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来て！ 見て！ 感じて！
ビンズン省おたのしみガイド



名物料理／Specialties

伝統工芸／Traditional craft

観光／Sightseeing

エンターテイメント／Entertainment

リゾート／Resort

建築／Architecture

●●伝統工芸／Traditional craft

カフェ・ゾーヴァーヌック / Cafe Gio Va Nuoc
住所：	6/28T	Khu	Pho	3,	Tran	Binh	Trong	St.,
	 Phu	Tho	Ward,	Thu	Dau	Mot,	Binh	

Duong	Province
電話：	+84	(650)	381	3085	営業時間：6:30～23:00

●●建築／Architecture

Photographer: Hiroyuki Oki

カフェ・ゾーヴァーヌックは竹を使った屋根など、天然の素材を生かしたギア氏のデザインの源流ともいえる一軒

左上）カフェに併設されたゾーヴァーヌックバー　左下）ギア氏と日本人建築家の佐貫大輔氏、西澤俊理氏が手がけたファンチュー
チン（Phan Chu Trinh）中学校　右）心地よい風が吹く水辺のカフェ・ゾーヴァーヌック

ホーチミン市内中心部から幅広の国道

13 号線を北へ、車で１時間弱のところに

あるビンズン（Binh Duong）省。人口

約 169 万人、面積約 2700 ㎢。南部を

ホーチミン市と接するこの省には、世界

的に注目を集めた名建築から家族で楽

しめる遊園地まで、魅惑のスポットがいっ

ぱいある。現在、新都市の開発も行わ

れ、ベトナム南部の未来の一大都市と

して期待されるビンズン省の、とっておき

の魅力をご紹介！

ホーチミン市からすぐ行ける ！
魅惑のビンズン省へようこそ ！

世界を唸らせた
デザイナーズカフェ

　東京大学大学院で建築を学んだヴォー・
チョン・ギア（Vo Trong Nghia）氏がデザ
インした「カフェ・ゾーヴァーヌック（風と水
のカフェ）」。風と水をテーマとし自然と一体
となった空間は、世界の優れた建築に贈ら
れる「インターナショナル・アーキテクチャー・
アワード 2008」にも輝いた。省内には彼
が手がけた中学校もあり、素晴らしいベトナ
ムの現代建築をその身で体感できる。



●●観光／Sightseeing

●●名物料理／Specialties

●●伝統工芸／Traditional craft

●●リゾート／Resort

●●エンターテイメント／Entertainment

ツインドーヴズゴルフクラブ / Twin Doves Golf Club
住所：	68	Tran	Ngoc	Len	St.,	Hoa	Phu	Ward,	

Thu	Dau	Mot,	Binh	Duong	Province
電話：	+84	(650)	386	0666　営業時間：（月～水曜）
5:20～22:00、（木～土曜）5:20～23:00、（日曜）5:00～21:00
www.twindovesgolf.com

ロイヤルアイランドゴルフ＆ヴィラズ
Royal Island Golf & Villas
住所：	Ap	An	Chu,	Bach	Dang	Commune,	Tan	

Uyen	Dist.,	Binh	Duong	Province
電話：+84	(650)	363	7788	(予約)
営業時間：（火～日曜）5:30～17:30、月曜定休
http://royalisland.com.vn

フオンナムリゾート / Phuong Nam Resort 
住所：	15/12	Trung	Village,	Vinh	Phu	Ward,	

Thuan	An	Dist.,	Binh	Duong	Province
電話：+84	(650)	378	5777
www.phuongnamresort.com

ベトナムを代表する陶磁器は
この省から生まれた

　1970年の創業以来、海外での評価も高い
食器メーカー「ミンロン1」。粒子の細かな土を
1380度の高温で焼き上げた食器の数々は、
透明感と輝きが違う。ショールームには様 な々
デザイン・価格帯の商品が揃い、ちょっとしたお
土産にも便利。トゥオンビンヒエップ（Tuong 
Binh Hiep）村には漆画や漆食器の店が建ち
並び、格安で漆製品が手に入る。

ベトナム南部の田舎を
リゾートでプチ体験

　ベトナム南部、カマウの村をモチー
フとした「フオンナムリゾート」。緑に囲
まれた公園のような敷地、古き良きベト
ナムの民家を思わせる宿泊棟、そして
南部料理の数々が楽しめるレストランなど、雰
囲気はまさにメコンデルタ。各施設はビジターも
利用可だが、1泊38万VND＋(税別／約
1780円)～と料金も手頃なので、週末のプチト
リップにも利用できる。

ダイナムテーマパーク / Lac Canh Dai Nam Van Hien
住所：	1765A	Binh	Duong	St.,	Hiep	An	Ward,
	 Thu	Dau	Mot,	Binh	Duong	Province
電話：+84	(650)	384	5845　営業時間：8：００～17：00
www.laccanhdainamvanhien.vn

たわわに実ったフルーツを
その場で味わう幸せ

　ビンズン省は南
国の日差しをたっぷ
りと吸収したフルー
ツの産地でもある。
特にライティウ・カ

ウガン（Lai Thieu - Cau Ngang）地区の
周辺には栽培農家が集まっており、畑の中
に設置されたカフェスペースで採れたばかり
のジューシーで濃厚な甘さのフルーツをとこと
ん味わえる。また、ホイカイン寺にある全長
52ｍもの巨大な涅槃仏、山頂に建てられた
チャウトイ寺からの夕焼けも必見だ。

ミーリエン / My Lien（バインベオビー）
住所：	7/1	DT745	Khu	Pho	Thanh	Loi,	An	Thanh	

Ward,	Thuan	An	Dist.,	Binh	Duong	Province
電話：	+84	(650)	382	7078　営業時間：6:30～18:30

ミンロン1 / Minh Long 1
住所：（ショールーム）888	Binh	Duong	St.,	Thuan	Giao	

Ward,	Thuan	An	Dist.,	Binh	Duong	Province
電話：+84	(650)	378	4576　営業時間：8:00～20:00
www.minhlong.com

フンフオン / Hung Huong （漆製品）
住所：	115	Ho	Van	Cong	St.,	Tuong	Binh	Hiep	Ward,	

Thu	Dau	Mot,	Binh	Duong	Province
電話：+84	(650)	383	0830　営業時間：8:00～17:00
www.hunghuonglacquer.com

クアンハンズアナムフック / Quan Hang Dua 
Nam Phuoc（ボーヌオンゴイ）
住所：	29/44	Cach	Mang	Thang	8	St.,	Phu	Tho	

Ward,	Thu	Dau	Mot,	Binh	Duong	Province
電話：	+84(650)	383	3450　営業時間：9:00～22:00

ホイカイン寺 / Chua Hoi Khanh
住所：	29	Chua	Hoi	Khanh	St.,	

Phu	Cuong	Ward,	Thu	Dau	
Mot,	Binh	Duong	Province	

電話：	+84	(650)	382	4043
拝観時間：5:00～20:00

チャウトイ寺 / Chua Chau Thoi
住所：	Binh	An	Ward,	Di	An	Dist.,	

Binh	Duong	Province
電話：	+84	(650)	375	1519
拝観時間：5:00～20:00

フルーツ畑
Vuon Trai Caｙ Lai Thieu – Cau Ngang
住所：	Hung	Dinh	Ward,	Thuan	An	Dist.,	Binh	

Duong	Province周辺

フルーツはどれも目の前でのもぎたて。鮮度も抜群

バインベオビー（2万5000VND／約120円）は省内でも
家族で営む系列の３店舗のみの販売

ミンロン1の食器には日本人好みの上品なデザインの
ものも多い

漆画はベトナムの伝統工芸の一つ。
海外に輸出もされている

炭火で焼く香りがたまらないボーヌー

ンゴイ、1人前5万VND（約230円）

ビンズオン省
お役立ちリスト
＜学校＞
★シンガポールインターナショナルスクール	
Singapore	International	School
ホーチミン市にも系
列校を持つ、新都市
内のインターナショ
ナルスクール。幼稚
園から高校までの
各学年の児童・生徒
が通う。
住所：	Lot	F7,	Binh	Duong	New	City,	Hoa	

Phu	Ward,	Thu	Dau	Mot,	Binh	
Duong	Province

電話：	+84	(650)	222	1000
www.kinderworld.net/sis

★イースタンインターナショナルユニバーシティ
Eastern	International	University
新都市内にある大型大学。経済、科学、医療分
野の学部が揃っている。
住所：	Nam	Ky	Khoi	Nghia	St.,	Binh	Duong	

New	City,	Hoa	Phu	Ward,	Thu	
Dau	Mot,	Binh	Duong	Province

電話：	+84	(650)	222	0341
www.eiu.edu.vn

＜病院＞

★コロンビアアジアビンズオンホスピタル
Columbia	Asia	Binh	Duong	Hospital
新都市からほど近い、ホーチミン市内にもクリ
ニックを持つ大型の総合病院。24時間救急対
応。日本語通訳もいるので安心。
住所：	Lot	178,	Hoa	Lan	Village,	Thuan	

Giao	Ward,	Thuan	An	Dist.,	Binh	
Duong	Province

電話：	+84	(650)	381	9933
診療時間：	7:30〜16:30
www.columbiaasia.com

★ハインフックインターナショナルホスピタル	
Hanh	Phuc	International	Hospital
シンガポール基準の国際病院。産婦人科、小
児科専門。
住所：	Binh	Duong	St.,	Thuan	An	Dist.,	

Binh	Duong	Province
電話：	+84	(650)	363	6068
診療時間：	7:30〜16:30
www.hanhphuchospital.com

＜スーパーマーケット＞

★ビッグシー	/	Big	C
ホーチミン市内にも数多くの店舗を構える大
型スーパーマーケット。
住所：		555B	Binh	Duong	St.,	Hiep	Thanh	

Ward,	Thu	Dau	Mot,	Binh	Duong	
Province

電話：		+84	(650)	361	6166
営業時間：	8:00〜21:30
http://www.bigc.vn

★メトロ	/	Metro
輸入食材から電化製品まで、様々なものが揃
う会員制の総合卸専門スーパーマーケット。
住所：Binh	Duong	St.,	Phu	Tho	Ward,	

Thu	Dau	Mot,	Binh	Duong	
Province

電話：+84	(650)	384	4768
営業時間：6:00〜21:00
www.metro.com.vn

ソンベーゴルフリゾート / Song Be Golf Resort 
住所：	77	Binh	Duong	St.,	Lai	Thieu	Ward,
	 Thuan	An	Dist.,	Binh	Duong	Prov-

ince
電話：+84	(650)	375	6660		営業時間：6:00～夕刻
www.songbegolf.com

アンラムサイゴンリヴァー・プライヴェートレジデンス 
An Lam Saigon River Private Residence
住所：	21/4		Trung	Village,	Vinh	Phu	Ward,	Thuan	

An	Dist.,	Binh	Duong	Province
電話：	+84	(650)	378	5555	　www.anlam.com/sgr

ウッドデッキのテラス席でティータイム
といこう

敷地内にある池にはベトナム南部の漁で使う網をディスプレ
イ。水上コテージで昼食も楽しめる

子どもと一緒にわいわい楽しめる大きなプー
ルも完備

ベトナムの李朝をイメージしたというダイナムの黄金殿は豪華絢爛

週末はひと足伸ばし
隠れ家リゾートへ

　行き交う舟を眺めながら、のんびり
とした昼下がりを満喫する。そんな休
日を過ごしたいなら「アンラムサイゴンリ
ヴァー・プライヴェートレジデンス」へ。ヴィ
ラをはじめとした客室は、わずか 15 室。プ
ライヴェートプール付きの部屋もあり、誰にも
邪魔されない、自分だけの時間を楽しめる。
ホーチミン市中心部へは、専用ボートでの送
迎もあり。

開け放たれた窓から川をなでるそよ風が吹き抜ける客室

テーマパークからゴルフまで
楽しみ盛りだくさん！

　大切な家族と一緒に出かけたい、屋外で
思い切り体を動かしたい、そんな人におすす
めなのが、巨大テーマパーク「ダイナム」。 
450haもの広大な園内にはジェットコース
ターなどのアトラクションのほか、動物園や
ウォーターパークもあり、１日では遊びきれない
ほど。また、省内には趣の異なるゴルフ場も
3ヶ所あり、好みに合わせた１日を楽しもう。

もちもち感がたまらない
南部のバインベオ

　米粉で作った生地を型に入れて蒸したバインベオ。中部
フエのものが有名だが、豚の皮や緑豆のペーストを一緒に
盛りつけた「バインベオビー／ Banh Beo Bi」はビンズオ
ン省のご当地メニュー。甘じょっぱいタレを振りかけていただ
こう。豚の脂で包んだ牛肉ミンチの焼き肉「ボーヌオンゴイ
／ Bo Nuong Ngoi」も知る人ぞ知る隠れ名物だ。



CORE CITY

複合地域（オフィス・商業・住宅）

ZONE

E

新都市のシンボルエリア
（小売・レストラン・フードコートなど）

ZONE

A

GATE CITY

「SORA gardens」マンション

ZONE

B

ビンズン省最大の商業地域
（GMS・アミューズメント・専門店）

ZONE

C

GARDEN CITY

緑と水と光溢れる
「City in the Garden」

ZONE

G

豊かな自然・人が集う場・利便性を
兼ね備えた、住宅・商業地域

ZONE

F
ZONE

D

ビンズン新都市には商業施設も続々開業予定！！

●ZONE-A
コンセプト： Binh Duong Mid city plaza　
開業予定時期： 第1期：2014年上期（フードコート+カフェ+コ

ンビニエンスストア）、第2期：2014年下期（レ
ストラン）、第3期：2015年末（レストラン+専
門店）

店舗面積： 第1期：1,270㎡、第2期：1,500㎡、第3期：
2,900㎡

　新都市のシンボルゾーンとして、人民委員前には
新都市ワーカーをサポートする、フードコート+カフェ+
コンビニエンスストア他、専門店が開業予定 ！ 周辺
地域・工業団地のニーズに応える大型レストランも
順次開業予定 ！
-----------------------------------------------------------------

【お問い合わせ】
ベカメックス東急／Becamex Tokyu Co., Ltd.
電話： +84 （650） 222 1109
担当： 商業＆運営部・池田（携帯）
 +84 90 900     5625
E-mail： takato.ikeda@becamex-tokyu.com

 【コアシティ／CORE CITY】

●ZONE-B
◆ソラ・ガーデンズ／SORA gardens
コンセプト： Community Promenade
開業予定時期： 2014年下期
店舗面積： 1,630㎡　

　高層マンション「ソラ・ガーデンズ／SORA　
gardens」１Fには、暮らしをサポートするコンビニ
エンスストア、緑道沿いにはカフェやレストランなど
の商業施設がオープン予定。

●ZONE-C
◆ショッピングモール／Shopping Mall
開業予定時期： 第1期： 2015年下期～2016年下期
 第2期： 2020年頃
延床面積： 第1期： 49,000㎡、
 第2期： 71,000㎡、2期合計120,000㎡

　12haの広大な敷地にベ
トナム南部最大級の大型
商業施設が開業予定（段
階開業、2020年に完成
予定）。生活をより豊かにす
るファッション・食・生活雑貨
などの魅力的な店舗が勢
揃い。また、1日中家族・恋人
と楽しめるアミューズメント・ア
トラクションも併設予定。

 【ゲートシティ／GATE CITY】

●ZONE-F（商業）
コンセプト： Community garden
開業予定時期： 2016年上期
店舗面積： 3,300㎡開業

　40haの住宅地
のコミュニティをサ
ポートするスーパー
マーケット、ドラッグス
トア、カフェなど地域
密着型の商業施
設が開業予定。

●GARDEN CITY／ガーデンシティ
　ZONE-D,F,G（住宅）
　コンセプト: City in the Garden
　開発予定時期: 2014年（予定）～

　コンドミニアム・タウン
ハウス・ヴィラといった
多種多様な住宅を織り
交ぜた、住宅開発街
区。木々の緑・せせらぎ
の水を感じるランドス
ケープを実現します。

 【ガーデンシティ／GARDEN CITY】

ビンズン省新都市計画
目指すはベトナム南部の副都心

ビンズン新都市の構想図。2020年頃には約12万5000人もの人々が暮らす街となる

 ベトナム・シンガポール工業団地をはじめとし
た工業団地が数多く点在し、ホーチミン市中
心部から約15～30kmのアクセスの良さか
ら、日系企業が数多く入居するビンズン省。ベ
トナム南部の生産拠点として発達してきたこ
の省は現在、南部の主要経済都市として大
きく生まれ変わろうとしている。
　その中で最も注目を集めるプロジェクトが、
1000haもの広大な土地に新都市「ビンズン
ニューシティ／Binh Duong New City」を作
るというもの。新都市にはマンション、商業・娯
楽施設、オフィスビル、金融センター、学校、
公園、国際会議場など、都市生活に必要な
施設が完備され、2013年にはトゥーザウモット

（Thu Dau Mot）市にある各官庁・行政機関
が移転、新しく同省の省都となる予定となっ
ている。
　この都市開発には世界中から様々な企業

が参画しているが、中でも東急グループ「ベカ
メックス東急／Becamex Tokyu」社が手が
ける「東急ビンズンガーデンシティ」は、特に
話題を集める一大プロジェクト。日系企業初
となるベトナム国内での都市開発事業であ
り、東急多摩田園都市など日本での実績・経
験・ノウハウを生かした「職・住・遊」が一体と
なった街づくりに期待の声も高い。
　110haもの大規模な東急ビンズンガーデ
ンシティには、高層マンション「ソラ・ガーデン
ズ／SORA gardens」をはじめとした7500
戸以上の住宅や、各種サービス施設も充
実。日本品質の都市環境で快適な生活を提
供してくれる。
　ホーチミン市に隣接し、ベトナム南部の中
核として発展を続けるビンズン省。ベトナムで
これまで見ることのなかった未来都市が、今こ
こに誕生しようとしている。

ベカメックス東急が手がける高層マンション「ソラ・ガーデンズ」

高層ツインビルとなる新しいビンズン省人民委員会庁舎

豊かな緑と憩いの水辺が随所に配された新都市



青い空と共にある暮らし
ツインタワー型高層マンション「ソラ・ガーデンズ」

現地横にてモデルルームを公開中

　ホーチミン市中心街から車で約1時間の
「ソラ・ガーデンズ／SORA gardens」は、緑
あふれる新都市の顔とも言える高層マンショ
ン。東急グループが日本の経験とノウハウを
生かし、地上24階建てのマンションを建設中。

「Feel Japan」をテーマに、日本らしさを表現
するゲストルームなどを用意。また壁面緑化
や防犯サービスなど、快適な暮らしがつまった
マンションとなっている。完成は2014年内予
定で、現在各戸販売中。詳細は、右記まで直
接ご連絡を。

SORA gardens
住所： Hung Vuong St., Binh Duong New City, Hoa Phu Ward, 

Thu Dau Mot, Binh Duong Province
主構造： 鉄筋コンクリート造
階数： 地上24階建て
総戸数： 約400戸（67〜105㎡ ）
 ※ペントハウス除く
 www.sora-gardens.com

お問い合わせ：
ベカメックス東急 / Becamex Tokyu Co., Ltd.
電話： +84 （650） 222 1109
担当： 米岡（携帯）+84 90 979 8992
E-mail： hiromichi.yoneoka@becamex-tokyu.com


