
地域 都市 観光地 詳細 期間
ホアンキエム湖歩行者天国 週末金・土・日に行われている歩行者天国禁止 未定

ナイトマーケット 週末金・土・日に行われているナイトマーケット禁止 未定
文廟 建物・敷地内への入場不可。敷地外からの外観観光可能。 3月10日～未定

ホーチミン廟 建物・敷地内への入場不可。敷地外からの外観観光可能。 3月14日～未定
ホーチミンの家 建物・敷地内への入場不可。敷地外からの外観観光可能。 3月14日～未定
タンロン城 建物・敷地内への入場不可。敷地外からの外観観光可能。 3月14日～未定
ドゥンラム村 建物・敷地内への入場不可。 3月14日～未定
鎮国寺 建物・敷地内への入場不可。敷地外からの外観観光可能。 3月15日～未定
鎮武観 建物・敷地内への入場不可。敷地外からの外観観光可能。 3月16日～未定

タンロン水上人形劇場 公演中止（3月16日より開始） 3月16日～未定
ホアロー収容所 建物・敷地内への入場不可。敷地外からの外観観光可能。 3月10日～未定
玉山祠 建物・敷地内への入場不可。敷地外からの外観観光可能。 3月10日～未定

ボンセン水上人形劇場 公演中止 3月10日～未定
ベトナム民族学博物館 入場観光不可 3月9日～未定
チャンアンクルーズ 観光中止 3月13日～未定
タムコッククルーズ 観光中止 3月13日～未定

ホアルー 観光中止 3月13日～未定
ホアセン水上人形劇場 コロナウイルスの影響により、終日公演中止 3月3日～未定

ハロン湾クルーズ（日帰り・宿泊） 観光中止 3月12日～未定
ダナン大聖堂 建物・敷地内への入場不可。敷地外からの外観観光可能。 1月27日～未定
ミーソン遺跡 観光中止 3月16日～未定
ダナン花火大会 2020年開催分は中止

フエ世界遺産群（王宮・各帝廟など） 観光中止 3月15日～未定
阮朝王宮 伝統雅楽ニャーニャック鑑賞中止 2月4日～未定
ランタン祭り ３月７日開催予定（一部旧宅内での出し物は中止）

ホイアン旧市街22ヶ所 入場チケットにて観光できる場所は、入場不可。 3月13日～31日
ホイアン水上人形劇 公演中止 3月10日～未定
ホイアンメモリーショー 公演中止 3月10日～未定

統一会堂 観光中止 3月16日～未定
ゴールデンドラゴン水上人形劇 公演中止 3月16日～未定
レックスホテル内水上人形劇 公演中止 3月10日～未定

ミトー メコン川クルーズ 観光中止 3月13日～未定
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地域 都市 観光地 詳細 期間
ホアンキエム湖歩行者天国 週末金・土・日に行われている歩行者天国禁止 未定

ナイトマーケット 週末金・土・日に行われているナイトマーケット禁止 未定
文廟 建物・敷地内への入場不可。敷地外からの外観観光可能。 3月10日～未定

ホーチミン廟 建物・敷地内への入場不可。敷地外からの外観観光可能。 3月14日～未定
ホーチミンの家 建物・敷地内への入場不可。敷地外からの外観観光可能。 3月14日～未定
タンロン城 建物・敷地内への入場不可。敷地外からの外観観光可能。 3月14日～未定
ドゥンラム村 建物・敷地内への入場不可。 3月14日～未定

タンロン水上人形劇場 公演中止（3月16日より開始） 3月16日～未定
ホアロー収容所 建物・敷地内への入場不可。敷地外からの外観観光可能。 3月10日～未定
玉山祠 建物・敷地内への入場不可。敷地外からの外観観光可能。 3月10日～未定

ボンセン水上人形劇場 公演中止 3月10日～未定
ベトナム民族学博物館 入場観光不可 3月9日～未定
チャンアンクルーズ 観光中止 3月13日～未定
タムコッククルーズ 観光中止 3月13日～未定

ホアルー 観光中止 3月13日～未定
ホアセン水上人形劇場 コロナウイルスの影響により、終日公演中止 3月3日～未定

ハロン湾クルーズ（日帰り・宿泊） 観光中止 3月12日～未定
ダナン大聖堂 建物・敷地内への入場不可。敷地外からの外観観光可能。 1月27日～未定
ダナン花火大会 2020年開催分は中止

フエ 阮朝王宮 伝統雅楽ニャーニャック鑑賞中止 2月4日～未定
ランタン祭り ３月７日開催予定（一部旧宅内での出し物は中止）

ホイアン旧市街22ヶ所 入場チケットにて観光できる場所は、入場不可。 3月13日～31日
ホイアン水上人形劇 公演中止 3月10日～未定
ホイアンメモリーショー 公演中止 3月10日～未定

統一会堂 入場の際は、マスク着用が奨励される。 2月4日～未定
レックスホテル内水上人形劇 公演中止 3月10日～未定

ミトー メコン川クルーズ 観光中止 3月13日～未定
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地域 都市 観光地 詳細 期間
タンロン水上人形劇場 ２０:００～公演中止 3月3日～3月14日予定

ホアンキエム湖歩行者天国 週末金・土・日に行われている歩行者天国禁止 未定
ナイトマーケット 週末金・土・日に行われているナイトマーケット禁止 未定

文廟 建物・敷地内への入場不可。敷地外からの外観観光可能。 3月10日～未定
ホアロー収容所 建物・敷地内への入場不可。敷地外からの外観観光可能。 3月10日～未定
玉山祠 建物・敷地内への入場不可。敷地外からの外観観光可能。 3月10日～未定

ボンセン水上人形劇場 公演中止 3月10日～未定
ベトナム民族学博物館 入場観光不可 3月9日～15日
ホアセン水上人形劇場 コロナウイルスの影響により、終日公演中止 3月3日～未定

ダナン大聖堂 建物・敷地内への入場不可。敷地外からの外観観光可能。 1月27日～未定
ダナン花火大会 2020年開催分は中止

フエ 阮朝王宮 伝統雅楽ニャーニャック鑑賞中止 2月4日～未定
ランタン祭り ３月７日開催予定（一部旧宅内での出し物は中止）

ホイアン水上人形劇 公演中止 3月10日～未定
ホイアンメモリーショー 公演中止 3月10日～未定

統一会堂 入場の際は、マスク着用が奨励される。 2月4日～未定
レックスホテル内水上人形劇 公演中止 3月10日～未定

南部 ホーチミン

ベトナム　観光地規制に関する情報　2020.3.10現在

北部
ハノイ

ハロン

中部

ダナン

ホイアン



地域 都市 観光地 詳細 期間
タンロン水上人形劇場 ２０:００～公演中止 3月3日～3月14日予定

ホアンキエム湖歩行者天国 週末金・土・日に行われている歩行者天国禁止 未定
ナイトマーケット 週末金・土・日に行われているナイトマーケット禁止 未定

ホアセン水上人形劇場 コロナウイルスの影響により、終日公演中止 3月3日～未定

ダナン大聖堂 建物・敷地内への入場不可。敷地外からの外観観光可能。 1月27日～未定
ダナン花火大会 2020年開催分は中止
阮朝王宮 伝統雅楽ニャーニャック鑑賞中止 2月4日～未定
ランタン祭り ３月７日開催予定（一部旧宅内での出し物は中止）

南部 ホーチミン 統一会堂 入場の際は、マスク着用が奨励される。 2月4日～未定
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地域 都市 観光地 詳細 期間
文廟 営業再開 2月6日9時～

ホーチミン廟 営業再開 2月6日9時～
ホーチミンの家 営業再開 2月6日9時～
タンロン城 営業再開 2月6日9時～
玉山祠 営業再開 2月6日9時～

マーマイの家 営業再開 2月6日9時～
ホアロー収容所 営業再開 2月6日9時～
ハノイ博物館 営業再開 2月6日9時～

ホアンキエム湖歩行者天国 週末金・土・日に行われている歩行者天国禁止 今週末～未定
鎮国寺 営業再開 2月7日9時～未定
鎮武観 営業再開 2月7日9時～未定

ベトナム民族学博物館 入場観光不可 2月5日17時～未定
ナイトマーケット 週末金・土・日に行われているナイトマーケット禁止 今週末～未定
ナイトマーケット 営業再開 2月5日17時～

ダナン ダナン大聖堂 建物・敷地内への入場不可。敷地外からの外観観光可能。 1月27日～未定
フエ 阮朝王宮 伝統雅楽ニャーニャック鑑賞中止 2月4日～未定

ランタン祭り 政府規制によりイベント事、禁止の為。 2月4日15時～未定
水上人形劇 政府規制によりイベント事、禁止の為。 2月4日～2月9日予定

ホーチミン 統一会堂 入場の際は、マスク着用が奨励される。 2月4日～未定
ポーナガル 建物・敷地内への入場不可。敷地外からの外観観光可能。 2月4日～未定
ホンチョン岬 建物・敷地内への入場不可。敷地外からの外観観光可能。 2月4日～未定

国立海洋学博物館 建物・敷地内への入場不可。敷地外からの外観観光可能。 2月4日～未定

南部
ニャチャン
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地域 都市 観光地 詳細 期間
文廟 営業再開 2月6日9時～

ホーチミン廟 営業再開 2月6日9時～
ホーチミンの家 営業再開 2月6日9時～
タンロン城 営業再開 2月6日9時～
玉山祠 営業再開 2月6日9時～

マーマイの家 営業再開 2月6日9時～
ホアロー収容所 営業再開 2月6日9時～
ハノイ博物館 営業再開 2月6日9時～

ホアンキエム湖歩行者天国 週末金・土・日に行われている歩行者天国禁止 今週末～未定
鎮国寺 入場観光不可。外観観光可能。 2月5日17時～未定
鎮武観 入場観光不可。外観観光可能。 2月5日17時～未定

ベトナム民族学博物館 入場観光不可 2月5日17時～未定
ナイトマーケット 週末金・土・日に行われているナイトマーケット禁止 今週末～未定
ナイトマーケット 営業再開 2月5日17時～

ダナン ダナン大聖堂 建物・敷地内への入場不可。敷地外からの外観観光可能。 1月27日～未定
フエ 阮朝王宮 伝統雅楽ニャーニャック鑑賞中止 2月4日～未定

ランタン祭り 政府規制によりイベント事、禁止の為。 2月4日15時～未定
水上人形劇 政府規制によりイベント事、禁止の為。 2月4日～2月9日予定

ホーチミン 統一会堂 入場の際は、マスク着用が奨励される。 2月4日～未定
ポーナガル 建物・敷地内への入場不可。敷地外からの外観観光可能。 2月4日～未定
ホンチョン岬 建物・敷地内への入場不可。敷地外からの外観観光可能。 2月4日～未定

国立海洋学博物館 建物・敷地内への入場不可。敷地外からの外観観光可能。 2月4日～未定

南部
ニャチャン
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地域 都市 観光地 詳細 期間
文廟 建物・敷地内への入場不可。敷地外からの外観観光可能。 2月4日15時～未定

ホーチミン廟 建物への入場不可。敷地内からの外観観光可能。 2月4日15時～未定
ホーチミンの家 建物・敷地内への入場不可。敷地外からの外観観光可能。 2月4日15時～未定
タンロン城 建物・敷地内への入場不可。敷地外からの外観観光可能。 2月4日15時～未定
玉山祠 建物・敷地内への入場不可。敷地外からの外観観光可能。 2月4日15時～未定

マーマイの家 建物・敷地内への入場不可。敷地外からの外観観光可能。 2月4日15時～未定
ホアロー収容所 建物・敷地内への入場不可。敷地外からの外観観光可能。 2月4日15時～未定
ハノイ博物館 入場不可 2月5日～未定

ホアンキエム湖歩行者天国 週末金・土・日に行われている歩行者天国禁止 今週末～未定

ナイトマーケット 政府規制によりイベント事、禁止の為。 2月4日15時～未定

ダナン ダナン大聖堂 建物・敷地内への入場不可。敷地外からの外観観光可能。 1月27日～未定
フエ 阮朝王宮 伝統雅楽ニャーニャック鑑賞中止 2月4日～未定

ランタン祭り 政府規制によりイベント事、禁止の為。 2月4日15時～未定
水上人形劇 政府規制によりイベント事、禁止の為。 2月4日～2月9日予定

ホーチミン 統一会堂 入場の際は、マスク着用が奨励される。 2月4日～未定
ポーナガル 建物・敷地内への入場不可。敷地外からの外観観光可能。 2月4日～未定
ホンチョン岬 建物・敷地内への入場不可。敷地外からの外観観光可能。 2月4日～未定

国立海洋学博物館 建物・敷地内への入場不可。敷地外からの外観観光可能。 2月4日～未定
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地域 都市 観光地 詳細 期間
文廟 建物・敷地内への入場不可。敷地外からの外観観光可能。 2月4日～終了時期未定

ホーチミン廟 建物への入場不可。敷地内からの外観観光可能。 2月4日～終了時期未定
ホーチミンの家 建物・敷地内への入場不可。敷地外からの外観観光可能。 2月4日～終了時期未定
タンロン城 建物・敷地内への入場不可。敷地外からの外観観光可能。 2月4日～終了時期未定
玉山祠 建物・敷地内への入場不可。敷地外からの外観観光可能。 2月4日～終了時期未定

マーマイの家 建物・敷地内への入場不可。敷地外からの外観観光可能。 2月4日～終了時期未定
ホアロー収容所 建物・敷地内への入場不可。敷地外からの外観観光可能。 2月4日～終了時期未定

ダナン ダナン大聖堂 建物・敷地内への入場不可。敷地外からの外観観光可能。 1月27日～終了時期未定
フエ 阮朝王宮 伝統雅楽ニャーニャック鑑賞中止 2月4日～終了時期未定

南部 ホーチミン 統一会堂 入場の際は、マスク着用が奨励される。 2月4日～終了時期未定
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