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5月
漣川全谷里旧石器祭り

全谷里先史遺跡地と全谷邑一帯で旧石器文化と先史文化を教育・遊び・体
験などを通して学び、楽しめるお祭りだ。

安山国際ストリート劇フェスティバル 

安山市を代表する文化芸術祭で、安山文化広場一帯にて韓国内外の様々なス
トリート公演チームが披露する多彩なストリートパフォーマンスに出会える。

7月
富川国際漫画フェスティバル 

富川市一帯で漫画家と漫画愛好家を対象に漫画産業の活性化を図り、韓国
漫画界の歴史と現在を示すイベントだ。

チャラ島国際ジャズフェスティバル 

ジャズ音楽祭で、音楽をよく知らない人々も楽しめるよう「自然の中で楽しむ
ピクニックのようなお祭り」を目指すことで、ジャズの大衆化と韓国音楽界の
底辺拡大を図っている。

9月 
水原華城文化祭り

正祖の孝心と世界文化遺産に指定された水原華城を伝えるため毎年9月に開
催されるお祭りで、水原の代表的な伝統文化観光祭りだ。

始興ケッコル祭り

ケッコル生態系公園に広がる天恵の環境を通じて、訪問客がケッコルを全身
で満喫できる多彩かつ魅力的なプログラムが満載だ。

安城マッチュム男寺党バウドギ祭り

朝鮮時代後期に市場を回りながら曲芸、舞、歌を披露した男寺党の伝統文化
であるバウドギの芸術精神を継承・発展させたお祭りで、韓国的ながらも世
界的なお祭りとして定着している。

10月 
利川米文化祭り

利川米の優秀性を伝え、利川産農産物の消費を促進させるために利川市が
企画している毎年10月開催の農耕文化祭りだ。

驪州五穀ナル祭り

米をはじめ、さつまいも、ピーナッツ、果物など、驪州で生産される全ての農業
特産物が一堂に会する総合祭りで、驪州の昔の渡し場の様子が再現される。

11月
坡州長湍豆祭り

「ウェルビーイング名品・坡州長湍豆」というテーマで、DMZの清浄な環境で
育った坡州長湍豆を広報・ブランド化し、地域経済の活性化に貢献すること
ができるよう開かれるお祭りだ。

京畿道の公共交通
京畿道バス情報

システム 空港鉄道 ソウルメトロ コレイル

QRコードでスマートにアクセス 
京畿道旅行をお楽しみください。

120(031)120
電話相談、SMS相談、SNS相談、手話相談(ビデオ通話),

外国語相談(19言語対応)
japanese.gg.go.kr

京畿観光公式サイト
 jp.ggtour.or.kr
京畿道の旅行情報がひと目で分かる
京畿観光公式サイトをご利用ください。

  031-259-4700
jp.ggtour.or.kr

京畿観光公式サイト

京畿道コールセンター
365日24時間体制の

Korea Travel Hotline
観光 通訳 案内電話

▪利用時間 : 24時間年中無休
▪サービス内容 :  観光案内、観光通訳、観光不便申

告、観光警察通報
▪サービス言語 : 韓国語、英語、日本語、中国語

▪韓国でのご利用の際には 1330
▪海外でのご利用の際には +82-2-1330

京畿道と京畿観光公社選定

京畿道10大祭り
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2018年は京畿千年になる年！
あなたの声が京畿道の未来！

京畿千年プラットフォームで
京畿道の新しい千年を
i描いてみてください。

一つ一つ、ともに築き上げる

京畿千年

千年京畿の現在から未来千年の
夢を繰り広げる。

京畿千年の日(予定)

ポップアップツアー
訪問移動型プラットフォーム

政策ポストイット
千年の歴史と現在を基に未来の千

年を準備

タウンホールミーティング
文化民主主義の場

千年の想像
京畿道民の思考と想像の収束

京畿千年

「京畿」と名付ける。(高麗顕宗9年)

京畿定名

京畿千年

4号線
京春線

京義中央線

京江線

新盆唐線

8号線

エバーライン

京義中央線

1号線

盆唐線
4号線

仁川1号線

水仁線

1号線

7号線

1号線

空港鉄道

3号線

허브아일랜드
ハーブアイランド

쁘띠프랑스
プチプランス

아침고요수목원
アチムゴヨ樹木園

양평레일바이크
楊平レールバイク

신륵사
神勒寺

영릉
英陵

용인대장금파크
龍仁チャングムパーク

수원화성
水原華城

에버랜드
エバーランド

더그림식물원카페
ザ・グリーム植物園カフェ

화담숲
和談スプ

광명동굴
光明洞窟

시화호달전망대
始華湖月展望台

대부도바다향기
테마파크

大阜島海の香りテーマパーク

남한산성
南漢山城

행주산성
幸州山城

문수산성
文殊山城

에델바이스
스위스테마파크
エーデルワイス

・スイス・テーマパーク

소요산관광지
逍遥山観光地

재인폭포
才人滝

태풍전망대
台風展望台

한탄강관광지
漢灘江観光地

산정호수
山井湖水

국립수목원(광릉숲)
国立樹木園(光陵森)

연인산도립공원
恋人山道立公園

강씨봉자연휴양림
姜氏峯自然休養林

용문산관광지
龍門山観光地

포천아트밸리
抱川アートバレー

임진각/평화누리공원
臨津閣/平和ヌリ公園

회암사지
檜巌寺址

자운서원
紫雲書院

헤이리예술마을
ヘイリ芸術村

벽초지수목원
碧草池文化樹木園

파주프리미엄아울렛
坡州プレミアム
アウトレット

여주프리미엄아울렛
驪州プレミアム
アウトレット

융건릉
隆陵・健陵

갯골생태공원
ゲッゴル生態公園

안성팜랜드
安城ファームランド

평택호관광단지
平澤湖観光団地

안성맞춤랜드
安城マッチュムランド

모란민속시장
モラン民俗市場

물향기수목원
水の香り樹木園

우리꽃식물원
ウリィ花植物院

한국민속촌
韓国民俗村

웅진플레이도시
ウンジンプレイドシー

평택항/평택교동훼리
平澤港/平澤膠東フェリー

인천공항
仁川空港

일산호수공원
一山湖水公園

곤지암리조트
昆池岩リゾート

스타힐리조트
スターヒル・リゾート

베이스타운리조트
ベアーズタウン

원마운트
ワンマウント

송암스페이스센터
松岩スペースセンター

고구려대장간마을
高句麗鍛冶屋村

지산포레스트리조트
芝山フォレストリゾート

양지파인리조트
陽智パインリゾート

의왕레일바이크
義王レールバイク

설봉공원(세라피아)
雪峰公園(セラピア)

오이도
烏耳島

궁평항
宮坪港

안양예술공원
安養芸術公園

자라섬
チャラ島

경인아라뱃길여객터미널
京仁アラベッキル
旅客ターミナル

한국만화박물관
韓国マンガ博物館

이천프리미엄아울렛
利川プレミアム
アウトレット

두물머리
ドゥムルモリ(両水里)

다산유적지
茶山遺跡地

궁평항
大明港

공룡알 화석산지
恐竜卵化石産地

안산갈대습지공원
安山葦湿地公園

돼지박물관
ブタ博物館

잣향기수목원
京畿道松の

実香りプルンスプ

현대프리미엄아울렛김포
現代プレミアムアウトレット

스타필드하남
スターフィールド河南

아쿠아플라넷 일산
アクアプラネット一山

현대모터스튜디오하남
現代モータースタジオ河南

축령산자연휴양림
祝霊山自然休養林

김포공항
金浦空港

서울대공원
ソウル大公園

이천 테르메덴
イチョンターデン

스타필드고양
スターフィールド高陽

현대모터스튜디오고양
現代モータースタジオ高陽

산들소리수목원
サンデルサリ植物園
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広州市
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抱川市
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楊州市
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高陽市
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金浦市

江華島

ソウル市

仁川広域市

安城市

平澤市

華城市

安山市

始興市

光明市

烏山市

水原市

果川市

安養市

加平郡

唐津市
鎭川郡牙山市

鉄原郡

華川郡

春川市

南怡島

孔之川遊園地

金裕貞文学村

ジプダリゴル自然休養林

伏主山自然休養林

萬山洞溪谷

花江シュリ公園

勝利展望台

フナ島

洪川郡

忠州市

陰城郡

軍浦市

富川市

九里市

京義中央線

光明駅

安山駅

源仁斎駅

富平駅

ソウル大公園駅

弘大入口駅

忠武路駅

高速ターミナル駅

烏耳島駅

三山体育館駅

注葉駅

金村駅

議政府駅

楊州駅

汶山駅

逍遥山駅

鼎鉢山駅

器興駅

板橋駅
二梅駅

水原駅

亭子駅衿井駅

エバーランド駅

山城駅

牡丹駅

楊平駅

龍門駅

清平駅

磨石駅

加平駅

ソウル駅
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利川駅

驪州駅
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京畿道シティツアー
各市・郡で運営するツアープログラム

EG-Shuttle

一日2回運行(コース A、B) 一日1回運行(コース C)：月曜定休日
     02-365-1500(hanatour)   hanashuttle@hanatour.com
出発 ▶ 仁寺洞：SM免税店(チョンガク駅 3-1番出口)
                   弘大前：ハナツアーロードショップ(ホンデイック駅 8番出口)

コースA 
京畿南西圏

(伝統文化体験テーマ)

一日2回運営 (09:00, 10:30)
所要時間: 9.5 時間

コースB 
京畿南西圏

(伝統文化体験テーマ)

一日2回運営 (09:00, 11:00)
所要時間 : 6.5 時間

 

コースC
京畿東北圏 

(韓流&ヒーリング体験)

一日2回運営 (07:30)
所要時間 : 11.5 時間

外国人旅行者のための京畿道シャトルバス

仁寺洞

仁寺洞

ホンデイック駅

ホンデイック駅

E2 光明洞窟

統一展望台

E2 義王レールバイク 

坡州プロバンス

E3 水
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C2 ヘイリ芸術村 

F3 韓国民俗村
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水原市  031-256-8300   www.suwoncitytour.co.kr

第1コース：半日ツアー
(水原シティ半日ツアー)

1日2回運行 (09:50, 13:50) / 所要時間: 3 時間 (月曜
定休日)  /  出発地 ▶ 水原総合観光案内所(水原駅4
番出口)

第2コース/第3コース：1日ツア
ー(水原～光明/水原～華城)

土曜日 09:30~16:30  / 日曜日 09:30~16:30 
出発地 ▶ 水原総合観光案内所(水原駅4番出口)

南楊州市  031-590-4243  www.nyj.go.kr/culture/tour/01.jsp

公演コース(4月・8月) / 歴史コース(5, 9月) / 
文化・芸術コース(6, 10月)  / 
癒しコースA(7月),  癒しコースB(8月) 

毎月第2・第4日曜日(定期コース)、随時運
行(団体コース) / 出発地  ▶ 別内駅 9:00, 陶
農駅 9:30

華城市  031-366-8921   www.hscitytour.co.kr

恐竜の息吹き、文化の息吹き、海の息吹
き、自然の息吹き、波の息吹き、テーマ
ツアーなど

毎週土・日・祝日 (09:00-17:00)
出発地 ▶ 東灘駅-餅店駅-峰潭駅-鄕南駅

安山市  1899-7687  www.ansantour.com

安山文化・芸術探訪、大阜ヘソル道、団体
カスタマイズ型体験コース

毎週火～土
出発地 ▶ 中央駅 10:00

ソウルから出発する2階建てバスツアー 毎週月～日 / 出発地 ▶クァンファムン駅、シ
ンドリム駅 9:30,  シンドリム駅 10:00

加平郡  031-582-2421  www.gptour.go.kr

Aコース(アチムゴヨ樹木園循環) 毎日随時運行 / 出発地 ▶ 加平ターミナル 9:00

Bコース(アチムゴヨ樹木園循環) 毎日2回運行 / 出発地 ▶木洞ターミナル 11:00, 16:00

楊州市 毎週土・日曜日運行     1544-4590    www.korailtour.com
出発地  ▶ ヤンジュ駅 09:10, クパバル駅 10:00

富川市 毎週土曜日運行    032-656-4306    bucheonculture.or.kr
出発地  ▶  富川市庁 10:00

平澤市 毎週土曜日運行    031-656-0600    www.ptmunhwa.or.kr
出発地  ▶ 平沢文化芸術会館 09:00

高陽市
毎週火～日(月曜定休日)、定期コース、文化体験コース運行 

 031-975-3838  www.goyang.go.kr/citytour 
出発地  ▶ アラムヌリ 10:00

広州市 季節ごとに多様なコースを運営    031-760-2723  www.gjcity.go.kr     
出発地  ▶ ソウル・シチョン駅 07:30, ソウル・キョデ駅 08:00, 京畿広州駅 09:00  

安城市
毎週土曜日、季節ごとに多様なコース運行 
  031-678-2492    www.anseong.go.kr
出発地  ▶ソウル市庁前 07:30, ソウル・キョデ駅 08:00

漣川郡
毎週水～日(月・火曜定休日)、DMZ-train 一日1回運営
  1544-7755    www.dmztourkorea.com 
出発地 ▶ 新炭里駅 (京元線) 09:27

光明市
毎週火～日(月曜定休日)、2つのコースを運行    02-2610-2014

 www.gm.go.kr/tr    出発地 ▶ クァンミョンサゴリ駅  09:00 ,
 KTX光明駅 09:30

坡州市
曜日・テーマごとに多様なコースを運行    

 031-940-8516    tour.paju.go.kr
出発地 ▶ ハプチョン駅 09:30, 雲井駅 10:15,  汶山駅 10:20

城南市 毎週土曜日、異なるコースを運行     070-7813-5000  seongnamtour.com
出発地 ▶ソウル・シチョン駅 08:00, キョデ駅 08:30, 城南市庁駅 09:00

京畿道のホテル&リゾート
京畿道にある宿泊施設の情報

のホテル

5つ星
のホテル

水原市

ノボテルアンバサダー・水原
 031-547-6600   novotel.ambatel.com/suwon

京畿道水原市八逹区德霊大路902

ラマダプラザホテル・水原
 031-230-0001   www.ramadaplazasuwon.com

京畿道水原市八逹区中部大路150

驪州市 サンバレーホテル   031-880-3838   www.sunvalleyhotel.co.kr
京畿道驪州市江辺遊園地ギル45

4つ星
のホテル

加平郡
クラブインナーホテル&リゾート

 031-581-2270   www.clubinner.com
京畿道加平郡加平邑北漢江辺路382

富川市 高麗観光ホテル   032-329-0001   www.hotelkoryo.net
京畿道富川市遠美区ギルジュ路66

城南市
コートヤード・バイ・マリオット・ソウル板橋  

 031-8060-2000   www.courtyardpangyo.com
京畿道城南市盆唐区板橋駅路192番ギル12

水原市

イビスアンバサダー・水原   031-230-5004   ibis.ambatel.com/suwon
京畿道水原市八逹区勧光路132

ホテル・キャッスル   031-211-6666   www.hcastle.co.kr
京畿道水原市八逹区中部大路203

安山市 ホテル・スクエア   031-490-2000   www.hotelsquare.co.kr
京畿道安山市檀園区ドンサン路81

安養市 ホテル・アヴァロン   031-547-6600   www.hotelavl.com
京畿道安養市万安区顕忠路2

楊平郡 現代ブルームヴィスタ   031-770-8888   www.bloomvista.co.kr
京畿道楊平郡江下面江南路316

平澤市
平澤湖グランド観光ホテル  

 031-683-8899   www.hotelgrandkorea.com
京畿道平澤市玄徳面平澤湖ギル39-15

華城市

ロ―リング・ヒルズホテル   031-268-1000   www.rollinghills.co.kr
京畿道華城市南陽邑市庁路290

新羅ステイ東灘   031-8036-9000   www.shillastay.com/dongtan
京畿道華城市露雀路161

リゾート

抱川市 C3 ベアーズタウン・リゾート   031-540-5151   www.bearstown.com
京畿道抱川市内村面金剛路2536番ギル27

南楊州市 D3 スターヒル・リゾート   02-2233-5311   www.starhillresort.com
京畿道南楊州市和道邑モックガッ路96

利川市 F4 芝山フォレストリゾート   031-644-1200   www.jisanresort.co.kr
京畿道利川市麻長面芝山路267

広州市 E4 昆池岩リゾート   1661-8787   www.konjiamresort.co.kr
京畿道広州市都尺面都尺ウィッ路278

龍仁市 F4 陽智パインリゾート   031-338-2001   www.pineresort.com
京畿道龍仁市処仁区陽智面南平路112

京畿道の食べ 物
花より団子! 見る・食べる・味わう－京畿道を代表する食物べ

水原トンダッコリ(鶏の丸焼き通り)
八達門から長安門方向へと向かう行宮洞路地にある。
約11のトンダッ店が立ち並んでいるが、口コミやインター
ネットを通じて訪れたお客さんでお店にはいつも長蛇の
列ができている。トンダッ、フライドチキンまたはヤンニ
ョム(味付け)チキンが楽しめる。

水原カルビ   
肋骨を7センチくらいにして切り取り、肋骨が付いたまま
肉を丁寧に伸ばし、味付けをして焼いて食べる料理。通
常カルビ言えば、牛カルビを指す。元々は塩味付けが代
表的だったが、今は醤油味付けが一般的になった。

坡州長短豆定食
坡州長短豆とは、長短地域産の豆のことを言う。きれ
いな環境で育ち、韓国の豆の中でも最高の品質を誇
る。坡州長短豆定食は長短豆で作った豆腐やチョン
グッチャン(清麹醤)、お味噌などからなるメニュー。

臨津江うなぎの蒲焼き
うなぎの中骨を取り除き、頭と骨を煮出した汁に醤
油、砂糖、生姜、ごま、ねぎのみじん切りとニンニク
を入れて煎じた後、手入れしておいたうなぎをその汁
に漬け込んでから焼き網に焼いたもの。坡州臨津江近
くのうなぎ村が有名である。

抱川二東カルビ
カルビの肉に切れ目を入れて広く伸ばして醤油、砂
糖、ニンニク、生姜、清酒などで作ったタレに漬け込
んでおいてから炭火で焼いたもの。二東カルビは、カ
ルビとカルビの残り肉を楊枝でさして作るのが特徴。

抱川二東マッコリ(どぶろく)
マッコリとは、元々お酒の醸造後にお酒を汲み出した
残りに水をかけて得たものを言う。二東マッコリは白
雲洞渓谷から流れる清い薬水で造るため、他のマッコ
リとは異なる独特でやわらかい味が特徴。

利川米の韓定食
10月ごとに利川・米文化祭りが開催されるほどおいし
くて有名な利川のお米。 利川のお米は粘り・つや・
味に優れている。利川ご飯定食はこの利川のお米で炊
いた韓定食で、石焼ご飯と各種おかずがセットとなっ
ている。

盆唐亭子洞(プンダンチョンジャドン)カ
フェー通り
城南市に位置している。テラス通りとも呼ばれてお
り、約50余りの店がそれぞれ独特のインテリアやお
しゃれな照明を誇り、まるでヨーロッパに来ているよ
うな気さえする風景が素敵。ここではドラマや映画の
撮影も頻繁に行われる。

京畿道の代表的な食べ物│東豆川トックカルビ、議政府ブデチゲ、城南南漢山城鶏
粥、楊平玉泉冷麺、安山・華城アサリカルクッス、水原王カルビ、抱川二東カルビ、
広州牛頭肉クッパッ、利川ご飯定食、驪州川西里マッククス、龍仁白岩スンデクッ
ク、スンデ盛り合わせ

E3  南漢山城                                                                                            世界文化遺産
首都漢陽を守る朝鮮時代の山城として、韓国に現存する山城でも 最も優れた施
設を誇る。道立公園に指定され、多くの登山客が足を運ぶ。散歩コースとドライ
ブコースなどを備え、多様に楽しめる。

  京畿道広州市南漢山城面南漢山城路731 
 8号線山城駅2番出口      9-1、52番バスに乗車 - 終点下車 
 031-8008-5170     ggnhss.ggcf.mbdev.kr

B2  臨津閣/平和ヌリ公園
南北分断の現実を体験し、平和の大切さを語り継ぐ安保観光スポットとして、 
京畿道内では外国人に最も人気のある場所である。第3トンネル、都羅展望台、
都羅山駅、統一村直販場を回るシャトルバスを利用することができる。   

  京畿道坡州市汶山邑臨津閣路177 臨津閣 
 031-953-4744     tour.paju.go.kr

歴史観光スポット
歴史の中で先人の息づかいを感じ、知恵を学ぶ歴史観光地

C3  紫雲書院
1615年(光海君7年)に地方儒林たちが
栗谷李珥の学問と徳を称えるために
力を出し合って建設し、栗谷李珥の
神位と肖像画が祭られている書院で
ある。

 京畿道坡州市法院邑東文里山5-1
 031-940-8523    
 tour.paju.go.kr

C2  檜巌寺址
今はその跡地だけが残っているもの
の、260のお部屋に3,000余名の僧侶
が滞在していた最高のお寺として、国
宝級の文化財が多数発掘され、歴史
的価値が大きい。

 京畿道楊州市檜巌洞山14番地
 031-8082-5650
 www.yangju.go.kr

D2  幸州山城
西海に流れる漢江の景色が眺められ
る幸州山城は文禄・慶長の役の時に権
慄将軍が大勝した戦場である。大勝記
念館には砲筒と火車など当時使われ
た武器が展示されており、約1kmに及
ぶ静かな散歩路がある。

 京畿道高陽市徳陽区幸州内洞山26    
 031-909-9000    
 www.goyang.go.kr/visitgoyang

E3  水原華城                                                                                           世界文化遺産
朝鮮正祖時代の力作として、総延長5.7㎞、面積1.2㎢に及ぶ。韓国の建築様式に
おいて画期的な発展を成した史跡として長安門、八達門、華紅門など多様な建築
物や多くの楼閣などを誇る。  

 京畿道水原市長安区鍊武洞190 
 水原駅10番出口     35、36、39番バスに乗車 - 華城行宮停留所下車 
 031-228-4672 (水原観光案内センター)    www.swcf.or.kr

F3 隆陵・健陵          
  世界文化遺産

思悼世子と惠慶宮・洪氏の眠る隆陵。 
そして正祖と孝懿王后の眠る健陵を合
わせて隆陵・健陵と呼ぶ。御陵の後に
は森が青 と々茂っていて散歩コースと
して格好の場所であり、冬場の雪景色
は<隆健白雪>と呼ばれ、華城八景の
一つで ある。

 京畿道華城市孝行路481番ギル21
 1577-4200    
 tour.hscity.go.kr

E4  英陵(世宗大王陵)  
 世界文化遺産

朝鮮王朝の第4代国王の世宗大王と昭
憲王后・沈氏を合葬した御陵。朝鮮時
代の王陵の中ではじめて一つの封墳に
王と王妃を合葬した御陵であると同
時に、朝鮮前期における王陵配置の基
本となっている。孝宗大王陵に向かう
森には散歩路が整備されている。 

 京畿道驪州市陵西面旺垈里山83-1
 031-887-2833
 www.yeoju.go.kr/main/culture

 非武装地帯連携見学
 コースA

      臨津閣出発 - 第3トンネル - ドラ展望台 
- 都羅山駅 - 統一村 - 臨津閣到着 

     (約3時間所要)
  午前9時20分~午後3時 / 毎週月曜日休
み、身分証持参が必要
  031-954-0303 (DMZチケット売場)、

        031-940-8523 (坡州市観光振興センター)

D2  一山湖水公園
一山新都市の宅地開発事業と連携し
て造成された近隣公園である。 水辺
広場、人工の島、公園をひとめぐりす
る自転車専用道路、プレー・ロット、
自然学習場、音楽噴水など憩いの場
が有名である。

 京畿道高陽市一山東区中央路731
 031-909-9000   
 www.goyang.go.kr/visitgoyang

E2  烏耳島
漁村の烏耳島は広く広がる干潟で知ら
れている有名な観光スポット。美しい
落潮と引き潮の際には生きている海の
生き物を近くでみることができる。 地
元の海産物で作った食べ物が盛りたく
さんのグルメ通りも造成されている。

 京畿道始興市正往洞2063   
 4号線烏耳島駅2番出口  
  30-2番バスに乗車－烏耳島総合魚市場
停留場下車  
 031-310-6743   
 www.siheung.go.kr/culture

D3  ドゥムルモリ(両水里)
韓国を代表する絶景スポットの一つ。北漢江と南漢江が合流して一つになる所
として、400年余りの歳月を生きたケヤキがある。神秘な雲海と水煙、日の出と
日没など四季によって幻想的な雰囲気の風景を生み出す。

 京畿道楊平郡楊西面ドゥムルモリギル123    031-773-5101    
 tour.yp21.net

C2  碧草池文化樹木園
韓国風の庭園と西洋風の庭園が調和
する植物園。 特に大きな蓮花と蓮の
葉が散らばる碧草池と季節ごとに植
物が変わるクィンズガーデンが見どこ
ろである。

 京畿道坡州市広灘面倉滿里166-1
 031-957-2004     www.bcj.co.kr

C4  アチムゴヨ樹木園
韓国美を誇る22余りの特色ある庭園からなっているアチムゴヨ樹木園では約
5,000余種の植物を観覧することができる。冬には五色星明かり庭園展が開催
され、美しい冬夜の光の庭園を披露する。

 京畿道加平郡上面樹木園路432    京春線清平駅1番出口    
 京春線清平駅1番出口       1544-6703       www.morningcalm.co.kr

C4  チャラ島
北漢山の秀麗な景観と芝草広場、
生態 文化公園を取り揃え、環境配
慮型のオートキャンプ場として人気
が高い。また毎年秋には「‘チャラ島
ジャズ・フェスティバル」が開催され
る。  

  また毎年秋には「‘チャラ島ジャズ・フェ
スティバル」が開催される。
 京春線加平駅1番出口から徒歩15分   
  031-580-2067    www.jarasum.net

自然観光スポット
美しき京畿道の自然景観を楽しみながら、ゆっくりと休める自然観光地

F1 大阜島海の香りテーマパーク
凉しい海の香が漂う水辺公園として、
水路に沿って散歩を楽しむことができ
る。周辺にはテーマパークのランドマ
ークである多様な風車とコスモスの
花、ひまわりの花が満開する花卉団地
がある。

  京畿道安山市檀園区大阜北洞1841-10
 1666-1234    tour.iansan.net/tour

F3  水の香り樹木園
「水と木と人間の出会い」をテーマと
して、地域及び植物の特徴によって造
成された20のテーマ園が特徴的であ
る。 昆虫や鳥類などを観察することが
できる展示エリアも設けられている。

 京畿道烏山市青鶴路211  
 031-378-1261    farm.gg.go.kr

C3  国立樹木園(光陵森)
自然の姿がそのまま保存されてい
る、500年の歴史を誇る国内最高の樹
木園。 世界でも稀な巨大な原始自然
が生きている空間である。樹木園と山
林動物園、山林博物館、専用標本館
からなっている。事前に予約する必要
がある。 

 京畿道抱川市蘇屹邑光陵樹木園路415
 031-540-2000    www.forest.go.kr

C2  松岩スペースセンター
最先端施設とプログラムを備えた韓国最
大規模の天文テーマパーク。天文台、スペ
ースセンター、チャレンジャーラーニングセ
ンターなどがあり、望遠鏡で多様な天体を
体験することができる。

  京畿道楊州市長興面権慄路185番ギル103
  031-894-6000     www.starsvalley.com

D5  楊平レールバイク
廃線を活かして楊平の山や川、そして田舍
を回る往復6.4kmコースのレールバイであ
る。約1時間がかかり、ゆっくりと走るた
め、美しい楊平の景色を肌で感じることが
できる。

 京畿道楊平郡龍門面三星里126-5
 京義中央線龍門駅1番出口から徒歩10分
 031-775-9911    www.yprailbike.com

B3  ハーブアイランド
世界各地のハーブを厳選して収集・栽培している。ハーブをテーマにしたお店、レストラ
ン、カフェー、体験場などがあり、毎年明り童話祭りが開催される。

 京畿道抱川市新北面青新路947番ギル35     031-535-6494     www.herbisland.co.kr

体験観光スポット
体験観光地で多様なコンテンツを見る、聞く、体験する！

E2  義王レールバイク
4.3kmに及ぶ旺松湖水の水辺に沿って循環するレールバイクとして、湖周辺の景観を楽
しみながら、四季渡り鳥の渡来地である旺松湖水の渡り鳥を観察することができる。

  京畿道義王市旺松モッドン路209
  1号線義王駅2番出口から徒歩15分   1670-3110     www.uwrailpark.co.kr

G3  安城ファームランド
39万坪に広がる青い牧場において、25種の家畜とともに四季別に多様な祭りを披露す
る農畜産業のテーマパーク。家畜に餌を与えたり、トラクター馬車で楽しむライムギ畑ド
ライブ、乗馬体験、チーズづくりなどを体験することができる。

  京畿道安城市孔道邑デシンドゥギル28    031-8053-7979    www.nhasfarmland.com

E3  エバーランド
目くるめくようなスリルが楽しめるローラーコースターをはじめ、多様な遊具と、目の前で猛
獣をみることのできる「‘ローストバレー」、パンダに出会える「パンダワールド」を備えた韓
国最大のテーマパーク。

   京畿道龍仁市処仁区蒲谷邑エバーランド路199
 エバーライン エバーランド駅     シャトルバス常時運行   
 031-320-5000    www.everland.com

C4  プチプランス
「幼い王子様」をコンセプトに作ったフランス文化村である。地中海の沿岸を連想させる散
歩路などが調和し合って異国的な風景を作り出す。フランスの多様な文化を体験することも
できる。

  京畿道加平郡清平面古城里616
 京春線清平駅1番出口    31-20番バスに乗車 - プチプランス停留場下車
 031-584-8200    www.pfcamp.com

E3  ソウル大公園
韓国最大規模の公園として動物園、植物
園、テーマガーデンなど 多様な附帯施設を
取り揃えている。地下鉄4号線からアクセス
できるため、都心近郊の憩いの空間として
気軽に訪れることができる。

  京畿道果川市大公園広場路102
 4号線大公園駅2番出口から徒歩10分
 02-500-7335     grandpark.seoul.go.kr

F4   龍仁チャングムパーク
各時代における建築様式とライフスタイル、素材などがリアルに再現され、MBC放送局のテ
レビ歴史ドラマが多数撮影されたロケ地。各時代における建築様式とライフスタイル、素材
などがリアルに再現され、MBC放送局のテレビ歴史ドラマが多数撮影されたロケ地。此拍
攝。到這裡能看見歷史劇中常出現的奎章閣、東宮殿、惠民署，還能體驗宮廷服飾等。

  京畿道龍仁市處仁区白岩面龍泉路330    031-337-3241    djgpark.imbc.com

D3   高句麗鍛冶屋村
ドラマ『太王四神記』のロケ地。高句麗の遺
跡テーマ公園として、全国唯一の鍛冶屋村
であると同時にドラマセット場である。観光
客向けの伝統文化体験場も運営している。

  京畿道九里市ウミネギル41
 031-550-2363    www.guri.go.kr/main/gbv

E2  光明洞窟
廃鉱が文化芸術体験と憩いの場として洞窟
テーマパークに生まれ変わる。洞窟内にあ
る公演場では芸術公演、ファッションショ
ー、展示、映画祭など多彩な文化芸術イベ
ントが開催される。

  京畿道光明市駕鶴路85番ギル142
 1号線光明駅7番出口
  17番バスに乗車 - 光明洞窟停留場下車
 1688-3399     www.gm.go.kr/cv

D2  ワンマウント 
テーマパークとショッピングモールを融合した
複合空間として、ウォーターパークとスノーパ
ーク、ショッピングモール、高級スポーツセン
ターを備えている。地上50m高さのウォータ
ースライドと季節を問わず、1年中雪ゾリが楽
しめるスノ－ヒルが代表的である。

  京畿道高陽市一山西区韓流ワールド路300
 3号線注葉駅2番出口    無料シャトルバス
 1566-2232    
 www.onemount.co.kr

文化・テーマパーク
多彩な見どころと楽しさがある文化・テーマパーク観光スポット

F3  韓国民俗村
韓国の伝統文化や生活風俗を体験することのできる伝統文化テーマパーク。伝統家屋をはじめ、
四季の変化に応じた生活文化をそのまま再現し、多様な体験プログラムや展示、そして伝統的な
方式を受け継いだ生活工芸が楽しめる。

  京畿道龍仁市器興区民俗村路90
 盆唐線器興駅6番出口     54番バスに乗車 - 韓国民俗村停留場下車
 031-288-0000    www.koreanfolk.co.kr

C2  ヘイリ芸術村
芸術家たちが建てた家やアトリエなど芸術文
化空間が集まっている村。文化芸術の創作・
展示・公演・教育などが行われる。ユニークな
建築物と造形物などはヘイリならではの見ど
ころとなっている。

  京畿道坡州市炭縣面ヘイリ村ギル・ヘイリ
芸術村
 031-946-8551    
 www.heyri.net

D4   エーデルワイス・スイス・テーマパーク
小さなスイス村の祭りをテーマに作られたエーデルワイステーマパークではスイス風の美し
い建築物と風景、そして多様な博物館、ギャラリー、テーマ館、フォトゾーン、トリックアート
などが楽しめる。

  京畿道加平郡雪岳面ダラクジェ路226-57
 031-581-9400     www.swissthemepark.com

E2  ウンジンプレイドシー
都心の中で季節を問わず、スパとウォータ
ーパークが同時に楽しめるテーマパークで
ある。屋内外のウォーターパークやスパ、
屋内スノーパーク、ゴルフ都市などが用意
され、季節や天気を気にせず、好きなこと
が楽しめる。

 京畿道富川市チョマル路2
 1577-5773   www.playdoci.com

D4   ザ・グリーム植物園カフェ
絵より綺麗な絵のようなハウス。背後に広が
る鬱蒼とした松の木の里山とヨーロッパ風の
建物、そして約2,000坪規模の庭園が有明山
稜線に広がっている。60作品以上のドラマ、映
画、CＭのロケ地でもある。

  京畿道楊平郡玉泉面サナサギル175
 京義中央線楊平駅7番出口   
  6-2番バスに乗車 - 龍川2里停留場下車
 070-4257-2210     
 www.thegreem.com


