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案内先

ベトナム中部の

ホイアン
（レトロでロマンチック）

フエ
(世界遺産のフエ王宮の建物群)

ダナン
(美しい海と白浜のビーチ）

他



ホイアン ベトナム中央部に位置する海
辺の都市。運河が巡るエン
シェント タウンは、名所と
して大切に保全されている。
かつての港湾都市、多様な文
物が交差したという歴史が、
現存する建築物に反映されて
いて、中国風の木造のショッ
プハウスや寺院、色彩豊かな
フレンチ コロニアル様式の
建物、凝った造りのベトナム
のチューブ ハウス、仏塔が
ある屋根付きの日本橋（来遠
橋）まで、さまざまな時代と
様式が混在している。

日本橋（来遠橋）



フエ王宮
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ベトナム中部にある都市。
かつてグエン朝の王都とし
て発展し、1802～1945 年
にかけては首都が置かれて
いた。
この街は堀と分厚い石の壁
に囲まれた 19 世紀の城塞
で有名。
城塞内に広がるフエ王宮に
は御殿や祭壇があり、中で
も皇帝が暮らした紫禁城、
復元された閲是堂という劇
場が代表的。
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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
る。

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
けでも楽しめる。

ダナン



ホイアン
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ホイアンの案内サイト

• 2022年 ホイアンの古い町並み - 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)

• 2022年 ホイアンナイトマーケット - 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)

• 2022年 アンバンビーチ - 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)

• 2022年 福建会館 - 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)
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https://www.tripadvisor.jp/Attraction_Review-g298082-d4507121-Reviews-Hoi_An_Ancient_Town-Hoi_An_Quang_Nam_Province.html
https://www.tripadvisor.jp/Attraction_Review-g298082-d8091207-Reviews-Hoi_An_Night_Market-Hoi_An_Quang_Nam_Province.html
https://www.tripadvisor.jp/Attraction_Review-g298082-d6612712-Reviews-An_Bang_Beach-Hoi_An_Quang_Nam_Province.html
https://www.tripadvisor.jp/Attraction_Review-g298082-d451145-Reviews-Fukian_Assembly_Hall_Phuc_Kien-Hoi_An_Quang_Nam_Province.html#/media-atf/451145/336872915:p/?albumid=-160&type=0&category=-160


7

フーンフンの家は、18世紀のホイアンに住
んでいた人々の生活か浮かび上がってくる。

国際都市ホイアンを象徴するように、土壁
はベトナム式・柱や扉は中華式・屋根は日
本式の3ヵ国の建築様式が折衷し、程よく
調和した妙な居心地の良さを感じられる。

2階建ての家屋は、台風とともに生活を営
んできたホイアンの人々の工夫がみられる。
特に天井は必見。取外し可能な四角い窓が
区切られ、頻発した洪水の被害の際でも荷
物の持ち運びが簡単に出来る仕掛けになっ
ている。

繁栄と幸運を意味する鯉の装飾を
あしらった2階のテラス席からは、
来遠橋を渡る人々を眺められる。

フーンフンの家（馮興家）
3ヵ国の建築様式が交差する歴史的建造物
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17世紀に福健省出身の華僑によっ
て建てられた中華建造物。豪華絢
爛な装飾で彩られた門構えをくぐ
り、華やかな中華様式の庭園を過
ぎると「天后宮」が見えてくる。

巨大なうず巻型の赤い線香が天井
から無数につり下げられた天后宮
内は、とても情緒あふれる景色。

ろうそくの炎がゆらめき、線香の
けむりがたゆたう厳かな雰囲気は、
今も変わらない華僑の人たちの篤
い信仰心を物語っています。

「異国の中の異国」に出会える
豪華絢爛な華僑寺院
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絵画のように美しいホイアンにおいて、一際
美しいのがトゥボン川沿いの風景。青空に映
える黄色い家屋が軒を連なり、旅行者が思い
描く「ホイアンらしい」風景が広がっている。

川沿いにはレストランやカフェ、路面ショッ
プや屋台で賑わい、のんびり散策しているだ
けでも楽しい気持ちになる。

アンホイ橋を渡って対岸に行ってみると、川
面に映り込む旧市街の街並みを眺めることが
出来る。のんびりした時間を過ごしながら
「ホイアンらしさ」を感じるのに最適な場所
だ。

小船に乗ってホイアン一帯を巡る、川下りを
楽しむことが出来える。船から眺めるホイア
ンの風景は、陸からとはまた違って素敵。心
地よい風に吹かれて、贅沢なひとときだ。

トゥボン川沿いの景色
「ホイアンらしさ」を感じるリバーサイド
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V Miyako - Google マップ トゥボン川 (vnanet.vn)の詳しい情報

https://www.google.com/maps/@15.8762412,108.3268626,3a,75y,22.4h,94.3t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAF1QipONLSimkfAFABuI6NP5199iT85N7bH6kMf2fatp!2e10!7i5376!8i2688
https://vietnam.vnanet.vn/japanese/tin-tuc/%E3%83%88%E3%82%A5%E3%83%9C%E3%83%B3%E5%B7%9D-31188.html
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夜のホイアン旧市街の中でもひと
きわ幻想的なのが、バクダン通り
から眺めるトゥボン川の景色。川
の水面にライトアップされた街並
みの景色が反射し、うっとりする
ほど美しい風景が浮かび上がる。
「夜の街を散策しないと、ホイア
ンの良さはわからない」と言われ
ているのが頷ける。

川沿いにはお洒落なBARやカフェ
も並び、旅行者で賑わっている。
テラス席はトゥボン川のライト
アップを眺める特等席。昼間とは
また違う艷やかなを表情を見せる
旧市街。ノスタルジックな空間が、
そこにはある。

トゥボン川岸の街並み
大切な人とたゆたう

ホイアン・ノクターン（夜想曲）
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ベトナム伝統の平家屋を改装して造られ
たお洒落な古民家カフェやレストランが
並ぶ、ホイアン旧市街のメインストリー
ト。来遠橋から伸びる目抜き通りは、昼
間はノンラーを被ったベトナム人売り子
やシクロに乗った観光客が往来し、今も
変わらぬ古都の風情を感じるヒストリカ
ルエリア。

夜になれば観光客で賑わう通り一帯にラ
ンタンが灯り、より華やかな夜の表情へ
とその装いを変えます。赤・青・白・黄
色などランタンが続くチャンフー通りは、
思わず息を呑むほど美しい景色。

通りのあちらこちらに、食欲そそる
チャーシューや焼き鳥のいい香りを漂わ
せる屋台。食べ歩きをしながら街歩きを
楽しむのも、乙なもの。

旧市街一帯がランタンに彩られる
華やかなマジックアワー
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世界遺産ホイアン旧市街の観光情報｜ランタンが彩る美
しい古都｜HISベトナム支店 (his-discover.com) ホイアンの象徴と言われ、ベトナム紙幣にも

描かれている来遠橋。
16世紀にこの地に憧れ、朱印船貿易によって
移り住み、日本人街を形成した先人たちに
よって架けられた事から別名「日本人橋」と
も呼ばれる。

日本人街と中国人街をつないだ来遠橋は、和
と中華が折衷する独特の建築様式。細部に至
るまでに精緻な装飾に、往時の人々の心意気
を感じられる。橋の両側には、造り始められ
た犬年と完成した申年を模したユニークな像
が並び、橋を往来する人々の安全を見守る。

来遠橋の中央に位置するカウ寺からは、トゥ
ボン川まで広がるホイアン旧市街のパノラマ
が広がります。遥か400年前にもこのホイアン
の地を訪れた日本人たちが同じ景色を眺めた
ことに思いを馳せると、ノスタルジックだ。

https://www.his-discover.com/vietnam/danang/heritage/hoian/
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来遠橋の中央に位置するカウ寺

Japanese Bridge Hoi An - Inside - Google マップ

https://www.google.com/maps/@15.8771257,108.3260073,3a,75y,13.58h,91.31t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMT2dg7Ppns0cPEW9_ffh9D6U2NEUhreEEJwSeu!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMT2dg7Ppns0cPEW9_ffh9D6U2NEUhreEEJwSeu%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya265.94165-ro0-fo100!7i11288!8i5644
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アンホイ橋

トゥボン川にかかる色鮮やかに
ライトアップされた幻想的なア
ンホイ橋。

この橋を渡ると、観光客で賑わ
うナイトマーケットに続く道へ
とつながっていく。

「多くの観光客で賑わうモダン
なナイトマーケット」と「時が
止まったような郷愁香る旧市
街」をつなぐアンホイ橋はまる
で、時代の異なる2つの別世界を
つなぐ時の架け橋。

アンホイ橋
異なる時間と空間をつなぐ橋
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来遠橋

アイホン橋

夜のアイホン橋ホイアンナイトマーケット
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ランタン祭りはどのようなお祭り？ 国内外で行われるイ
ベントを紹介 | HugKum（はぐくむ） (sho.jp)

ベトナム・ホイアン「ランタン祭り」

ホイアンの旧市街には異国情緒漂う昔の建築物が残っており、日本に関係するもの
もある。歴史的な価値が高いとして、1999年にはユネスコ世界遺産に指定された。

ホイアンのランタン祭りは、毎月旧暦の14日満月の夜に行われる。日が暮れるとほ
とんどの電灯が消され、月とランタンの光だけが照らす別世界が現れる。

街中を流れる川にもたくさんの灯篭が浮かび、とても幻想的。祭りのメインスト
リートでは、伝統舞踊や音楽演奏などの催しもあり、過去へタイムトラベルしたよ
うな気分を味わえる。

https://hugkum.sho.jp/322181
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ナイト・マーケットでは大小様々なランタン
も購入出来る。露店の店主と交渉を楽しむの
も、アジア旅行ならではの醍醐味の1つ。
ランタン以外にも、ベトナム伝統工芸品やア
クセサリーなどの商品が並び、まるで縁日の
ような雰囲気にワクワクだ。
眺めているだけでも楽しいので、冷やかしが
てらブラブラと露店散策に出かけてはいかが

ホイアン「ランタン祭り」



フエ

• フエ省の東は南シナ海のトンキン湾、北はクアンチ省、南はク
アンナム省（ダナン）、西はラオスに接しています。ベトナム
中部にある４つの世界遺産（フエの建造物群、ホイアンの街並
み、ミーソン遺跡、フォンニャケバン国立公園）の中心にある
ため観光に適した立地。

• またフエ市内は、グービン山やフォーン川に浮かぶコンヘン島
とザーヴィエン島に囲まれており、風水的に縁起の良い竜と白
虎が古都を守ってくれる土地といわれています。
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フエ

ベトナム中部の古都フエ。
ここにはベトナムで最初に世界遺産に登
録された「フエの建造物郡」があるほか、
美しいお寺や庭、そしてどこか懐かしい
素朴な田園風景が残っている。
また、宮廷文化の面影を残す美しい宮廷
料理や宮廷音楽、ベトナム中部ならでは
の海の幸や山の幸、そして季節ごとに種
類や味わいを変えるさまざまな果物やデ
ザート。伝統を重んじ穏やかに時が流れ
るフエでの旅は、きっと都会の喧騒を忘
れさせてくれることだろう。



フエ
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3世紀にわたり3つの王朝の首都が置かれ、
特にベトナム最後の王朝である阮王朝
（1802-1945）が隆盛した歴史ある都と
して有名な古都フエ。
宮廷文化の粋を極めたフエは今日のベト
ナムにとって国家的アイデンティティの
象徴の一つといえる。
1993年にベトナム初の世界文化遺産に登
録された阮朝の王宮・帝陵や寺院などの
建築物群は、中華文明を色濃く受け継い
だ王宮があるかと思えば、フランスに学
んだ西洋風の建築物もあり訪れる人を楽
しませる。
また郊外にはベトナム戦争時の史跡、緑
豊かな海山川の自然、少数民族が暮らす
村、ブンボーフエに代表される郷土料理
の数々など多彩な観光サイトがある。
ホーチミンやハノイと比べると人々は穏
やかで、静かに暮らしているのが印象的。
ホイアンとはまた違った古き良き町並み
を楽しめる。
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ベトナム・フエ観光局公式ページ - ようこそフエへ！ -
ベトナム フエ 観光 (vietnamhuekanko.com)

https://www.vietnamhuekanko.com/
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紫禁城 ベトナム - Google マップ

https://www.google.com/maps/search/%E7%B4%AB%E7%A6%81%E5%9F%8E+%E3%83%99%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0/@16.4697795,107.5782648,1718m/data=!3m1!1e3!4m2!2m1!6e1
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古都フエの最大の見所。19～20世紀にかけて
150年に渡る長期政権を築いたグエン王朝の歴
史舞台となり、華麗なる宮廷文化が花開いた王
宮だ。
ベトナム最後の王朝の栄華を残す歴代皇帝の帝
廟や劇場が立ち並び、格式高い当時の雰囲気を
味わうことができる。

中国への憧憬を伺わせる壮麗な中華様式の楼閣
の「午門」、皇帝の華やかな生活様式の跡が残
る黄金の龍が佇む「紫禁城」、鮮やかな朱色の
柱と黄金の装飾が美しい「回廊」、季節の花々
が咲き誇る「王宮庭園」など、栄華を極めたグ
エン朝の宮廷文化を今に伝えている。

ベトナム戦争の激戦地フエを象徴するように城
壁には銃痕跡が残り、幾多の戦禍のため多くの
建築物が破壊されていますが、今なお毅然と残
る壮麗な宮殿の数にグエン朝の栄華と歴史を偲
ぶことが出来る特別な場所だ。

グエン王朝の歴史舞台となった
威風堂々たる紫禁城
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紫禁城
360view.vn - Google マップ 午門 - Google マップ

牛門

https://www.google.com/maps/@16.467484,107.579354,3a,75y,326.17h,94.94t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAF1QipOEIn9-g24ADp4hXROQ2I9bAxe_ALItEJ97LXR2!2e10!7i10000!8i5000
https://www.google.com/maps/@16.4674093,107.5793993,3a,56.2y,317.59h,99t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNo_HBCBnkZwjnETSw293q3fqNUhwnbU_vJoXpo!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNo_HBCBnkZwjnETSw293q3fqNUhwnbU_vJoXpo%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya51.602436-ro-0-fo100!7i8704!8i4352
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建忠殿 - Google マップ フエ王宮 - Google マップ

建忠殿 フエ王宮

https://www.google.com/maps/@16.47095,107.576705,3a,75y,5.02h,93.59t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNS6RHTEzq7jK2vPFNh2MENkVLgIorIo3NpLHVW!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNS6RHTEzq7jK2vPFNh2MENkVLgIorIo3NpLHVW%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya81.19694-ro0-fo100!7i5660!8i2830
https://www.google.com/maps/@16.4691929,107.5779532,3a,75y,143.62h,85.29t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOxKcZ6GfNsSIckseCcP7UhDS8TEOvQTjAjdzkn!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOxKcZ6GfNsSIckseCcP7UhDS8TEOvQTjAjdzkn%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya273.34634-ro0-fo100!7i8704!8i4352
https://www.google.com/maps/@16.47095,107.576705,3a,75y,5.02h,93.59t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNS6RHTEzq7jK2vPFNh2MENkVLgIorIo3NpLHVW!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNS6RHTEzq7jK2vPFNh2MENkVLgIorIo3NpLHVW%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya81.19694-ro0-fo100!7i5660!8i2830
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フエ郊外の静寂な森の中に突如現れる白亜の建造物が、
12代皇帝のカイディエン帝陵。西洋の壮麗なるバロック
建築とベトナムの伝統装飾が折衷したユニークな帝陵は、
他の帝陵とは大きく趣が異る華やかな雰囲気。

西洋の宮殿を思わせる白亜の帝陵を望む踊り場には、カ
イディン帝の霊魂を守る兵馬の石像が配されている。そ
の一体一体の顔が異なる様は、あたかも中国の「兵馬
俑」のような神秘的な東洋建築美が見て取れる。

華やかなフランス美術に魅せられたカイディン帝の人柄
を表すように、その帝陵は精緻な装飾が施され絢爛豪華。
世界各国の高級素材を使用し、贅の限りを尽くして建築
された帝陵は、世界遺産フエの建築物の中でも一際華や
かな雰囲気だ。

帝陵建設にかかる莫大な費用のための重税は、グエン王
朝終焉の一因となり、次代のバイダイ帝でグエン王朝は
激動の歴史に幕を下ろす。
しかし時を経て歴史的にも芸術的にも優れた価値を持っ
たカイディン帝陵が、人気観光地としてフエの経済を潤
しているのは皮肉な話。

カイディン帝陵
フランス美術の魅せられた皇帝が求めた
世界で唯一無二の絢爛豪華な帝陵
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過剰なまでに装飾された世界で
も類を見ない絢爛豪華な啓成殿
は必見。金箔で覆われた黄金に
輝くカイディエン帝像を中心に
壁から天井に至る殿内の至る場
所に、世界各国から集められた
貴金属や宝石、ガラス細工が散
りばめられている。
中国の陶磁器や日本製ガラス、
ヨーロッパ象嵌細工がまるでス
テンドグラスのように輝き、美
の集大成ともいえる華やかさを
誇る。
「人と違う事」に拘ったカイ
ディエン帝の奇抜な世界観が体
現された唯一無二の空間。

啓成殿
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グエン王朝で最長の在位期間を誇る第4代皇帝トゥ
ドゥックの帝陵。広々とした離宮の雅な造りが、水
墨画のように静謐な空間を描き出します。
東側には蓮の花が浮かぶ謙湖が広がり、西側にはそ
の湖を望むように皇帝が滞在した庵の謙宮がそびえ
ます。

湖畔に浮かぶ月見殿からは、詩歌を愛したトゥ
ドゥック帝が遊興や舟遊びを楽しんだ美しい蓮池の
風光明媚な景色が広がります。爽やかな涼風が吹き
抜ける心地よい月見殿で、美しい庭園を眺めながら
ひと休みをどうぞ。

陵内にはトゥドゥック帝が自ら綴った、フランスと
の協定の経緯や自らの生涯、グエン朝の憂いが書か
れた石碑文が残ります。
自らの代に祖国がフランスの植民地化になる侵攻を
許した事に懺悔の念を抱き続けたトゥドゥック帝。
激動の時代に生涯を翻弄され続けた彼が、唯一心を
休められたのがこの帝陵だったのかもしれません



30

1601年に建立された別名「天女の寺」と呼ば
れる由緒正しき禅寺。
中国の影響を色濃くうけた八角七層の慈悲塔
が象徴的。「幸福と天の恵み」を意味するこ
の塔は、フエのシンボルとして人々に愛され
ている。
小高い丘の上に位置するこの古刹から眺める
フォン川の風景がひときわ美しく、叙情的な
古都フエの穏やかな佇まいを感じる。
ベトナム戦争中、このお寺の僧侶が政府の仏
教弾圧に抗議のために焼身供養をしたことで
も有名で、燃え盛る炎の中で絶命まで座禅の
姿勢を崩さなかった僧侶の意志の強さと確固
たる信念に、世界に衝撃が走った。

僧侶がサイゴンまで乗った車が境内に展示さ
れている。僧侶は体が焼け落ちても、彼の強
靭な意志をもつ心臓はその形を留めていた。
僧侶の不滅の精神と慈悲の心を表す心臓は、
パネルとして今も展示されている。

天女伝説が残るフエ最古の寺院
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フエ旧市街と新市街を二分して流れる、穏や
かな川。ラオスとの国境から流れでて、この
フエに豊穣と恵みをもたらしてきた。

川沿いには歴代皇帝の帝陵や寺院が点在し、
緑香る古都フエの風情を感じる景色が広がり
ます。
フエ市内の至る場所から、フォン川の美しい
眺望を見ることが出来る。

特に黄昏時、夕日がフォン川をオレンジ色に
染めながら沈んでいく姿は、ため息が出るほ
どの美しさだ。

フォン川を挟んで、王宮跡や住宅街のある
「旧市街」とフランス統治下で開発が進んだ
「新市街」に分かれ、昔ながらの郷愁ただよ
う旧市街、お洒落で洗練された新市街の2つ
の異なる街の表情は、フォン川にかかる3つ
の橋を渡ることで出会える。

フォン川
フエとともに時を刻んできた

歴史香る川
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川沿いのレロイ通りには遊歩道が整
備されており、若者の憩いの場とし
て賑わっている。

週末の夜にはチャンティエン橋がラ
イトアップされ、周囲はひときわ幻
想的なムードに。レインボーグラ
デーションを描くチャンティエン橋
はとてもロマンチックな景色で、フ
エの週末の風物詩として有名。

新市街側のレロイ通りにはチャン
ティエン橋を望むテラスレストラン
やカフェも多数点在。少し特別な
ディナーを楽しむにも格好のエリア。
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日が沈み、18:00～21:00になると
チャンティエン橋の南側にある散
歩道「グエンディンチュウ通り」
ではナイトマーケットが開かれる。
ランタンや木工品などの伝統工芸
や、刺繍製品などのベトナム雑貨
などの商店が軒を連ね、ストリー
トパフォーマンスも行なわれ地元
の人や観光客で賑わうナイトマー
ケットは、東南アジアらしい活気
と縁日ような懐かしい風情を感じ
ることが出来る。

ナイトマーケット
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フエからダナン方面へ約1時間、手つかず
の美しい熱帯雨林と紺碧の海に抱かれた隠
れ家リゾート「ランコービーチ」。知る人
ぞ知る美しいビーチは、青い海と白い砂浜
が広がっている。
静寂なランコービーチは、自然に抱かれた
スローライフをお過ごし頂くのに最適な
ビーチ。
2012年に総合リゾート「ラグーナ・ラン
コー」がOPEN。周囲の自然と共存・調和
しながら環境保護下でリゾート開発が進め
られている。
リゾート内には高級感漂う大人のための隠
れ家リゾート「バンヤンツリー・ラン
コー」と、ビーチ・プール・ゴルフ等のア
クティビティが充実した「アンサナ・ラン
コー」の趣が異なる2つのリゾートがあり、
滞在の目的に応じたホテル選びが楽しめる
のもランコービーチの魅力。

美しい隠れ家リゾート
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フエから車で約3時間の場所にある自然
豊かな世界遺産フォンニャ・ケバン国立
公園には、約2億年前に形成されたカル
スト地形上に、大小300に鍾乳洞が形成
され、点在している。

フォンニャ・ケバンに点在する巨大洞窟
内には、地球が悠久の時間をかけて作り
上げた神秘的な造形美が広がり、大地の
鼓動を感じる絶景にただただ圧倒される。

薄暗く、ゴツゴツした岩が剥き出しの地
底川クルーズや鍾乳洞内の散策は、まる
で映画の世界！ライトアップによって浮
かび上がる鍾乳石がとても神秘的な異世
界空間を作り出す。

アジア最古＆世界最大級の
洞窟群を冒険！
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フォンニャ洞窟 フォンニャ洞窟 - Google マップ

https://www.google.com/maps/place/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3%E3%83%8B%E3%83%A3%E6%B4%9E%E7%AA%9F/@17.5813312,106.2834643,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipNqtfSrQDnNshzxzNmYbGa539PCK_c1vC5FNqwN!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNqtfSrQDnNshzxzNmYbGa539PCK_c1vC5FNqwN%3Dw129-h86-k-no!7i1991!8i1327!4m9!1m2!2m1!1z5rSe56qf44CA44OV44Kp44Oz44OL44Oj44CC44Kx44OQ44Oz!3m5!1s0x3138ba4415031a81:0x3ad236984ba6150!8m2!3d17.5813312!4d106.2834643!15sCiTmtJ7nqp_jgIDjg5Xjgqnjg7Pjg4vjg6PjgILjgrHjg5Djg7NaIiIg5rSe56qfIOODleOCqeODs-ODi-ODoyDjgrHjg5Djg7OSARJ0b3VyaXN0X2F0dHJhY3Rpb27gAQA
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Steven Phan - Google マップ

天国の洞窟

天国の洞窟 - Google マップ

https://www.google.com/maps/@17.5194718,106.2230588,3a,75y,350h,97.92t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOedGGaYZuSl8czAyozK7G7OxGmhI1uXDCobpM!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOedGGaYZuSl8czAyozK7G7OxGmhI1uXDCobpM%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya332.33524-ro-0-fo100!7i8704!8i4352
https://www.google.com/maps/@17.542593,106.23455,3a,75y,263.03h,97.57t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOhV0sTPj9n3cA805eR-IABjsduT2GnFjPv6sjj!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOhV0sTPj9n3cA805eR-IABjsduT2GnFjPv6sjj%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya8.090511-ro-0-fo100!7i8000!8i4000
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かつて22年間に渡ってベトナムを南
北にわけた境界線「北緯17度線」が
残る非武装地帯。
ベトナム戦争の激戦地であった事を
示すように、今なお銃痕や戦車、不
発弾などの戦争の傷跡が多く残され
ています。
激戦の街ドンハ、激戦が繰り広げら
れたケサン基地跡、アメリカ軍から
の猛攻を逃れるための地下トンネル、
南北分裂の象徴ヒエンルーン橋など
が残り、ベトナム戦争の凄惨な歴史
と平和であることの尊さを今に伝え
ています。

MZ（非武装地帯）



ダナン
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【ダナン】観光スポットおすすめ10選 最新版｜ベトナム
リゾート｜旅行日数とモデルコースも（マップ付き） | 
旅Pocket (tabikobo.com)

https://www.tabikobo.com/tabi-pocket/asia/vietnam/article37997.html
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Google マップ

ダナン

https://www.google.com/maps/@16.0848513,108.1730128,16144m/data=!3m1!1e3
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ダナン国際空港 - Google マップ

Vasily A. Mezentsev - Google マップ

https://www.google.com/maps/@16.0550515,108.1956514,3a,75y,57.42h,83.45t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipN_PCosPbQ9MEYgPhV_qvxPdVZ0H_bDusiamJ-w!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipN_PCosPbQ9MEYgPhV_qvxPdVZ0H_bDusiamJ-w%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya351.84787-ro-0-fo100!7i8704!8i4352
https://www.google.com/maps/@16.0534875,108.2024846,3a,75y,128.56h,71.94t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMZ1gpdDp9eWOVVxu5PKWUoHrzQdlC0_CeTXf52!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMZ1gpdDp9eWOVVxu5PKWUoHrzQdlC0_CeTXf52%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya197.33014-ro0-fo100!7i5376!8i2688
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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
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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る。

ベトナム中部地方で、
唯一日本との直行便が
ある国際空港がある。

近年、直行便が増えた
こともあり、日本人観
光客の方に人気の観光
地となりつつあります。

ダナン



ベトナム中部の観光地

• ダナン
• ミーケビーチ

• ドラゴン橋 (ロン橋)

• 五行山

• リンウン寺

• バーナーヒルズ

• ハイヴァン峠

45
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他のリゾート地とは違い、
ダナンは比較的コンパク
トな街になっているので、
どこに滞在しても比較的
すぐビーチまでたどり着
くことができる。

そんな数あるビーチの中
でも、最も人気なのがこ
のミーケビーチ。
実はこのビーチ、フォー
ブス紙に『世界の綺麗な
ビーチ6選』にも選ばれ
ている。

ミーケビーチ
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Biển Mỹ Khê - Google マップ

ミーケービーチ

hoang nguyen - Google マップ

アラカルテ ダナンビーチ

https://www.google.com/maps/@16.0611115,108.2469482,3a,75y,216.89h,92.14t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMQhFxH0siPT_VUVdo0S2y9hVQlDPAgTi0rCLjC!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMQhFxH0siPT_VUVdo0S2y9hVQlDPAgTi0rCLjC%3Dw203-h100-k-no-pi0-ya309.9339-ro-0-fo100!7i5472!8i2736
https://www.google.com/maps/@16.0682885,108.2464015,3a,75y,42.35h,86.01t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPw5Wm1JX7r6swPhqExkzSQOn1kivYUOXAPYs7o!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPw5Wm1JX7r6swPhqExkzSQOn1kivYUOXAPYs7o%3Dw203-h100-k-no-pi-4.163987-ya249.56592-ro-0-fo100!7i8704!8i4352
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013年、ダナン市解放38周年を記念して記念して建設されたドラゴン橋は、シティエリアとビーチエリアをつな
ぐ、世界最大の綱橋となります。
派手な見た目通り、総工費は1兆5000億ドン(約68億円)とも言われおり、そのコストの高さのおかげで、今やダ
ナンを象徴する存在として君臨しています。
その姿を見ただけで普通の橋ではない、ド派手な橋だということは理解できると思いますが、何よりも衝撃なの
が、毎週末の21:00頃から龍が火を吹くということです。
ファイヤーショーや噴水ショーと言われており、この時間になると龍の頭部付近で人がごった返します。
見ているだけで衝撃かつ面白いショーとなっているので、時間がある方は是非見に行くことをおすすめします。
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Trường Giang Phí - Google マップ

https://www.google.com/maps/@16.06349,108.2295273,3a,41.5y,192.4h,95.16t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPIvMZ-iCUgqRmR90KhNJDgm1Ddq2J_xTQQO9fb!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPIvMZ-iCUgqRmR90KhNJDgm1Ddq2J_xTQQO9fb%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya89.67943-ro-0-fo100!7i8704!8i4352
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ダナン市内で最も観光らしい観
光ができるのが、こちらの五行
山。
現在ではダナン市内を望むこと
ができる絶景スポットとして知

られていますが、実はこの山全
て大理石でできているので
す…

五行山はその名の通り5つの山か
らなる山々の総称であり、一番
大きな山がトゥイソン山である。

数々の階段(エレベーターもあり
ます)を登って行くと、洞窟寺院
や展望台など、計15にも及ぶ山
中に点在しており、熱心にお参
りするベトナム人の姿を見るこ
ともできる。

五行山
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ミーケビーチ沿いにいると海に
向かって左側はるか奥の方にど
デカイ白い銅像のようなものが
見えます。これがあるのがリン
ウン寺。

このどデカイ白い銅像の正体は、
全長67mにもなるレディーブッ
タです。観音像としてはベトナ
ム最大のものとされている。

ソンチャ半島と呼ばれるダナン
市内の外れに位置するこのリン
ウン寺は、観音様だけではなく、
本堂やパステルブルーの門、庭
園や五重の塔などもある。

リンウン寺
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メルキュール ダナン フレンチ ビレッジ バナ ヒルズ
静かな山頂の村にある石
造りの洗練されたホテル。
小塔を備えた城のような
外観を持つ。現地までは
ケーブルカーでアクセス
できる。
19 世紀のヨーロッパ風
の温かみのある装飾が施
された客室からは、山や
村の景色を一望できる。
2 軒のシックなレストラ
ン、3 軒のバー、ベーカ
リーを併設。
洞窟を模した壁に囲まれ、
柱で支えられた空間にス
パ、ジム、プールを設置。
周囲の山々の風景を楽し
める。



53

Hotel De Lyon - Google マップDũng Trần - Google マップ

https://www.google.com/maps/@15.9979757,107.9869716,3a,75y,199.88h,75.56t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNC7yTRnu1AyIvSiQs0nkPqXazZay0TgJYQJ2oE!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNC7yTRnu1AyIvSiQs0nkPqXazZay0TgJYQJ2oE%3Dw203-h100-k-no-pi6.070561-ya80.8448-ro6.34423-fo100!7i5376!8i2688
https://www.google.com/maps/@15.9970143,107.988386,3a,75y,168.55h,88.55t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipOQDahpoJ2cnP1yxDI6Ha3QuA_TCFMk9m44OU35!2e10!3e11!7i5760!8i2880
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ダナン屈指のインスタ映えスポットとして名をはせるのがこちらのバーナーヒルズです。フェイスブックやインスタグラム
などで、一度はゴールデンブリッジを見たことがあるのではないでしょうか。
いかにもはるか昔からこの場所にあったような姿をしている手ですが、実は2018年6月にできたばっかです。そう、ここは完
全にベトナムクオリティを超越したテーマパーク。
長さと高低差が世界でNo.1とされるロープウェイ、まるでフランスに来たと勘違いしてしまうフランス村などがあり、ベトナ
ムにいることを一瞬忘れさせてくれます。
キャストの方も欧米系のかたが多く、かなり本格的な側面もあります。
が、やはりここはベトナム。アトラクションがあるファンタジーパークは完全にB級遊園地です。日本のゲームが置いてあっ
たりするので、ゲームセンターに来た感覚で遊べば十分楽しめますよ。

ゴールデンブリッジ
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ナンからフエに向かう道中にあるのがこのハイヴァン峠です。
実はこの峠、日本の旅番組でも取り上げられるほどの絶景を眺めることができる名所として知られています。
特によりフエに近い、ランコー付近が一番綺麗に見えるおすすめ絶景スポットです。

ハイヴァン峠を通るには、国道1A線と南北統一鉄道の2種類があります。
どちらも美しい景色を眺めることができますが、風情を味わうのであれば列車・観光そのものを楽しむのであ
れば車での移動がおすすめです。
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ダナン大聖堂 - Google マップ

https://www.google.com/maps/@16.0666718,108.2229706,3a,75y,4.2h,98.37t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPft1pNVwPpFsJm1bGNrSkXaQWHeLMes_5IbkSD!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPft1pNVwPpFsJm1bGNrSkXaQWHeLMes_5IbkSD%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya147.38939-ro-0-fo100!7i8192!8i4096


57

コン市場 コン市場 - Google マップ

https://www.google.com/maps/@16.0680564,108.2143082,3a,75y,100.92h,89.74t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNNvXiiPi3nw-aEBftx5foJR48bTrpAqiVO9o9X!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNNvXiiPi3nw-aEBftx5foJR48bTrpAqiVO9o9X%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya40.814186-ro-0-fo100!7i10240!8i5120


58

Onecham • Nhà bán và cho thuê - Google マップ ダナン市内の目抜き通り

https://www.google.com/maps/@16.0610011,108.219722,3a,75y,253.65h,90.34t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipMUY5KLG-2U-fRPad3XqH__3IqBJzPCEvzOAEb6!2e10!3e11!7i11000!8i5500


59

Chùa Bát Nhã - Google マップ ダナン市街地市内の仏教寺院

https://www.google.com/maps/@16.0615081,108.2169725,3a,75y,262.21h,90.79t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPtHYqlEh7G8ElQvH92fmEC2NmbfBqN0s1OjGhH!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPtHYqlEh7G8ElQvH92fmEC2NmbfBqN0s1OjGhH%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya157.98654-ro0-fo100!7i10240!8i5120


60

ファップラム寺 - Google マップ ファップラム寺は
1936年に建立された
仏教寺院である。

派手目な造りの寺院
で、入口付近に置か
れている白い大きな
仏像や本堂に黄金の
仏像がある。

また、蓮の台に座り
光輪が付いた黄金の
仏像の周りで数名の
僧侶が礼拝している
像などがある。

煌びやか”な仏像たち

https://www.google.com/maps/@16.0619786,108.2152639,3a,75y,50.05h,93.47t/data=!3m6!1e1!3m4!1sAF1QipMfCqJtQCgyjobnDFyGxnRA-dFAi7rMT2NOfww1!2e10!7i8704!8i4352


61

Da Nang Services & Media - Google マップ ダナン市内の公園

https://www.google.com/maps/@16.0641872,108.2112246,3a,75y,254.34h,90.98t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOp26Ee0zgaZpUD0KVnO47xjlB7e6f3L4LJbfP9!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOp26Ee0zgaZpUD0KVnO47xjlB7e6f3L4LJbfP9%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya132.12582-ro-0-fo100!7i8704!8i4352


62

Hoàng Phạm Lê - Google マップ

Tư Đỗ - Google マップ

ダナン市内の公園

https://www.google.com/maps/@16.0639073,108.2062985,3a,75y,76.58h,94.08t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipNuM9BtMgWmY26ArsWTeMfoKZe07xIx44WKDiH6!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNuM9BtMgWmY26ArsWTeMfoKZe07xIx44WKDiH6%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya137.73895-ro-0-fo100!7i8192!8i4096
https://www.google.com/maps/@16.061342,108.2051983,3a,90y,35.9h,95.18t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipM6Zte5PygZoIaUlFwaBgT7_aNvaBvmtUnPMN5j!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipM6Zte5PygZoIaUlFwaBgT7_aNvaBvmtUnPMN5j%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya23.55836-ro-0-fo100!7i8000!8i4000


63

Onecham • Nhà bán và cho thuê - Google 
マップ

ダナン市内の海岸線

https://www.google.com/maps/@16.0815809,108.2474042,3a,75y,167.71h,88.25t/data=!3m7!1e1!3m5!1sAF1QipN-xeRC-qUEoyndBLpZ8H6n2zgqEvCrtZsAA2-B!2e10!3e11!7i11000!8i5500


64

Vườn Nắng - Google マップ Samdi - Google マップ

ダナン市内

https://www.google.com/maps/@16.0546519,108.2123129,3a,77.7y,168.06h,91.4t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipMhjC0XSgD1DvA9Wn4MOny-VOliE480eXRarPvK!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMhjC0XSgD1DvA9Wn4MOny-VOliE480eXRarPvK%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya320.9996-ro-0-fo100!7i13824!8i4654
https://www.google.com/maps/@16.0580794,108.2190164,3a,90y,114.26h,87.88t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipOGRlIq2qeRv7xUDYx1koIZqohBeM7AftkDNwYg!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipOGRlIq2qeRv7xUDYx1koIZqohBeM7AftkDNwYg%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya99.826675-ro0-fo100!7i13312!8i4732


65

ミーソン遺跡 - Google マップ

ミーソン遺跡 - Google マップ

ホイアンの南西にある

https://www.google.com/maps/@15.7641033,108.1242544,3a,75y,204.02h,97.82t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPrrKEysf9NnKSV81bV6YIOxIOMVso1XtT18H0F!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPrrKEysf9NnKSV81bV6YIOxIOMVso1XtT18H0F%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya111.41555-ro0-fo100!7i8704!8i4352
https://www.google.com/maps/@15.7640632,108.1242533,3a,73.4y,332.79h,89.85t/data=!3m8!1e1!3m6!1sAF1QipPz2G7y1SUwGrNvyLjbGCfen__eeKtiqXxaL9k_!2e10!3e11!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPz2G7y1SUwGrNvyLjbGCfen__eeKtiqXxaL9k_%3Dw203-h100-k-no-pi-0-ya23.577164-ro-0-fo100!7i7200!8i3600


ベトナム（第２回目）

吉岡 芳夫

インターネット世界旅行
２０２２/１０/２６（水）
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案内先

第２回目

ベトナム中部の

ホイアン
フエ
ダナン
ほか

終わり


