので、ジャンパーや防寒具も必要です。
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ベトナム戦争とは

• ベトナム戦争とは、南北ベトナムの統治をめぐる戦争のこと。

• 南ベトナムはアメリカ合衆国、北ベトナムはソビエト社会主義
共和国連邦（ソ連）の支援を受けていたため、実質、米ソを始
めとする資本主義陣営と社会主義陣営の代理戦争ともいえる。

• べトナム戦争は1955年に始まり、勝敗が決まったのは1975年
の4月30日である。

• 南ベトナムのサイゴン陥落を受け、北ベトナムの勝利が決定し
た。20年もの間続いた戦争の結果、ベトナムを始めとする世界
各国から、数百万人もの死者が出た。

5

ベトナム戦争(ベトナムせんそう)とは何？ わかりやすく解説 Weblio辞書

https://www.weblio.jp/content/%E3%83%99%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E6%88%A6%E4%BA%89


アメリカ軍による戦争介入

• 1961年になると、当時のアメリカ大統領ケネディが、南ベトナムに援軍を派遣。

当初アメリカは積極的に戦争に関与していなかった。

• しかし、状況が大きく変わったのは、1964年のトンキン湾事件である。北ベト

ナムがアメリカ軍の艦隊に魚雷攻撃をしかけたことで、アメリカ軍の戦争介入は

本格的なものとなったのだ。

• 当時の南部には南ベトナム解放民族戦線のゲリラ軍が潜んでおり、アメリカ軍と

の戦いは熾烈を極めていた。そこで、ゲリラ軍に対して有利になるべく、アメリ

カ軍が取った策が枯葉剤の散布だ。

• 枯葉剤を使う目的は、森林を絶やしてゲリラ軍を見つけやすくするとともに、彼

らの生活を支える農作物を枯らすことでもあった。

• 枯葉剤は1961 年から10年程にわたり散布されたが、ゲリラ軍だけではなく、ア

メリカ軍やベトナム民間人への健康にも著しく影響を与えることとなった。
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サイゴン陥落

• 1964年に、ソ連が北ベトナムへの軍事支援を表明し、北部の軍
事力は増強されることとなる。加えて、1965年にアメリカは北
ベトナムへの空爆を開始。

• このように、資本主義勢力と社会主義勢力のバックアップのも
と、戦争は激化していった。しかし、メディアが活発に戦地の
様子を世界に発信したことで、反戦をもとめる声はしだいに高
まっていく。

• そして、1973年のパリ協定により、ついにアメリカ軍はベトナ
ムから撤退を決めた。南ベトナム軍の勢いは弱まり、1975年に
はついにサイゴンが陥落。戦争は終結した。
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ベトナム社会主義共和国の誕生

• ベトナム戦争は、南北ベトナムの争いという枠を超え、世界の
資本主義・社会主義陣営の戦いであった。

• 巨額の資本が投入され、負傷者、死者ともに歴史的な人数と
なった。戦争終結後も、トラウマを抱えて日常生活に戻れな
かった人もいる。

• 戦争終結後、1976年にベトナム民主共和国はベトナム社会主義
共和国に名を変えた。

• アメリカとの国交正常化を経て、ASEANにも加盟。経済成長も
著しい。なお、ベトナムは国民の半数が30歳未満。労働力に期
待をした世界各国が、ベトナムへの事業展開を検討している
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ベンタイン市場
エリア：ベトナム南部

ホーチミン観光で外せない、活気あふれる買
い物エリア。
ベトナム中から集まった新鮮な海産物、山盛
りの野菜や果物、各地の特産品や民芸品など、
品数と店舗の多さは数知れず。日中は観光客
や地元の人でごった返します。フードコート
や屋台レストランはホーチミンのグルメス
ポット。日没後はナイトマーケットが並び、
別の顔を見せます
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サイゴン プリンスホテル（ホーチミン／ベトナム）のホ
テル詳細ページ｜海外ホテル予約【HIS】 (his-j.com)

https://hotels.his-j.com/HotelDetail/SGN00010.aspx
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ダナン
エリア：ベトナム中部

欧米からの観光客も多いダナンは、アジ
アを代表するビーチリゾート。
ラグジュアリーなホテルも続々とオープ
ンしており、滞在は快適そのもの。のん
びり過ごせるヴィラや素朴なプチホテル
もあります。
美しい海と白浜のビーチが続く海岸沿い
はショップやカフェが充実しているので、
散策するだけでも楽しめます。
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ハイアットリージェンシー ダナン リゾート＆スパ（ダナ
ン／ベトナム）のホテル詳細ページ｜海外ホテル予約
【HIS】 (his-j.com)

https://hotels.his-j.com/HotelDetail/DAD00023.aspx


15



16

ハロン湾
エリア：ベトナム北部

海から突き出た大小様々の岩や島は、
長い年月で石灰岩の台地が沈隆して
できたもの。雨による浸食で削られ、
現在のような神秘的な景観を生み出
しました。
船着き場に停泊するクルーズ船に乗
り込めば、間近に迫りくる巨大岩の
迫力に驚くこと間違いなし。幻想的
な洞窟レストランでの食事がついた
宿泊付クルーズも人気です。
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メリアハノイ（ハノイ／ベトナム）のホテル詳細ページ
｜海外ホテル予約【HIS】 (his-j.com)

https://hotels.his-j.com/HotelDetail/HAN00014.aspx


ベトナム南部

ホーチミン
（サイゴン）

18



19

2022年 ホーチミンで絶対外さないおすすめ観光スポット
トップ10【定番から穴場まで！】 トリップアドバイザー
(tripadvisor.jp)

１ 水上人形劇
２ AＯシヨウ
３ ドンコイ通り
４ サイゴンオペラハウス
５ チャンフンタオ像
６ 統一会道
７ サイゴン動植物園
８ ブイビエン通り
９ メコン川クルーズ
１０ クチトンネル

２１ アンドン広場
２２ホーチミンスクエア
２３ 天后宮
２４タオダン公園
２５サイゴン大教会
２６ホーチミン市美術館
２７玉皇殿
２８ファングーラオ通り

１１ サイゴン中央郵便局
１２ ラ メゾンド ラポティケア
１３ 永厳寺
１４ 市民劇場
１５ デタム通り
１６ ベトナム歴史博物館
１７ サイゴンスカイデッキ
１８ 戦争証跡博物館
１９ ベトナム伝統医学博物館
２０ ベンタイン市場

https://www.tripadvisor.jp/Attractions-g293925-Activities-a_allAttractions.true-Ho_Chi_Minh_City.html
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ルネッサンス リバーサイド ホテル サイゴン（ホーチミン
／ベトナム）のホテル詳細ページ｜海外ホテル予約
【HIS】 (his-j.com)

AOI ダイナミックマイク UD-235S

https://hotels.his-j.com/HotelDetail/SGN00032.aspx
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Google マップ

https://www.google.com/maps/@10.7744832,106.6949086,13.67z
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1.水上人形劇
ベトナムの観光スポットと言えば博
物館か市場がほとんど。ここは、そ
の中で笑って楽しめるショーの場所
です。
内容はベトナムの古くから伝わる民
話や歴史、慣習を題材にしたストー
リー展開です。

最前列では水しぶきが飛ぶこともあ
り、また笑いを誘う人形たちの演出
も見逃せません。説明はすべてベト
ナム語ですが、話の内容がわからな
くとも、見て楽しむことができます
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2022年 ゴールデンドラゴン水上人形劇場 - 行く前に！見
どころをチェック - トリップアドバイザー
(tripadvisor.jp)

https://www.tripadvisor.jp/Attraction_Review-g293925-d1489190-Reviews-Golden_Dragon_Water_Puppet_Theater-Ho_Chi_Minh_City.html
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ゴールデンドラゴン水上人形劇場
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ＡＯショーとは
ホーチミン観光で必ず訪れる「市民劇
場」(オペラハウス)で上演されている
ショー。
通常の観光では中に入ることができず、
外観のみの見学となるオペラハウスには、
ショーの鑑賞を通じて中に入ることが可
能となります。

◎ ショーの内容
ベトナム伝統楽器の生演奏、竹や籠を
使ったアクロバティックダンス、スト
リートダンス、創作ダンス、寸劇(コメ
ディ)、雑技団のような身体芸術をミック
スさせたショー。
公演時間は約１時間。２０～３０代前半
のベトナム人(男女)が繰り出すショーは、
とても躍動感があります。

AＯシヨウ
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ドンコイ通り
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２．ドンコイ通り

ホーチミン旅行において、必ず一
度は歩くべきドンコイ通り。
オペラハウスを起点に雑貨店、レ
ストラン、マッサージ店、外貨両
替場所などが並ぶ観光のメッカ。
オープンカフェやお洒落なブ
ティックショップなど、プチパリ
と呼ばれるに相応しい町並みです。

シェラトン、パークハイアットと
いったインターナショナルホテル
など4つ星から5つ星ホテルがサイ
ゴン川沿いに建ち、日本人宿泊者
も多いです。

ホテルのルーフトップから望む景
色も美観です
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Đồng Khởi - Google マップドンコイ通り

https://www.google.com/maps/place/%C4%90%E1%BB%93ng+Kh%E1%BB%9Fi,+B%E1%BA%BFn+Ngh%C3%A9,+Qu%E1%BA%ADn+1,+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%E1%BB%93+Ch%C3%AD+Minh,+%E3%83%99%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0/@10.7766764,106.7004815,16z/data=!4m5!3m4!1s0x31752f4651f58b77:0xd20dcff9a667852e!8m2!3d10.7759811!4d106.7032
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minh vo - Google マップ

チャンフンダオ（陳興道）像（13 世紀の伝説的な武将）の場所から

https://www.google.com/maps/@10.7753048,106.7063141,3a,75y,254.45h,74.01t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOXE4IOZCsbwRn-cehBr8DOif5k_IsKADKISc7n!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOXE4IOZCsbwRn-cehBr8DOif5k_IsKADKISc7n%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya173.29117-ro-0-fo100!7i14400!8i7200
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チャンフンダオ（陳興道）像

チャンフンダオ（陳興
道）像（13 世紀の伝説
的な武将
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ホーチミン歌劇場

ホーチミン歌劇場 - Google マップ

ホーチミン歌劇場（サイゴンオペラハ
ウス）は、ホーチミン中心部にある歌
劇場です。市民劇場とも呼ばれるオペ
ラハウスで、フランス統治時代の1897
年ごろに建てられました。
コロニアル様式となっており、パリの
オペラ座を模して造られたとされてい
ます。ロビーには美しいシャンデリア
が設えられ、階段には赤い絨毯が敷か
れているのが特徴。
ギリシャ神殿を思わせる白い柱や細か
な彫刻が施された壁面も見どころの1
つです。講堂は馬蹄形と呼ばれるヨー
ロッパでは一般的な形で、3階席まで
合わせて500席。オペラやバレエのほ
か、アクロバティックな公演も見られ
ます。

https://www.google.com/maps/@10.7764991,106.7031252,3a,75y,324.34h,97.22t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOoswdSX5c_uExmwKhD4aydRPyFvx5moXKmaMhq!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOoswdSX5c_uExmwKhD4aydRPyFvx5moXKmaMhq%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya62.40664-ro-0-fo100!7i11264!8i5632


ホーチミン歌劇場
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ホーチミン歌劇場 - Google マップ

無料の野外公演

https://www.google.com/maps/@10.7764991,106.7031252,3a,75y,324.34h,97.22t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOoswdSX5c_uExmwKhD4aydRPyFvx5moXKmaMhq!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOoswdSX5c_uExmwKhD4aydRPyFvx5moXKmaMhq%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya62.40664-ro-0-fo100!7i11264!8i5632
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サイゴンオペラハウス ホーチミン歌劇場
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ベトナム戦争終結の舞台となった
近代史象徴の場所

南ベトナム政権時代に独立宮殿とよばれた旧大
統領官邸。
1975年4月に、南ベトナム解放軍の戦車がフェン
スを乗り越え、統一会堂に突入したことにより、
ベトナム戦争は終結を迎えました。
現在は一般公開されており、内閣会議室・応接
室・宴会室などの豪華絢爛な部屋から、極秘軍
事基地として使われた司令官室・暗号解読室・
通信室まで、大小100以上の部屋を見学すること
ができます。
芝生の公園の中に静かに佇むその姿からは悲惨
な時代は想像ができませんが、ベトナム近代史
の象徴であり、独立の歴史を知る上で、必ず訪
れてほしい重要観光スポットです。

統一会道



35

Independence Palace - Google マップ

Independence Palace - Google マップ

https://www.google.com/maps/@10.777086,106.6955232,3a,75y,221.66h,94.54t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMF8O0zJxGW9_3jxDVFvy2hcfGDHdORbPPpSUTC!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMF8O0zJxGW9_3jxDVFvy2hcfGDHdORbPPpSUTC%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya26.71946-ro-0-fo100!7i8192!8i4096
https://www.google.com/maps/@10.7772343,106.6952732,3a,75y,356.3h,93.68t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNxE3uBMGTVC6wEa6MilafEf6SnGgMcELojnnhT!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNxE3uBMGTVC6wEa6MilafEf6SnGgMcELojnnhT%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya226.58127-ro0-fo100!7i5376!8i2688
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Zoom360 Online - Google マップ

サイゴン動植物園

サイゴン動植物園 - Google マップ

100種類1000頭以上の動物が飼育
されています。動物だけではなく
たくさんの植物にも囲まれており
まるで森の中にいるようです。実
はこのサイゴン動植物園、2014年
に開園150周年を迎え、世界で6番
目に古いという歴史のある動物園

https://www.google.com/maps/@10.7881298,106.7067795,3a,75y,335.3h,87.22t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOX_Ux6ogg2aivObpPFnJe-wFvhlml9H35NVXI-!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOX_Ux6ogg2aivObpPFnJe-wFvhlml9H35NVXI-%3Dw203-h100-k-no-pi1.5600262-ya21.095648-ro1.5416237-fo100!7i5376!8i2688
https://www.google.com/maps/@10.7879439,106.7049902,3a,88.6y,301.64h,85.2t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPUl406cjQnTcSoWhj__5w99fdfNm4VpPtVO07p!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPUl406cjQnTcSoWhj__5w99fdfNm4VpPtVO07p%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya147.15305-ro-0-fo100!7i5376!8i2688
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ブイビエン通り

ファングーラオエリア。ここはイン
ドシナ半島随一のバックパッカー街
です。
いくつかの大通りで構成。
その中でブイビエン通りはメインス
トリートとして、日夜問わずバック
パッカーが行き交っています。
おすすめは夜の観光散策。脇の歩道
ではプラスチックのイスに座り、
ビールを飲みながら欧米人と現地人
が談笑しています。
レストランでは売り子の呼び声がい
たるところから聞こえます。
プチパリと呼ばれるホーチミン中心
からは、想像つかないようなカオス
的な光景が広がっていて、「これが
東南アジアの醍醐味」とのこと。



38

Coco Care Spa - Google マップ

https://www.google.com/maps/@10.7666949,106.6924901,3a,75y,11.54h,90.22t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOHgJ2dO5yfBqwOwDL_AEZC3jtE15NtLANAdrnd!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOHgJ2dO5yfBqwOwDL_AEZC3jtE15NtLANAdrnd%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya18.561872-ro-0-fo100!7i8704!8i4352
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メコン川クルーズ

ホーチミン市中心からバスで約90分のところに
あるミトーの町が、メコンデルタ地方の玄関口
です。
人気のツアーは、メコン河の支流を下るジャ

ングルクルーズです。
メコン河クルーズでは、4人掛けの小さな手漕
ぎボートに乗り、オールを漕いで河を渡る体験
ができます。密林や水面から突き出る背の高い
水草の隙間を縫うように小舟は渡ります。その
雰囲気はまさにジャングル！ちょっとしたアド
ベンチャー気分を体感することができます。
また、ここで暮らす人々の生活をのぞくこと

もできます。彼らにとって船は大切な移動手段
のひとつ。
人や物を運ぶ重要なインフラの役割を担ってい
ます。
ジャングルクルーズは日帰りで楽しむことが

できるのも魅力です。
メコンデルタの雄大な自然を感じられる一押し
ツアーとなります。

ティエン川観光（メコンデルタ） - Google マップ

https://www.google.com/maps/place/%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A8%E3%83%B3%E5%B7%9D%E8%A6%B3%E5%85%89%EF%BC%88%E3%83%A1%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%87%E3%83%AB%E3%82%BF%EF%BC%89/@10.3431822,106.3537113,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipNMZ4SOEw_Bc6oAfSL1F7SFPZfgypMqoHx-fj1G!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNMZ4SOEw_Bc6oAfSL1F7SFPZfgypMqoHx-fj1G%3Dw203-h152-k-no!7i4032!8i3024!4m9!1m2!2m1!1z44Oh44Kz44Oz5bed44Kv44Or44O844K6!3m5!1s0x310aafa7d4c8d1ff:0x3ffdfc8d1dee86af!8m2!3d10.3427337!4d106.3537518!15sChjjg6HjgrPjg7Plt53jgq_jg6vjg7zjgrpaHCIa44Oh44Kz44OzIOW3nSDjgq_jg6vjg7zjgrqSARJ0b3VyaXN0X2F0dHJhY3Rpb26aASRDaGREU1VoTk1HOW5TMFZKUTBGblNVTk5PRnBNUzNWblJSQULgAQA
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Victoria Mekong Cruises Victoria Mekong Cruises - Google 
マップ

メコン川クルーズ

https://www.google.com/maps/place/Victoria+Mekong+Cruises/@10.0386918,105.7938393,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipP_2tnFCNH4F0eL3Q34PxjTFExB6HFBd69M6lx9!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipP_2tnFCNH4F0eL3Q34PxjTFExB6HFBd69M6lx9%3Dw114-h86-k-no!7i1600!8i1198!4m9!1m2!2m1!1z44Oh44Kz44Oz5bed44Kv44Or44O844K6!3m5!1s0x31a0639755eadfef:0xb444c65c7b37ad24!8m2!3d10.0386918!4d105.7938393!15sChjjg6HjgrPjg7Plt53jgq_jg6vjg7zjgrqSAQ1jcnVpc2VfYWdlbmN54AEA
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クチトンネル ベトナム戦争の傷痕が生々しく残るエリアのひと
つ。アメリカは、最後まで攻略はできなかったそ
うです。
観光名所としてはおすすめではあるのですが、

遠いのが欠点。また、ベトナム戦争を知らない人
や、興味のない人にとってはただの洞窟どまり。
クチトンネルは実際に入ることができます。

当時は多くのベトナム軍人がここで生活をしてい
ました。腰を低くして進みまずが、狭い空洞内に
漂うひんやりとした空気は緊張感があります。
周辺は田園風景が広がり水牛が歩いているのもう
かがえます。そんな東南アジアの田舎の風景も楽
しめます。
また、敷地内には射撃場があり、別途有料で試

し打ちすることができます。
初めてのホーチミン旅行の方は楽しめるかもしれ
ません。
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総距離250km。想像を絶するベトナム戦争の象徴「クチ
トンネル」を訪ねて | GOTRIP! 明日、旅に行きたくなる
メディア

https://gotrip.jp/2019/05/113781/
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史跡クチトンネル - Google マップ

https://www.google.com/maps/@11.0459359,106.5133628,3a,75y,327.84h,87.77t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMG4e7SDV5I2yaqjMmZ7tI6-HZKtD9Dtgjr9GB-!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMG4e7SDV5I2yaqjMmZ7tI6-HZKtD9Dtgjr9GB-%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya210.73056-ro0-fo100!7i10000!8i5000
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１１ サイゴン中央郵便局
１２ ラ メゾン ド ラポティケア
１３ 永厳寺
１４ 市民劇場
１５ デタム通り
１６ ベトナム歴史博物館
１７ サイゴンスカイデッキ
１８ 戦争証跡博物館
１９ ベトナム伝統医学博物館
２０ ベンタイン市場
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中央郵便局

ホーチミン観光の名物的存在。
統一会堂、聖母マリア教会が目と鼻の先に
あるので、併せて立ち寄りたいスポットで
す。
手紙の海外発送も行っています！

また、お土産ショップもあるのでここで調
達してもOK。おすすめはここでしか買えな
い、記念切手。郵便局中央に置いてありま
す。

19世紀末に建てられたコロニアル建築の郵
便局。内装も凝っていて、天井はアーチ状。
奥行きがあり、最奥部にはホー・チ・ミン
の肖像画が見えます。

中世ヨーロッパを彷彿とさせる木目の電話
ボックスの上には電信網が地図で描かれて
います。お土産ショップも併せて一通り周
るのに30分もあれば充分。

Sai Gon Central Post Office - Google マップ

https://www.google.com/maps/place/Sai+Gon+Central+Post+Office/@10.7798616,106.6999275,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipNVbxdVRusivKidCbOhjasYCdMWXXx8gAvJWFbS!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNVbxdVRusivKidCbOhjasYCdMWXXx8gAvJWFbS%3Dw203-h152-k-no!7i4032!8i3024!4m5!3m4!1s0x31752e8e801c1a47:0xb0f8d5737b239bb2!8m2!3d10.7798616!4d106.6999275
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ラ メゾン ド ラポティケア

東南アジアでは各地のスパやエステに行くのが
楽しみの一つ。ホーチミンは安いマッサージが
たくさんありますが、フランス統治時代に建て
られたフレンチヴィラを改造した素敵なスパも
たくさんあります。ゴージャスな空間で別世界
な気分を味わえるます。

場所あ、観光の目抜き通りであるDong Khoi（ド
ンコイ）通りからならタクシーで約15分ほど。

お手軽なシンプルメニューから数時間～半日、
食事付きのコース等もあり、時間に余裕があり
すぎてどうやって過ごすか迷ったときや、ホテ
ルをチェックアウトしてから夜のフライトまで
の時間を過ごすにもとても便利です。

建物が丸ごとスパとなっており、閑静でプライ
バシーを大事にしてくれる空間造りとなってい
ます。
1人でも、お友達と一緒のお部屋で受けたい時に
も安心してお任せできます。
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永厳寺

ホーチミン最大規模を誇る寺院だけあって、
院内は非常に厳かな空気が漂っています。僧
侶は大きな仏像の前に座って経を唱えます。
その後ろでは数十人のベトナム人仏教徒が正
座しています。まさに仏教大国を象徴した光
景です。
この寺院はベトナムの学校の教科書にも出

てくるほど有名です。また寺院外にある大き
な鐘楼は日本人が寄与したものであり、日本
語が刻印されています。
また、寺院内正面には大きな仏像、裏に回

ると三蔵法師の像もあります。
入場料は無料ですが、ここまで行くためにタ
クシーが必要不可欠です。
また、周辺は交通量の多い道路のため、他に
目立った観光スポットはありません。
寺院だけのためにタクシーに乗ることとなる
のが少しやぶさかかもしれません。
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永厳寺 ヴィンギエム寺（永厳寺） - Google マップ

https://www.google.com/maps/@10.7904833,106.6824033,3a,75y,171.47h,93.52t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMWESDptKpbECTbwZzZ86sx_1Q-EJ7BdYWByL9P!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMWESDptKpbECTbwZzZ86sx_1Q-EJ7BdYWByL9P%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya354.58487-ro-0-fo100!7i6080!8i3040


49

Manish - Google マップ

https://www.google.com/maps/@10.7901808,106.6820757,3a,90y,202.05h,87.57t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMK7HGzcDne70akXmZCCvV-h3fBMbPtr1YK1vp2!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMK7HGzcDne70akXmZCCvV-h3fBMbPtr1YK1vp2%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya186.0612-ro-0-fo100!7i10240!8i5120
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市民劇場 ベトナム戦争中は南ベトナムの国会議事
堂としても使われた歴史ある建物です。
バロック様式の美しい建物なので、撮影
スポットとなっています。
気軽に中に入ることは難しいですが、ド
ンコイ通りとレロイ通りという市内でも
中心に位置するため、市内観光の際には
必ず目に付くと思います。
記念撮影をするのにピッタリの場所なの
で、オススメは階段付近です。

劇場内に入るためには、その時々のイベ
ントの入場料が必要です。
歌や劇など、さまざまなイベントをほぼ
日替わりで行なっています。
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デタム通り

外国人旅行客の王道の観光スポットともいえる
ベンタイン市場。この一帯はファングーラオと
呼ばれるバックパッカー街。
大きなバックパックを背負った外国人旅行客が
昼夜問わず行き交っている、大変賑やかな通り
です。

デタム通りも、そんなファングーラオを構成す
る一角を担っています。
ツアーデスクは、主にメコンデルタ地方やクチ、
タイニン省といった郊外ツアーが観光客に人気。
旅行会社ではホテルやスパ、国内外のエアチ
ケットの手配も代行してくれます。
そのほかには、個人で営む古びたお土産店もい
くつかあり、デタム通りの顔となっています。
また、バックパッカーは、コーヒーを飲みなが
らツアーバスを待つのが定番。
空調管理は扇風機のみの、いかにも東南アジア
らしいカフェも並んでいます。
ツアーに参加せずとも、その雰囲気を味わって
みるだけでも訪れる価値があります。
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Vietnam History Museum - Google マップベトナム歴史博物館

ベトナムの先史時代の歴史
が網羅されている
原始時代・古代・北属期・
独立王朝時代・フランス統
治時代・独立後とそれぞれ
時代別に展示されている。
館内はかなり広い
裏庭に18～19世紀の遺跡が
ある（合わせて見て欲し
い）

【ハノイ観光】国立ベトナム歴史博物館[ベトナム革命博
物館]（Bao Tang Lich Su Viet Nam）へ行こう | ハノイ
の観光まとめサイト｜ウォーキングハノイ (walking-
hanoi.net)

https://www.google.com/maps/place/Vietnam+History+Museum/@10.787984,106.7047376,3a,75y/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipPzQz1Hckog2XvEZ_EABEBTwrHGyp9aZrkrv1E2!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPzQz1Hckog2XvEZ_EABEBTwrHGyp9aZrkrv1E2%3Dw203-h270-k-no!7i3240!8i4320!4m5!3m4!1s0x31752f4b45abfae5:0x251b097f25b4f595!8m2!3d10.787984!4d106.7047376
https://walking-hanoi.net/sightseeing/baotanglichsu_vietnam/
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サイゴンスカイデッキ ホーチミンで2番目の高さを誇る63階
建ての超高層ビル。特徴的なビルの形
はベトナムの国花「蓮」を設計されて
います。
タワー内は商業施設になっていて、レ
ストランや有名ショップも揃っており、
多くの観光客や地元の人で賑わってい
ます。
特に49階の展望台「サイゴンスカイ
デッキ」からは、サイゴン川越しの
ホーチミン全景が一望でき、圧倒的ス
ケールの景色を楽しめます。
50～52階は「EON51」と呼ばれるカ
フェラウンジ。フロアごとにカフェ・
レストラン・バーに分かれており、お
好きなスタイルに応じて、美しい夜景
と一緒にお食事やカクテルをお楽しみ
頂ける素敵なひと時を提供してくれま
す。
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サイゴンスカイデッキ
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世界から年間100万人
以上の人が訪れます。
戦争証跡博物館ではベ
トナム戦争に関係する
重火器類や写真を展示。
ピューリッツアー賞を
受賞した戦場カメラマ
ン沢田教一さんの写真
や、枯葉剤によって生
まれた奇形児の写真が
展示されています。
ベトナム戦争当時の悲
惨な様子がわかる博物
館です。

戦争証跡博物館



56

ベトナム戦争証跡博物館 - Google マップベトナム戦争証跡博物館 - Google マップ

展示館の屋内には、大砲や爆弾などの遺物、当時の報道写真などの戦争の足跡をたどる各種記録
が展示されている。他にも戦後のものとして枯葉剤の犠牲となった人々の写真や、世界中から集
められた反戦ポスターを展示する児童向けのコーナーも存在する。

https://www.google.com/maps/@10.7794908,106.6922148,3a,75y,322.52h,90t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNkv-t9MjHVtsUnUf0JDq9qpDN-sRqT5_nQzMBl!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNkv-t9MjHVtsUnUf0JDq9qpDN-sRqT5_nQzMBl%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya323.0157-ro-0-fo100!7i5376!8i2688
https://www.google.com/maps/@10.7795433,106.691842,3a,75y,269.97h,86.59t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNMOOpzO-T6HxFC0kTubX3Ip67ax8k6De5IZ31z!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNMOOpzO-T6HxFC0kTubX3Ip67ax8k6De5IZ31z%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya217.6529-ro-0-fo100!7i10240!8i5120
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FITO博物館 (ベトナム伝統医学博物館) ホーチミン市内にある６階建ての
同博物館は、伝統と現代が結合し
た建物です。
入り口に入るとすぐに漢方やサプ
リメントを販売している場所があ
ります。
記憶力がアップする漢方や腹痛時
や解熱剤など多数あります。主に
自然原料の漢方薬が中心になりま
す。

総面積は約６００平方メートルで、
室内は伝統的なベトナム木材建築
となっております。同博物館には、
ベトナム伝統医学に関する石器時
代からの３,０００程の展示物があ
り、その中には伝統医学を培って
きたもの、例えばランセット、粉
砕機、薬鍋、乳鉢、漢方酒を作る
広口瓶等が展示されています。



58

ベンタイン市場 伝統様式により建設され
た巨大な堂の中に個人商
店が数畳の店を構えてひ
しめき合っている屋内市
場である。観光客向けの
土産物店だけではなく、
日用品や食料品を売る店
もあり大抵のものがそろ
えられる他、食堂やカ
フェ、甘味処も存在して
いる。夕方以降の市場の
両脇の通りは、巨大な屋
台が埋め尽くす夜市とな
り、ベトナム料理を肴に
酒を飲む観光客や市民で
にぎわう。
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ベンタイン市場 - Google マップ

https://www.google.com/maps/@10.7722688,106.697699,3a,75y,62.36h,96.88t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAF1QipMhAdUtz-W4TQOjn05ArcQsOJ8c9WqlV0rn-2nM!2e10!7i8704!8i4352
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ベンタイン市場
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２１ アンドン広場
２２ ホーチミンスクエア
２３ 天后宮
２４ タオダン公園
２５ サイゴン大教会
２６ ホーチミン市美術館
２７ 玉皇殿
２８ ファングーラオ通り
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アンドン市場 - Google マップ

https://www.google.com/maps/@10.7579751,106.6722052,3a,75y,294.81h,87.42t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMGnZ6QQhdZeTm1rrtM06i7vihrB7_igvjyPgNd!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMGnZ6QQhdZeTm1rrtM06i7vihrB7_igvjyPgNd%3Dw203-h100-k-no-pi-7.557924-ya79.08281-ro-0.9441914-fo100!7i5376!8i2688
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ホーチミンスクエア

サイゴンスクエアはホーチミン一区の
ナムキーコイキア通りとレロイ通りに
面している若者に人気のローカルな
ショッピングセンターです。

Tiny World - Google マップ

https://www.google.com/maps/@10.7759066,106.7016312,3a,75y,309.77h,89.1t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipO5DoLBI0oq2IvWQ8yqqJqTmYqgCYhCcAkypEMK!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipO5DoLBI0oq2IvWQ8yqqJqTmYqgCYhCcAkypEMK%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya134.20682-ro-0-fo100!7i8704!8i4352
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ユニオンスクエア - Google マップ

https://www.google.com/maps/place/%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%82%A8%E3%82%A2/@10.7756644,106.7017152,294m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x31752f47b4877e6f:0x47720bd0be75b313!8m2!3d10.7762025!4d106.7017908
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中華街チョロンにある1760年建造
のベトナム最古の華人寺のひとつ。
福建系華僑人が信仰する航海安全
の神、ティエンハウ（天后聖母）
が祀られている。

バイクが行き交う雑然としたグエ
ンチャイ通りにあるが、一歩中に
踏み込むと、線香の香りが漂い、
静かで荘厳な空間。

屋根や内部の緻密で美しい装飾や、
一ヶ月程も燃え続けるという天井
からぶら下がる巨大な渦巻き線香
は見もの。今も昔も変わらない
人々の篤い信仰を感じさせる

天后宮（ティエンハウ廟）

天后宮 - Google マップ

https://www.google.com/maps/@10.7531568,106.661169,3a,75y,15h,95.15t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipM_oOQMinI1BVRj19lkbrhrF73CPt49w1dFin7A!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipM_oOQMinI1BVRj19lkbrhrF73CPt49w1dFin7A%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya179.8305-ro0-fo100!7i8704!8i4352
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天后宮（ティエンハウ廟）
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タオダン公園
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サイゴン大教会タオダン公園
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Temple of the Hung Kings - Google マップ

https://www.google.com/maps/@10.7741554,106.6928679,3a,75y,239.99h,83.91t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMUHc3ROGdHI0sEIkdQv-4ZHDDo-v-q8AiuOwH-!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMUHc3ROGdHI0sEIkdQv-4ZHDDo-v-q8AiuOwH-%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya254.04251-ro0-fo100!7i5472!8i2736
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ホーチミン市美術博物館

アジアな街を彩る、美しきコロニアル建築

ホーチミン市美術博物館(Fine Arts Museum)-ベンタン市
場から徒歩10分！旅行者にもおすすめのベトナム美術博
物館♪ - ベトナムリアルガイド (hataraku-mama.info)

https://hataraku-mama.info/fine-arts-museum/
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ホーチミン市街には、フラン
ス統治時代に建てられた建築
物が点在し、いまもその面影
をいまに伝えています。

コロニアル建築の中でも
「ホーチミン市美術博物館」
は、アートを見ながら建築鑑
賞も楽しめる場所。ステンド
グラスやらせん階段など、写
真映えする要素が散りばめら
れていて、ここ数年は撮影ス
ポットとしても人気です。



72

玉皇殿 (福海寺)

ベトナムの寺院では
道教と仏教が混在す
るケースが多い。こ
の寺院でも、道教の
神々や英雄と共に仏
教の釈迦や菩薩が祀
られている。屋根の
上に散りばめられた
力強くも繊細な彫刻
は、両方の宗教的特
徴を併せ持つ

玉皇上帝寺 （福海寺）の観光情報（歴史・料金・行き
方・営業時間） - HowTravel

https://www.howtravel.com/asia/vietnam/ho-chi-minh-city/hoc-sightseeing/hoc-building/jade-emperor-pagoda/
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ファングーラオ通り
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焼肉 安楽亭 - Google マップ

日本に350店舗を構え
る焼肉店のベトナム2
号店の老舗の焼肉レ
ストラン「安楽亭
グエンチャイ店」。
長年の経験の基に、
徹底した品質管理と
技術指導に日々取り
組んでおり、美味し
く「安全安心」な日
本式焼肉をベトナム
でも楽しめる

https://www.google.com/maps/@10.7695465,106.691057,3a,75y,29.77h,89.41t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAF1QipPO4eV4hemoe_bcuqo6_cVIcCZJPSw7PxaRXc6Z!2e10!7i9000!8i4500
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Vinhomes Central Park - Google マップ

https://www.google.com/maps/@10.7935465,106.7240047,3a,75y,335.75h,85.11t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPU8lCZhOopSWN1ZR2yrS0fTWFRInGgJYhb14Qk!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPU8lCZhOopSWN1ZR2yrS0fTWFRInGgJYhb14Qk%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya100.48454-ro-0-fo100!7i10000!8i5000


ベトナム（第１回目）

吉岡 芳夫

インターネット世界旅行
２０２２/９/２８（水）
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案内先

第１回目
ベトナム南部のホーチミン

終わり


