世界遺産であるグエン朝王宮観光へ。王宮内の宮
廷劇場にて、無形文化世界遺産である宮廷音楽の
観賞。その後、王宮内にあるカフェ「四方無事
楼／ Lầu Tứ Phương Vô Sự」で庭園を眺めながらの
ティータイム。夜は新市街のナイトマーケットへ。
衣料品や雑貨、屋台など、地元密着型の夜市をお
楽しみいただけます。
2 日目 伝統工芸の体験
市内中心部から、ドラゴンボートに乗ってフォー
ン河を下り、シン村へ。シン画と呼ばれる木版画
の見学、制作体験ができます。その後、自転車で
景色を楽しみながら、タインティエン村へ。繊細

シン村の木版画

で絶妙な美しさをもつ、紙の蓮花づくりを体験。
タインティエン村で昼食後、午後には、トゥドゥッ
ク帝廟、ノンラー（フエ由来のベトナムすげ笠）
と線香村を訪問。

タインタン・アルバ温泉リゾート

1 日目 シクロ体験と王宮観光

1 日目 帝廟見学とフエ民謡観賞

シクロでフエ市内を探索。続いて世界遺産であ

カイディン帝廟、ミンマン帝廟を観光。
「フェン

チャン寺／ Huyền Trân」を拝礼。Huyền Trân 王

るグエン朝王宮、ティエンムー寺を訪問。市
内に戻る途中で、エビ漬け、ゴマのお菓子 Mè

女は 13 世紀にチャンパ王国の王様に嫁ぎ、中部

xửng、宮廷茶、アオザイの専門店にお立寄りく
ださい。アオザイは翌日仕上げもできますので、
初日にオーダーすれば、帰りに受け取ることが

温泉リゾートと伝統工芸体験

伝統工芸体験と︻世界遺産︼グエン朝王宮を堪能

1 日目 王宮観光

バックマー国立公園と禅寺訪問

バックマー国立公園

ベトナム武道ショー Võ Kinh Vạn An

ベトナムを開くきっかけになった人とされていま

バックマー国立公園でトレッキング

できます。時間に余裕があれば、アオザイを来

す。広大な山奥の敷地に造られた寺院は圧巻です。
夜には、カーフエとよばれる民族歌謡を船の上で
観賞、または、シクロに乗って夜のフエを散策す

て写真撮影も。夜は、ロマンチックなフエの街

ることができます。

を自由に探索いただけます。

2 日目 伝統工芸の体験

2 日目 フエ - バックマー国立公園

市内中心部から、ドラゴンボートに乗ってフォー

バックマー国立公園へ出発。国立公園内の展示
室を訪問した後は 19km の険しい峠道を進み、

ン河を下り、シン村へ。シン画と呼ばれる木版画

トゥック · ラム禅寺

バックマー山頂（展望台）に到達します。ご自

の見学、制作体験ができます。その後、自転車で

由に風景を楽しみ、写真をお取りください。続

で絶妙な美しさをもつ、紙の蓮花づくりを体験。

いて、森の小川を越えて 5 つの池を進むと、雄

続いて、タインタン · アルバ温泉リゾートへ。こ

大な Đỗ Quyên の滝に到着します。その後、美

こでは、地下から湧き出る温泉の流れるプールや

夜は、カーフエとよばれる民族歌謡を舟の上で観

しい森の中で、自由散策。ジップラインなどの

丘を囲むようにできた天然温泉の露天風呂でおく

賞するほか、シクロに乗って夜のロマンチックな

アクティビティーもお楽しみいただけます。

つろぎ頂けます。お湯の温度は 35 度から 42 度で

眼下に広がる夕日を眺めながら、夕食をお楽し

す。

フエを散策することができます。

線香村の色とりどりの線香

タインティエン村の紙の花

景色を楽しみながら、タインティエン村へ。繊細

フェンチャン寺／ Huyền Trân

みください。バックマー国立公園内のヴィラ Đỗ
3 日目：帝廟見学と武道ショー

Quyên に宿泊することができます。

3 日目：温泉リゾートでリラックス

3 日目：禅寺訪問

さい。また、ベトナムならではのスリリングなア

リゾート内で、エステ、スパなどをお楽しみくだ

午前中は、カイディン帝廟、ミンマン帝廟を観
光。続いて、
「フェンチャン寺／ Huyền Trân」を
拝礼。広大な山奥の敷地に造られた寺院は圧巻で

バックマーを出発し、Truồi 湖へ。ボートで湖を

スレチック、ジップラインと Highwire で遊ぶこと

す。続いて、Võ Kinh Vạn An というベトナム武

渡り、172 段の階段を登り、
「トゥック · ラム禅

もできます。その後、レストランでフエ名物をお

道のショー。グエン王朝時代の武官に伝承された
武道の、洗練された技術の数々をご覧いただくこ
とができます。その後、Pháp Lam と呼ばれる独

ベトナム武道ショー Võ Kinh Vạn An

寺／ Thiền Viện Trúc Lâm」へ。
再びボートに戻り、Vùng Truồi と呼ばれる名物
をお召し上がりいただきます。帰路へ。

バックマー国立公園のジップライン

召し上がりいただきます。
午後は、市内に戻り、世界遺産である王宮観光や、
活気溢れるドンパ市場でお土産探しを。帰路へ。

特のエナメル絵、工芸品のアトリエ「Thái Hưng」
を訪問。自分だけの思い出の品をつくることがで
きます。帰路へ。

【世界遺産】グエン朝王宮の午門

バックマー国立山頂からの眺望

タイン・タン・アルバ温泉リゾートの Highwire

温泉リゾートのアスレチック

葉でつくられる円錐形の帽子、ノンラー。
Nón は笠、Lá は葉の意味。野生のアブラヤ
シの葉を固めの紐で縫い合わせ、竹で縁を
作ります。耐久性があって、蒸れにくいの
が特徴です。ベトナムの全国で使われてい
ますが、最も有名な産地はフエ。フエのノ
ンラーは品質が高く、透かし模様や刺繍の
入った美しいノンラーの特産地としても知
られています。村では製作現場を見学でき
るほか、熟練者と一緒にノンラーづくりを
体験することができます。
（フエ市内から車で 10 分、カイティン帝廟
へ行く途中で立ち寄ることができます。
）

タインティエン村の紙の花 —Làng hoa giấy Thanh Tiên

フエ宮廷音楽 —Nhã nhạc cung đình Huế

300 年間前からつくられる紙の花は、フエ

フエ宮廷雅楽は封建時代からの音楽の一種

の人々の性格のように簡素で上品と言われ

であり、グエン王朝時代に統治式や王の葬

ています。一時、衰退の危機に直面しまし

式、その他の行事などで演奏されました。

たが、数十年間かけて復活。現在、村には

2003 年、ユネスコからフエ宮廷雅楽は口頭

多くの熟練した職人がおり、特に、紙の蓮

伝承による無形文化遺産の傑作と認定され

はベトナム全国で知られています。

ました。ユネスコの評価によれば、ベトナ
ムの伝統音楽の中で、フエ宮廷雅楽のみが、

（フエ市内から車で 15 分）

国を代表する完全で熟成されたレベルに到

シン村の木版画 —Tranh làng Sình

達したと言われています。

一族一家の繁栄安泰、豊かで幸福、平和の

（王宮内、閲是堂 / 宮廷劇場にて 1 日 4 回、

生活を望む信仰を反映したものがシン画で

9:00、10:30、14:30、15:30 〜の 30 分。

す。凶事を追い払い、吉事や幸福なことを

市内一部ホテルやレストランでも開催）

迎える民間儀礼が渇望され、その民間礼拝
の儀式のためにシン村の木版画が生まれま
した。50 種あり、それぞれ物語があります。
（フエ市内から車で 10 分）

フエのエナメル画 —Pháp lam Huế
フエのエナメル絵は、青銅または銅合金に
釉薬で色付けた工芸品。王宮や帝廟の装飾
のためにつくられたのが起源。一時消失し
ましたが、Thái Hưng 社が復元に成功。工
房では、製作風景を見学できるほか、色づ
けを体験することができます。
（フエ旧市街から徒歩 8 分）

フエの民謡「カーフエ」—Ca Huế
フエに古くから伝わる歌謡。アオザイを着
た楽団員たちが披露するのは約 10 曲（約
一時間半）
。様々な弦楽器が奏でる音色はど
こか哀愁が漂います。演奏の合間に、観客
全員でフエ伝統の灯籠流しをします。
（カーフエの舟は、毎晩 8 時頃に市内中心部
チャンティエン橋の袂から出港）

ベトナム武道ショー —Võ Kinh Vạn An
グエン朝時代王宮の護衛兵が王を守るため
に継承してきた武術が起源。獅子舞からは
じまり、旗踊り、棒術、舞い、そして瓦割
りなどどれも手に汗を握るパフォーマンス

︻世界無形文化遺産︼宮廷音楽と伝統舞踊

王朝時代の暮らしが息づく技と美、伝統工芸体験

ノンラー（ベトナムすげ笠）村 —Làng nón

フエ、幸せの故郷
̶A homeland of happiness
フエでできる、
世界遺産観光×伝統工芸体験×リラックス

が満載です。集団演舞は棒術、体術、剣術
が組み合わさり、特に 4 人の戦いのシーン
は俊敏な動きで、見る者を興奮させます。
（カイティン帝廟近く「Kinh Van」人数が集まり次第公演。一回 30 分）
成田ーダナン直行便運行スケジュール（ベトナム航空）
ダナンからフエまでは、車で２時間半でお越し頂けます。

東京 / 成田（15：25）→ダナン（18：45）／水・木・日
東京 / 成田（14：55）→ダナン（18：15）／土
ダナン（11：10）→東京 / 成田（18：30）／水
ダナン（10：40）→東京 / 成田（18：00）／木・土・日

フエ観光情報推進センター
http://www.vietnamhuekanko.com
hue.tip@gmail.com
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