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內·外国人がよく訪れる豊富な観光資源

京畿道の紹介

北東部の山岳地域から南西部の海岸地域に至る、
恵まれた自然環境と韓民族のアイデンティティ-を形成してきた
歴史と文化を背景に、京畿道は世界に誇る豊富な観光資源を
有しています。多くの內 · 外国人が京畿道の

優れた接近性を有する国際的な観光地

山、お寺、谷、滝、海、川、文化 · 歴史の遺跡 · 博物館

京畿道は北東アジアにつながる韓半島の西部の中央地域です。

温泉などをよく訪れています。

首都ソウルと仁川を囲んでいるため、首都圏をひとつにつなぐ地下鉄など、
首都圏における交通手段が簡単に利用できます。
また、高速道路をはじめとした主要道路と鉄道を利用し、
全国どの地域からも簡単にアクセスできる便利さも自慢です。
海外からも仁川国際空港及び仁川港を通じて京畿道にすぐアクセスする
ことができます。

ギャラリ-、リゾ-ト、公園、ゴルフクラブ、

北東アジアにおける産業観光のHUB
京畿道は韓民族の歴史において長い間
政治的 · 戦略的要衝地だけではなく、
経済 · 文化の中心地として悠久な伝統を受け継いできました。
21世紀の「グロ-バルインスピレ-ション」として、
京畿道は創造的な思考と行動に基づき、北東アジアにおける
経済のハブを越えて世界に向かって発展しています。
先端産業団地、世界レベルの国際展示場など、

ロシア

北東アジアにおける産業観光の中心地として注目を浴びています。
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水原華城

徒歩15分

華城行宮

徒歩3分

工房通り

徒歩10分

伝統市場

見所

科学的な水原華城

城郭には3つの穴がワンセットをなし

てつながっている。三人の兵士が並ん
で外を監視するためのものだが、この
穴は外から見れば同じ高さにあるが、
中から見るとすべて高さが異なる。遠
方が見える穴と中間距離、そして城郭
がみられる穴が高さによって異なるか

らだ。水原華城がどれだけ科学的に作られた城か分かる一面である。

楽しみ方

華城列車

華城列車は、水原華城をより簡単に楽
に観覧できるアトラクションである。

水原華城と伝統市場

華城の神を祭っている神堂・城神祠か
ら華西門・長安公園・長安門・華虹門
・錬武台まで水原華城の半分を超える

コースの紹介
水原華城は500年の朝鮮王朝歴史上最も悲劇的な歴史の主人公であり天才的な王
と記される正祖(1752-1800)の物語をそのまま感じることができるところである。
学問と武術にたけていた若き王が夢見た新しい都市がまさに水原華城であるから
た。水原華城と伝統市場のコースは二百年前に建てられた水原華城を歩きながら
歴史と現代が共存する姿が見られるコースである。

• 水原華城(スウォン・ファソン)の城 : 京畿道水原市長安区鍊武洞190
• 伝統市場 : 京畿道水原市八達区正祖路776番ギル8

区間を観覧できる。華城列車の前は王を象徴する竜が如意珠を口に入れている形で
全体的に王の象徴である朱色になっており一目見てもユニークな形となっている。

宮中衣裳を着て写真を撮りましょう。

TVドラマに出る宮中衣裳を着てみるいい機会！
主人公と同じ衣裳を着て写真を撮りながら、連ド
ラの主人公になって見ましょう。写真は現場で印
画されて持って帰ることが出来ます。
+82-31-290-3624

京畿道水原市八達区正祖路825

国弓体験

国弓体験は韓国の伝統的な弓打ちである｢国弓｣を直接体験できる伝統文化体験で
ある。およそ210年前、朝鮮時代の兵士たちが 実際に訓練していた場所の水原華
城の錬武台で体験できるので歴史的な意味もある。国弓について説明も聞けるう
えに料金もやすく人気が高い。
+82-31-228-4686
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京畿道水原市八達区蒼龍門大路103番ギル8

■
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ドラマ<チャングムの誓い>のロケ地
｢華城行宮｣

見所・グールメが多い工房通り  

｢行宮｣とは王がお城の外に出たときに臨時で泊まっていた別宮殿をいう。華城

り移したかような道である。小さいカフェと工房が一つ二つできて作り出され

にある行宮はどの行宮よりも規模が大きく美しい。記録によると正祖は王位か

華城行宮路すぐ隣に横に伸びているこの道は、まるでソウルの仁寺洞をそっく
た道で、お店ごとに手作りの工芸品や小物が飾ってあり見所たくさんである。

ら退いた後、母・惠慶宮洪氏と共に父のお墓から近い華城行宮で余生を送る計

グールメ

画だったいう。そこで行宮は王朝の正宮である景福宮をそのまま縮小したかの
ように徹底して王宮の建築規範に沿って作られた。王室を背景にしたドラマ｢チ
ャングムの誓い｣を華城行宮で撮れたのもまさにそのためである。

フュージョン韓国食と伝統茶

伝統通りらしく工房通りには韓国食フュージョンレ
ストランと伝統カフェが多い。ほとんどがお店の主

楽しみ方

スタンプラリー・華城行宮

中には10箇所にそれぞれの場所が描かれたスタンプがある。体験案
内所でスタンプ用紙を購入(500ウォン)し所々に隠れているスタン

プを押すと素敵なツアーの記念品になる。10個全部押してから追加
料金(500ウォン)を出せばコーティングまでしてくれる。

見所

武芸24期公演観覧  

■

口にも合うさっぱりとした健康な味が特徴である。

楽しみ方

七宝壁画作り

７つ色の石を高温で溶かし作る七宝工芸。工房通

りの七宝工房(ナニョソ)では工房を訪れる観光客

午前11時と午後3時に華城行宮前では武芸24期の公演が開かれる。

とともにできる特別なプロジェクトを行ってい

を集めて作った実践武芸書を基にした武芸。すぐ目の前で背より高

に七宝工芸タイルを作り建物の壁に壁画として飾

武芸24期は武芸の実力が優れた正祖が韓国・中国・日本三国の武術

る。それは七宝壁画建物作り。観光客は作家と共

い長刀をふりかざしながら迫力のある武芸を披露する(月曜日は公

ることができる。

演なし)。

6

人の手作り料理で、韓国食に慣れていない外国人の

+82-31-252-6027

京畿道水原市八達区行宮路29

■

7

王が作った伝統市場

ユネスコ世界文化遺産「水原華城」

八達門を中心に伝統と歴史を誇る市場が集まっている。八達門市場と榮洞市場

正祖の父・思悼世子は、党派の争いで犠牲になった悲運の皇太子であった。世

そして池洞市場がある。そのうち八達門市場はなんと220年前、王の命令で初め

祖は即位後、父の王陵を風水地理的に最吉地とされる水原に移しお出ましの際

て開かれた市場である。｢水原｣を文化的にだけではなく経済的にも落ち着いた

利用する目的で水原華城を建てた。国境でもソウルでもないところに当代最高

都市にしようとした正祖の大きな夢の一部であった。今でもこの市場は水原市

の城と計画都市を作ることができた理由には｢孝｣があったからだ。決して逆ら

民だけではなく近隣地域からもやってくるほどの規模を誇っている。昔ながら

うことのできない高い価値の｢孝｣を基に城を造ることに対して家臣たちも反対

の市場でありながら現代的な室内施設をもっており天気に関係なく一年中快適

できなかったのである。

にショッピングすることができ、安く量も多く信頼できる地域生産品が買える
からである。そして伝統市場の魅力は何と言っても多彩な料理！ 活き活きとし
た市場をみながら楽しく水原旅行の最後を締めくくることができる。
グールメ

スンデタウンと多彩な路地の料理

池洞市場には40年の歴史を誇るスンデ工場が
ある。おかげで市場の中には60余りのお店が
集まり巨大なスンデタウンを形成している。

新鮮なスンデはビタミンAと鉄分が豊富で低脂
肪低カロリー料理として女性に特に人気のあ

るメニュー！ここにうまみのある味付けが加わり一度味わった人なら何度もやっ
てきて食べるほど中毒性の強い味でいつも夜遅くまで人々で賑わう。スンデ以外
にもチキン通り、モッゴル市場のトッポキとドーナッツ等韓国の美味しい屋台料
理がたくさんある。
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見所

建築実名制度

水原華城は初めて建築実名制を
実施した建築物であった。すべ
て＜華城城域儀軌＞という本に
記しており、その跡を水原華城

の4大門でも見つけることがで
きる。特に蒼龍門でもっともは
っきり見ることができる。蒼龍
門の左側の壁に鮮明な字で刻ま
れている工事参加者の名前を確
認できる。

■
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楽しみ方

文化観光解説士と共に歩く

4人以上なら専門文化解説士と共に水原華城を観覧で
きる。水原華城の6つの区間のうち見たい区間を選択
して見ることができる。約1時間の間、各区間につい
て詳しい説明が受けられため有益で、運営時間中に申
し込めば6区間全て見て回ることができる。

外国語案内又は、20人以上の団体なら必ず事前に電話でのお問合せが必要。外国
語案内は英語・中国語･日本語が可能である。
+82-31-290-3622

京畿道水原市八達区行宮路11、水原カルチャーファウンデーション

正祖と父の王陵 ｢隆健陵｣
隆健陵は正祖の王陵･健陵と彼の父･莊祖(思悼世子)の王陵･隆陵が一緒にあるユ
ネスコ世界文化遺産である。正祖はソウル漢陽都城を最もよく離れた王しても
知られているが、その理由がまさに隆陵のためである。正祖はソウルから65km
離れた父の王陵を10回以上訪れ祭事を行った。正祖の父を慕う気持がどれだけ

美しい行宮路

あったかを伺える一話がある。ある日、正祖が隆陵を訪れたとき松毛虫が王陵

華城行宮の隣、乗用車より歩きやすい歩道ブロックが敷かれている水原の名所
だ。大きく工房通りとグールメ通りに分かれる。工房通りでは伝統工芸品とユ
ニークな手作り工芸品を購入したり体験でき、グールメ通りでは伝統韓国食と
ヒュージョン韓国食、菓子等多彩な食べ物を味わうことができる。週末と祝日

の松の葉を蝕むのを見て父の松の葉を荒らしたとその松毛虫一匹を捕まえて食
べてしまったそうだ。その瞬間、松の葉についていた松毛虫が全て落ちて死ん
でしまい、それ以降、隆陵には松毛虫がなくなったという。
+82-31-1577-4200

京畿道華城市孝行路481番ギル 21

には広場でストリートミュージシャンや招かれた公演チームの無料公演を楽し
むこともできる。通りの小さな工房や食堂は古風かつ独特な雰囲気のおかげで

楽しみ方

カメラマンたちがよく訪れる撮影スポットとしても注目されている。

水原王カルビ

グールメ

水原カルビは長い経験と伝統によって味を出し、柔ら
かさと美味しさだけでなく大きさでも有名であり、一
人で食べきれないぐらい多いということから王カルビ

という名前になったという。また、醤油の代わりに

塩で味付けすることでさっぱりした味と新鮮な肉の色がそのまま生きているいるた
め、舌のみならず目まで楽しませてくれた。それに加えて、消えかけの炭火に肉を
焼く方法はカルビ本来の美味しさを引き出し、カルビならではの味が楽しめる。
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隆健陵散策路

高い松の木と柏の木の森が生い茂
る隆健陵は歩きやすい散策路とし
ても有名である。春には春の花、
夏には涼しい森、秋には素敵な紅
葉と枯葉の道、冬には雪景色等四

季の美しい風景が旅人を魅了す

る。所要時間(26分、43分、50分)

によって3種類のコースがある。但し、山火事注意期間の12月~4月までは散策路
一部の開放が制限される。

■
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ユネスコ
世界遺産
ツアー2

南漢山城

徒歩で20分所要

望月寺

南漢山城と望月寺

歩きやすいハイキングコース
｢南漢山城｣

コースの紹介

京畿道都立公園に指定されている南漢山城は、365日美しい風景で登山客から

南漢山城が位置する廣州は2000年前古代国家･百済の王城があった都市である。廣

州の南漢山城は、その場所に建てられた朝鮮時代の山城で長い歴史を誇る。四季
の景色がよく歩きやすい登山路がある。

ここでは韓国の田舎料理が有名で多くのハイキング客が訪れる。
• 南漢山城(ナムハン・サンソン ) : 京畿道広州市中部面南漢山城路784-16 / ggnhss.ggcf.mbdev.kr
• 望月寺 : 京畿道広州市中部面南漢山城路680

愛されている登山名所である。約53万㎡規模の山城内には朝鮮時代の王が泊ま
った行宮と寺院、寺堂など遺物遺跡が残っている。中心街の山城ロータリーを
中心に鶏炒めスープ、鶏水炊き、鴨水炊き、韓定食などが有名な食堂が密集し
ている点が特徴である。南漢山城を中心にあるハイキング路は5つのコースがあ
り、60分~200分程度が費やされる。季節・天気ごとにちがった印象を与える山
城の雄大な砦をそばに又は横にして歩くハイキング路は独特で魅力的である。
グールメ

水炊きとマッコリ

南漢山城には鶏と鴨をゆっくりと蒸して食べる水
炊き料理を専門にした食堂が多い。栄養があって
さっぱりとした味の水炊きと濃いスープで作り上

げた粥は山登りに疲れた登山客に人気抜群であ
る。ここにマッコリ一杯と一緒に食べるとその味
は絶品である。
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韓国民俗村

見所

バスで15分所要

芸術と文化
ツアー

白南準
アートセンター

王の避難所 ｢南漢山城行宮｣

朝鮮時代に清が攻めてきた戦争･丙子胡
亂(1636~1637)の際、宣祖(1552~1608)

が避難したところがまさに南漢山城で
ある。行宮は王様が泊まるために建て
た臨時の居所であった。本来あった建
物は全て燃えて消え、現在は復元した
姿である。文化観光解説士の説明を聞
きながら観覧でき有益である。

韓国民俗村と
白南準アートセンター
コースの紹介

南漢山城の古寺院 ｢望月寺｣
望月寺は南漢山城で最も古い寺院である。今の姿は日帝時代と朝鮮戦争を経て
焼失したものを1990年復元したものである。直系167㎝の大型石臼が残ってお
り焼失する前の寺院の大きさをうかがうことができる。本来国を守る僧兵と義
兵が泊まった護国寺院であったが、現在は女性の僧侶が修行する尼寺である。

我々の暮らしをよく見ると、そのほとんどが昔から受け継がれてものである。伝
統文化はひとつの過去ではなく我々の生活所々に溶け込んでいるもう一つの芸術
である。韓国民俗村と白南準アートセンターへと続くこのコースは日常生活と芸
術の境界を行き交う感性旅行である。

• 韓国民俗村(ハングク・ミンソクチョン) : 京畿道龍仁市器興区民俗村路90 /
www.koreanfolk.co.kr

• 白南準アートセンター : 京畿道龍仁市器興区白南準路10 / www.njpartcenter.kr

寺を重創した尼僧・性法(1929~)がインド初の女性総理･インディラ･ガンディー
(1917-1984)首相から直接頂いたお釈迦の真身舍利を奉安した13階規模の大型石
塔が寺の象徴である。
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過去への時間旅行 ｢韓国民俗村｣

グールメ

韓国民俗村民俗ジャント(市場)

チャンクッバブ(ご飯入り牛スー

プ)、ソルロンタン、海鮮チヂミな
ど朝鮮時代の市場とお店で売って
いた昔ながら料理を味わうことが
できる。天然調味料だけを使い伝
統方式そのまま再現した健康かつ

美味しいお料理である。ボリューム感もありメニューも多彩であれこれ選んで食

ビンテージな風景に出くわすと過去にタイムスリップしたかのような不思議な
気分になる。韓国民俗村は韓国の伝統と文化を一箇所で見られるビンテージな

べる楽しみがある。京畿道無形文化財第2号として定められた伝統民俗酒のもち米
ドンドン酒(ブイ酒)と一緒に召し上がることをお勧めする。

野外民俗博物館である。韓国民俗村の最も大きな自慢は当時の生活の様子をそ
のまま移したものであること。そのため韓国民俗村では各種ドラマと映画のロ
ケがちょくちょく行われる。ウェブサイドではその日のロケのお知らせを載せ
るのでご参考に。何より韓国民俗村は韓国のブランコ乗り、ユンノリ、チェギ
チャギなど伝統的な遊びを直接体験でき楽しさがさらに増す。
+82-31-288-0000

京畿道龍仁市器興区民俗村路90

楽しみ方

韓国民俗村のホラーテーマ館｢伝説の故郷｣＆
｢鬼神伝｣  

韓国民俗村は単なる観光だけにとどまらない。韓国
の恐怖を体験できる体験型アトラクション｢伝説の故
郷｣と｢お化け伝｣が用意されている。女のお化け･死

神・グミホなど韓国特有のお化け15種と怖い昔話と
出会える。

韓服を着て写真撮影

韓国民俗村は｢成均館スキャンダル｣、｢善徳女王｣、

｢太陽を抱く月｣、｢光海｣、｢イ･サン｣、｢チャングムの

誓い｣などの時代劇と映画のロケ地として有名である。ドラマの主人公が着た衣装

と靴、髪飾りなど装飾具を着用できる。官職の地位と身分の階級によって区分さ
れる衣服の種類が多様で、ドラマタイトルが背景のフォトゾーンも用意されてい
るので記念撮影にもよい。
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世界的ビデオアーティスト
｢白南準アートセンター｣
歌手・サイのミュージックビデオがヒットする前にすでに白南準(1932~2006)
は、40年前ビートルズのミュージックビデオを作った。ビデオアートの創始者
である｢ビデオアートのミケランジェロ｣と呼ばれる白南準。白南準アートセン
ターは彼の作品世界と芸術魂を称えるために建てられた。67点の作品と2千余り
のビデオアーカイブを揃えている。それこそ白南準の芸術世界の集約である。
何より｢TV庭園｣展示場は必ず見るべきである。その中に入ると主な所蔵品とし
て｢月は最も古きTV｣ ｢TV仏｣ ｢TV庭園｣などの代表作に出会える。
+82-31-201-8500

京畿道龍仁市器興区白南準路10

■
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アチムゴヨ樹木園

シティーツアーバス50分所要

プチフランス

シティツアーバス25分所要

チャラ島

映画ツアー1

アチムゴヨ樹木園と
プチフランス
コースの紹介
韓国のTVドラマや映画を見ると目を奪われるシーンに出くわす。美しい景色と独
特な雰囲気に浸って一度は行ってみたくなるところ。ならばためらわず直接その
主人公になってみる番である。

愛を夢見る庭園 ｢アチムゴヨ樹木園｣
およそ33万坪の大地に約5千種余りの植物が生息するアチムゴヨ樹木園は、韓国
人が最も愛し大切にしている樹木園である。季節・テーマ毎に様々な植物が生
息し韓国の自然の美しさをそのまま写して出す。特にここは夜になればさらに
ロマンチックになる。日が沈み始めると600万個以上のLED証明がライトアップ
され樹木園全体が五色に彩られる。冬には美しい星光庭園になるアチムゴヨ樹
木園はデートとプロポーズの場所としても有名である。
+82-1544-6703

京畿道加平郡上面樹木園路432

• アチムゴヨ樹木園 : 京畿道加平郡上面樹木園路432 / www.morningcalm.co.kr
• プチフランス(Petite France) : 京畿道加平郡淸平面湖畔路1063 / www.pfcamp.com

見所

アチムゴヨ樹木園のシンボル｢千年香｣

樹木園の中心、アチム広場の真ん中にある不思議な

形のイブキの木である。樹齢が約1000年と推定され

｢千年香｣と名づけられたそうだ。木の独特な曲線と
青い松の葉が作り上げた素敵な風景のおかげで写真
撮影の名所としても人気が高い。

18 ■
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見所

五色星光庭園展

アチムゴヨ樹木園の冬のフェスティバル。華やかな照明が樹木園の白い雪景を五
色に彩る。ロマンチックな雰囲気と幻想的な風景で特にカップルに人気が高い。

若者のロマンス ｢チャラ島｣
チャラ島は、北漢江に位置する美しい島である。チャラ島はキャラバンのある
キャンピング場とコーヒーの木が育つ庭園・二和園、毎年国際フェスティバル

童話の中の村 ｢プチフランス｣
｢小さく美しいフランスの村｣という意味のプチ
フランスは、まるで童話の中に入り込んだよう

が開かれるところで有名である。体験は特に平地では見られない青く澄んでい
る北漢江とチャラ島、南怡島の素敵な風景を一目で見下ろすことができ人気が
高い。
Ewhawon : +82-31-581-0228

Campground : +82-31-580-2700

京畿道加平郡加平邑チャラ島路64

京畿道加平郡加平邑チャラ島路60

な錯覚に陥る。ここの最も大きな特徴はサン・
テグヅュぺリの星の王子様で、サン・テグヅュ
ぺリ記念館は遺族から直接寄贈してもらった遺

見所

チャラ島国際ジャズフェスティバル

品が展示されている。サン・テグヅュぺリの多

2014年韓国の最優秀フェスティバルと

彩な作品とキャラクターを気ままに鑑賞できる

して選ばれたチャラ島国際ジャズフェ

ここは星の王子様の小惑星である。200年以上た

スティバル。10年間41カ国535チーム

ったフランスの家屋をそもまま持ち入れたフラ

のジャズアーティストが訪問した大規

ンスの伝統住宅展示館とヨーロッパから収集し

模のミュージックフェスティバルであ

た珍奇なオルゴールの鑑賞はプチフランスのも

る。ジャズの音楽が似合う秋、3~4日

う一つのお楽しみである。キム・スヨン、ジョン・ジヒョン主演のドラマ｢星か
ら来た彼方｣のロケ地としても有名である。
+82-31-584-8200
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京畿道加平郡淸平面湖畔路1063

間チャラ島全域の5~6つの舞台とチャ

ラ島外の3~4つの舞台で公演を鑑賞できる。
+82-31-581-2813~4

京畿道加平郡加平邑チャラ島路60

■
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龍仁大長今
パーク

映画ツアー2

楽しみ方

バス50分所要

韓宅植物園

空を飛ぶアトラクション ｢ジップワイヤー｣

清く青い北漢江の上を飛びながら南怡島へ入場す
る素敵な体験！ジップワイヤーは鎖に繋がったろ
くろに乗り思いっきり滑降するエクストリームス

ポーツで一瞬のうちに飛んでチャラ島と南怡島に到着する。アパート25階にあた
る80m高さから1分30秒間空を飛ぶ素敵な体験ができる。
+82-31-582-8091

京畿道加平郡加平邑北漢江邊路1024

Information | 案内(ガイド)
加平市內ツアーバス
•料
 金 : 成人6,000ウォン、靑少年/子供4,000ウォン、障害者及びお年寄り/軍人
4,000ウォン、3才未満は無料

•終
 日券を利用すれば、無限利用すれば、無限にツアーバス利用可能
•バ
 ス乗車券は現金で直接運転手から買う
•ウ
 ェブサイト: http://www.gptour.go.kr (韓国語)

加平バス・ターミナル → アチムゴヨ樹木園
コース
加平バス・
ターミナル
加平駅

1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 10回 11回 12回 13回 14回 15回

09:00 10:00 10:30 11:00 12:00 13:00 13:30 14:00 15:00 15:30 16:00 17:00 17:30 18:00

チャラ島

レールバイク

南怡島(ナミソム)

プチフランス
淸平バス・
ターミナル
淸平駅

09:10 10:10 10:40 11:10 12:10 13:10 13:40 14:10 15:10 15:40 16:10 17:10 17:40 18:10
09:12 10:12 10:42 11:12 12:12 13:12 13:42 14:12 15:12 15:42 16:12 17:12 17:42 18:12
09:15 10:15 10:45 11:15 12:15 13:15 13:45 14:15 15:15 15:45 16:15 17:15 17:45 18:15
09:25 10:25 10:55 11:25 12:25 13:25 13:55 14:25 15:25 15:55 16:25 17:25 17:55 18:25
09:50 10:50 11:20 11:50 12:50 13:50 14:20 14:50 15:50 16:20 16:50 17:50 18:20 18:50
09:30 10:10 11:10 11:40 12:10 13:10 14:10 14:40 15:10 16:10 16:40 17:10 18:10 18:40 19:10

09:35 10:15 11:15 11:45 12:15 13:15 14:15 14:45 15:15 16:15 16:45 17:15 18:15 18:45 19:15
アチムゴヨ樹木園 09:55 10:35 11:35 12:05 12:35 13:35 14:35 15:05 15:35 16:35 17:05 17:35 18:35 19:05

アチムゴヨ樹木園 → 加平バス・ターミナル
コース
1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 10回 11回 12回 13回 14回 15回 16回
10:00 11:00 12:00 12:30 13:00 14:00 15:00 15:30 16:00 17:00 18:00 18:30 19:00 19:30
アチムゴヨ樹木園
08:25 09:25 10:25 11:25 12:25 12:55 13:25 14:25 15:25 15:55 16:25 17:25 18:25 18:55 19:25 19:55
淸平駅
淸平バス・
08:30 09:30 10:30 11:30 12:30 13:00 13:30 14:30 15:30 16:00 16:30 17:30 18:30 19:00 19:30 20:00
ターミナル
08:50 09:50 10:50 11:50 12:50 13:20 13:50 14:50 15:50 16:20 16:50 17:50 18:50
プチフランス

龍仁大長今パークと韓宅植物園
コースの紹介
龍仁は時代劇から現代劇まで様々な時代の舞台にできるドラマ撮影地である。韓

流の中心地でありながらMBC時代劇の主舞台である龍仁大長今パークと美しい風
景を誇る樹木園が龍仁にある。ドラマ撮影地を歩るくと、風景と絡まって思い浮
かぶドラマのシーンが胸を躍らせる。

• 龍仁大長今パーク : 京畿道龍仁市處仁区白岩面ヨンチョンドラマギル25 /
djgpark.imbc.com

• 韓宅植物園 : 京畿道龍仁市處仁区白岩面韓宅路15 / www.hantaek.co.kr

南怡島(ナミソム) 09:15 10:15 11:15 12:15 13:15 13:45 14:15 15:15 16:15 16:45 17:15 18:15 19:15
09:22 10:22 11:22 12:22 13:22 13:52 14:22 15:22 16:22 16:52 17:22 18:22 19:22
チャラ島
レールバイク
加平駅
加平バス・
ターミナル

09:25 10:25 11:25 12:25 13:25 13:55 14:25 15:25 16:25 16:55 17:25 18:25 19:25
09:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:00 14:30 15:30 16:30 17:00 17:30 18:30 19:30
09:35 10:35 11:35 12:35 13:35 14:05 14:35 15:35 16:35 17:05 17:35 18:35 19:35

観光案内所

加平駅加平郡観光案内所 +82-70-7779-8832

南怡島出入国管理事務所 +82-31-580-8114、8151
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グールメ

百岩スンデ (Korean sausage)

数字の後に1、6がつく日
に開かれる白岩五日市場、
白岩スンデは長い歴史を誇
る龍仁白岩五日市場の名物
である。他の地域のスンデ
に比べてキャベツと干し白
菜等野菜がたくさん入りさ
っぱりとした味が特徴であ

る。白岩スンデを熱い豚汁に入れて一緒に沸騰させた後、ご飯と一緒に食べる白
岩スンデ汁とスンデとよく煮込んだ豚の内臓を一緒に食べる盛合わせスンデが人

時代劇ロケのメッカ ｢龍仁大長今パーク｣

気メニューである。

韓国のドラマが世界的に人気を集めている。龍仁大長今パークはその舞台の中心
地で、全体面積84万坪の韓国最大級のテーマパークである。使い捨ての一般セッ
ト場とは違って三国時代以後の建築様式と生活空間を半永久的に立てたことで、
実際のセット場としても継続的に活用されている。時代劇に頻繁に登場する無量
壽殿、奎章閣、東宮殿、惠民署などを直接目にすることができる。尚、｢ジョジ
ャゴリ(市場通り)｣、｢捕庁と獄舍｣、｢仁政殿｣、｢錬武場｣などの24ヶ所を観覧動線
に沿って楽しめる。今まで｢朱蒙(チュモン)｣、｢善德女王(ソンドンニョワン)｣、
｢イ・サン(李祘)｣、｢同伊(トンイ)｣、｢太陽を抱く月(ヘルルプムンタル)｣等のドラ
マを撮影した。ドラマ撮影以外にも韓流体験と韓屋村(ハノクマウル)を造成して
色んな楽しみや見ものを提供している。

楽しみ方

宮中衣装体験とフォトゾーン撮影

龍仁大長今パークで撮影したドラマの
主人公が着ていた宮中衣装を着てみる
チャンス！ドラマのなかの主人公が着
ていた宮中衣装を着てドラマのスチー
ルカットを背景にドラマの主人公の模
型と一緒に記念撮影ができる。特に写
真を現場ですぐに出力してくれるので
記念品としてもよい。
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野生植物の宝庫 ｢韓宅植物園｣
韓宅植物園は絶滅危惧植物がたくさんある宝物のような植物園である。66万坪
規模で36のテーマ公園で構成されている。自生植物2,400種余りと外来植物7,300
種など計9,700種余り、およそ1000万本の植物を有する韓国最大の総合植物園で
ある。オーストラリアでしか見られないバオバブの木もここで唯一出会える。
イギリスの女王が韓国を訪れた際、欠かさず訪れたところでもある。最近KBSド
ラマの｢その冬、風が吹く｣のロケ地としても人気を得ている。写真撮影は可能
だか植物を傷つけかねないカメラスタンドは持ち込めない。
+82-31-333-3558

京畿道龍仁市處仁区白岩面韓宅路2

■
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坡州ロッテプレミアムアウトレット

徒歩で15分所要

スキンアニバーサリー

バスで45分所要

プロバンス

ショッピング
美容町ツアー1

坡州アウトレットと
スキンアニバーサリー
コースの紹介
坡州には大規模の団地型プレミアムアウトレットが二箇所もある。
二箇所いずれも世界的に有名なプレミアムブランド製品を安い価格で購入できる
ショッピングスポットとして人気を集めている。

• 坡州プレミアムアウトレット : 京畿道坡州市炭縣面必勝路200 / www.premiumoutlets.co.kr/paju
• スキンアニバーサリービューティータウン : 京畿道坡州市文發路219 / www.skinanniversary.com

26 ■

韓国のブランドが多い
｢ロッテプレミアムアウトレット坡州店｣
様々な価格帯のブランドが入店しているプレミアムアウトレットである。プラ
ダ・マルベリーといった海外有名ブランドものだけでなくNII、TBJといった韓国
の中・低価格ファッションブランドもある。
良質のブランド品を手頃な価格で購入でき賢いショッパーが多く訪れる。4棟の
3階建て建物で構成されているアウトレットは全て繋がっており、3階には食堂
街･書店･マルチプレックス等ショッピングの疲れをほぐす施設がある。
+82-31-960-2500

京畿道坡州市ホイドンギル 390

■
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若い感覚の ｢新世界サイマン坡州プレミアムアウトレット｣
220余りのブランド品を割引した価
格で購入できるプレミアムアウト
レットである。ルイビトン、シャ
ネル、アルマーニといった伝統的
なブランド品のみならずジルサン
ダー、トリバーチ、カルビンクラ
イン等若いブランドが多く入店しているもの特徴である。アルデコ様式の洒落た
アウトレットの建物は各種ドラマや映画、CFのロケ地としても有名である。いろ
んな食べ物を販売するフードコートが設けられており雰囲気のよいレストランも
多い。何よりもソウルから往復するバス路線とシャトルバスがあるので交通が便
利で若いショッピング族のデートスポットとしても多く訪れている。
+82-1644-4001

京畿道坡州市炭縣面必勝路200

感性的なショッピングタウン ｢プロバンス｣
パステルカラーの大小の家が集まる愛らしいショッピングタウン。絵に描いたよ

肌の美容体験 ｢スキンアニバーサリー｣
アジア最大規模のビューティショ
ップ ｢スキンアニバーサリービュ
ーティタウン｣。ここは韓国の美容
文化を体験できるビューティー空
間として個々の正確な肌の測定結

うな風景でカメラマンが多く訪れる。イタリアンレストランから韓定食、ヒュ
ージョンデリー等様々な食べ物を販売する食堂街とベーカリー、カフェ、リビン
グショップ、デザインショップ、ファッションショップ等が一つの村を作ってい
る。作家が直接作った感性的な雰囲気のファブリック製品と陶磁器、ハブ製品が
有名である。ベーカリー、しゃぶしゃぶ、イタリアンレストラン等カップルのデ
ートスポットとしても愛されている雰囲気のよいお店もたくさんある。
+82-1644-8044

京畿道坡州市炭縣面セオリ路77

果に従いその人に合ったスキンケ
アーが提供される。4つのコースのうち一つを選ぶ。女性管理コース・男性管理
コースに分かれている。スキンアニバーサリーのもう一つの特徴はスキンケア
の後、韓流スターのポイントメイキャップを選び受けられる点である。但し全
てのビューティー体験は事前予約制で運営されており一日前の予約が必要。
+82-31-955-1688

京畿道坡州市文發路219

ヘイリ芸術村

プロバンスの近くにはおよそ

350人の芸術家が集まって暮ら
す芸術村がある。すべて3階以

下で建てられていて空をさえぎ
らない洒落た建物には其々違っ

見所

坡州出版都市

た雰囲気の工房・ギャラリー・
博物館・公演場・アートショッ

スキンアニバーサリーのすぐ隣に位置する坡州出

プ・カフェとレストラン等が位

魅力的なことろである。特に30余りの有名な出版

自然河川等美しい自然の風景のおかげでカメラマンとカップルのデートコースと

版都市。韓国の多様な本を一つの空間で出合える

置している。全体的に韓国固有の花と木がたくさん植えられており、生態湿地と

社書店が密集する｢本屋通り｣では最大60%引きの価

しても人気が高い。

格で本を購入できる。
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楽しみ方

+82-31-946-8551

京畿道坡州市炭縣面ヘイリマウルギル

■
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ロッテプレミアムアウトレット利川店

バスで50分所要

沙器マッゴル陶芸村

ショッピング
美容町ツアー2

アジア最大規模
｢ロッテプレミアムアウトレット利川店｣
旅行で絶対欠かせないショッピン
グ！ロッテプレミアムアウトレッ
ト利川店はアジア最大規模のブラ
ンド品プレミアムアウトレットで
ショッピング族を魅了する。ここ
ではエトロ･ブルドックベイビー･
コロンボ･パタゴニア･テンパー等
31のブランドが韓国で初めてオープンした。ドイツ厨房食器ブランド・フィス
ラーとキャンピング用品ブランドのスノーピークは世界で始めてアウトレット
に出店した。何よりも利川米等900個余りの地域特産品を販売する利川王様印
の郷土特産品館と工房磁器300個余りを展示･販売する利川陶磁器館も見所であ

利川プレミアムアウトレットと
沙器マッゴル陶芸村

る。有名ブランド品と地域の特産品を一度に経験できるところがここの最も大
きな魅力である。
+82-31-777-2500

京畿道利川市戶法面プレミアムアウトレット路177-74

土で造り上げる美しさ｢沙器マッゴル陶芸村｣

コースの紹介

土と火！そして職人の芸術魂が息

だれしも一つくらいほしくなる品物がある。目を引き付け頭から離れず結局買っ

づく沙器マッゴル陶芸村は陶磁器

ングしたくなる利川ではみんなこのような経験をするだろう。

々まで位置する職人の作業室には

てしまうもの。そのような人々を魅了する品物でいっぱいで、ついついショッピ

を作り販売するところである。隅

• 利川プレミアム アウトレット : 京畿道利川市戶法面プレミアム アウトレット路177-74

陶磁器を焼く人間文化財等利川陶

http://store.lotteshopping.com

磁器の歴史に出合える。陶磁器の

• サギマッコルトイェチョン(陶藝村) : 京畿道龍仁市處仁区慕賢面烏山路229

ショッピングも可能である。お店
ごとに展示された陶磁器が全て個性が異なり使い勝手も異なる。伝統陶磁から
生活陶磁･洒落た陶磁アクセサリーまで陶磁に関する多様で面白い商品が揃って
いる。生活陶磁器は値段も安く購入するのに大きな負担がない。韓国陶磁器の
優れた技術と美しさを手にしたい方を満足させる記念品になるだろう。
観光案内所

利川観光案内所 +82-31-634-6770
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盆唐亭子洞カフェ通り

バスで20分所要

書峴駅ロデオ通り

ショッピング
美容町ツアー3

テラスが素敵な通り ｢盆唐亭子洞カフェ通り｣
まるでヨーロッパの露天カフェを
連想させる素敵なカフェとレスト
ランが並ぶ通りである。ほとんど
すべての商店にテラスがあり雰囲
気がとても素敵である。ソウルで
最も高級感のある通りの一つであ
る江南の淸潭洞と似てることから
一名｢清子洞｣とも呼ばれている。
昼にはブランチを楽しみ、夜はテ
ラスの華やかな照明を街路灯にし
て散策するのもよい。異国的な風
景のおかげで｢紳士の品格｣｢7級公

盆唐亭子洞カフェ通りと
書峴駅ロデオ通り
コースの紹介
城南は盆唐･板橋･慰禮など計画的に造られた新都市が多い都市である。ソウルの
江南が旧都心の江北に比べよく整備され洒落た雰囲気なら、城南は江南と似てい
る。都市を横切る炭河と広い公園、異国的な雰囲気のカフェ通りとショッピング
通りはむしろソウルよりゆとりがある。
• 盆唐 亭子洞 カフェ街 : 京畿道城南市盆唐区書峴洞
• 書峴駅 ロデオ街 : 京畿道城南市盆唐区書峴洞

務員｣など各種ドラマ･映画･CFのロケ地としても人気がある。グールメ通りで有
名なこの通りのレストランは、お茶とベーカリーだけでなく和食・中華・イタ
リアン等様々な種類の料理を売っているので選択の幅も大きい。
楽しみ方

栗洞公園バンジージャンプ

生い茂った森に囲まれた美しい栗洞公

園でスリル感のあるエキストリームス
ポーツを体験できる。アパート15階建

て、地上45mから落下するバンジージ
ャンプ施設がある=からである。一人

で空を飛ぶように飛び降りる人からギ
ュッと抱きしめて飛び降りるカップル
まで見るだけでもストレスを発散でき
る。保健に加入しており専門の係りの
人の案内に従って装備をきちんと着用
した後貯水池に向かって飛び降りるの
で安全である。

+82-31-704-6266

	京畿道城南市盆唐区文井路145
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利川テルメデン

バスで40分所要

利川セラピア

ヒーリング
ツアー

利川テルメデンと利川セラピア
コースの紹介
水もよく米もよくよい陶磁器が生まれるところ、まさに利川である。見慣れない

ことろへの旅はときめきと同時に恐れもある。慣れないことからくる緊張と不
安。よい旅にするためにはよく休まなければならない。緊張した体をやさしくほ
ぐし、美味しい料理で心までほぐす旅！利川へと向かう癒しの旅である。
• 利川テルメデン : 京畿道利川市暮加面サシルﾙ路988 / www.termeden.com

水泳と温泉を同時に ｢利川テルメデン｣
利川テルメデンは水セラピーを取り入れたドイツ式の海水温泉型テーマーパー
ク。365日野外温泉プールで温泉･水遊びを同時に楽しむことができる。東洋最
大規模の円型のプールは10種類の水治療とマッサジー施設があり健康を考える
人にとって打ってつけである。全ての施設で地下1,200mから湧き出るナトリ
ウムアルカリ性温泉水を使う。特に露天風呂の米風呂、マッコリ風呂、牛乳風
呂、ビール風呂、蜂蜜風呂、柚子風呂、イチゴ風呂等｢食べ物｣を使った多様な
入浴剤は肌の美容にも役立つ。松の木を焚いてフィトンチッドの効能を出す火
汗蒸幕はストレス解消に優れている。
+82-31-645-2000

京畿道利川市暮加面サシル路988

• 利川セラピア : 京畿道利川市夫鉢邑京忠大路2697番ギル167-29

テラピショップIRINA

テルメデンのテラピショップIRINAは、お客様の特性

楽しみ方

に従って専門トリートメントを通じて心に安らぎを
与え疲れをほぐす専門ウェルビングテラピ空間であ
る。プログラムはリラックスボディープログラムと
テーマプログラムが選べる。特にバックパッカーに

はLower body Therapyをお勧めする。このプログラムは下半身循環管理で、硬くな
った筋肉をほぐすのを手伝う。但し事前予約制で運営されているのでご参考に。
京畿道利川市暮加面サシル路988
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ドゥムルモリ

徒歩30分所要

洗美苑

タクシーで
15分所要

水鐘寺

名勝地コース
ツアー1

陶磁器で作った世界 ｢利川セラピア｣
利川のセラピアはセラミックとユートピアの合成語で「陶磁器天国｣を意味す
る。その名前に合わせて湖や展示館、化粧室･公園にいたる全ての施設を陶磁器
で作った。陶芸家の在庫作品や傷によって販売が困難なB級商品等をリサイクル
して完成させた世界に一つしかない陶磁テーマパークである。セラピアでは陶
磁器を鑑賞するだけでなく直接作ることも可能である。土を使って陶芸品を作
りながら心の落着きを取り戻せる体験になる。
+82-31-631-6501

京畿道利川市夫鉢邑京忠大路2697番ギル167-29

見所

ドゥムルモリと水鐘寺
コースの紹介

九美湖(グミホ)

韓国の写真同好会がよく訪れる最高の撮影スポット・ドゥムルモリ。韓国観光公

作品と破片で飾られている。グミホは

モリの風景を撮るためにここを訪れる。ドラマや映画の中によく登場するドゥム

前で9つの美しさをもっているといい

に朝晩の気温の差が大きい春・秋の早朝に朝霧がかかるときはさらに美しい。ケ

湖、雪峯公園と繋がっている風景がと

早朝にみられなかったら夕暮れのドゥムルモリ風景も美しいのでゆっくりと見る

セラピア中心部にある湖で、陶磁器の

社が推薦する京畿名所100選に選ばれたところでもある。一日に数千人がドゥムル

しっぽが9個ついた伝説の中の狐の名

ルモリは、400年の樹齢を誇るケヤキと帆船がありその景色はとても美しい。とく

この名前がつけられたそうだ。雪峯

ヤキの周りにあるベンチに座って川を眺めるだけで心が安らぐ。

ても美しい。特にグミホの前から眺めるグミホ噴水とセラミックス創造センター
はそのものが一枚の絵である。フォトゾーンも設けられており美しいグミホを背
景にして思い出に残すことができる。

とよい。

• ドゥムルモリ : 京畿道楊平郡楊西面両水里
• 水鍾寺 : 京畿道南楊州市鳥安面北漢江路433番ギル186 / www.sujongsa.net

観光案内所

利川観光案内所 +82-31-634-6770
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美しい水の庭園 ｢洗美苑｣

見晴らしのよいお寺 ｢水鐘寺｣

洗美苑は水生植物を利用した自然浄化公園。ここの名前は｢荘子｣を引用したも

水鐘寺への道は韓国どの寺へ行く道よりも美しい。2km弱の険しい道を登る

ので｢水を見ながら心を清くし、花を見ながら心を美しくする｣という意味であ

と、後ろに広がる美しい北漢河の壮観が見られる。朝鮮時代から東方の寺院の

る。ここでは蓮・睡蓮・菖蒲など1年中百種余りの花が見られる。洗美苑全体を

なかでは最高だといわれるほど水鐘寺は美しい風景の代名詞である。朝霧と

見渡すと、花と水の国ということがはっきりと分かる。周りは全て水で見渡す

湖に映る小さな山々は思想にふけるのにちょうどよい。大雄寶殿･藥師殿･山神

限り花でいっぱいである。洗美苑では様々なテーマの庭園が造られている。そ

閣･應眞殿など最低限のものだけ揃えた素朴な寺・水鐘寺の象徴は二本のイチ

のなかでも目を引くのは流觴曲水庭園である。韓国の先祖が水が流れる施設を

ョウである。樹齢約560年ほどの二本のイチョウは朝鮮時代代７代の王･世祖

作りその水の上に杯を浮かべ詩をつづり歌を歌いながら風流を楽しんだ伝統庭

(1417~1468)が植えたものと伝えられる。

園施設である。
+82-31-775-1834

京畿道 楊平郡 楊西面 兩水路 93

楽しみ方

蓮の花文化体験教室

グールメ

水鐘寺三鼎軒

水鐘寺の魅力は御茶屋の三鼎軒である。水
鐘寺は水がおいしく昔、先祖がよくお茶を

洗美苑では蓮の花を使った様々な文化体験が可能であ

楽しんだところだ。三鼎軒で飲む雀舌茶の

飯･蓮の葉茶などを直接作ることができる。とくに蓮

窓の外のドゥムルモリが光で覆われるのを

る。蓮の葉の天然染料の手拭・蓮の花の扇・蓮の葉ご

味はやさしい香りが漂うので有名である。

の葉ご飯は五穀もち米を蓮の葉の上に載せ薬味をのせ

見ながら無料でお茶が飲める。

40分間蒸したもので蓮の葉の香りがしみこんだその味
は絶品である。

+82-31-775-1834

京畿道楊平郡楊西面両水路 93
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観光案内所

ドゥムルモリ案内所 +82-31-775-8700
洗美苑案内所 +82-31-775-1835
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官谷池

徒歩で10分所要

名勝地コース
ツアー2

始興蓮の花テーマ
パーク

100種類の蓮の花が咲く
始興蓮の花テーマパーク
コースの紹介
始興は西海岸のそばにある海岸都市である。毎日夕方空と海を赤く染める西海岸
の夕日はまるで絵に描いたように美しい。官谷池を中心に造られた蓮の栽培団地
では毎年美しい蓮の花が咲きほこる。おかげで始興では新鮮な海産物と香ばしい
蓮の料理を味わえる。

バスで1時間25分所要

烏耳島

韓国初の蓮の栽培地･官谷池
蓮の花が咲く美しい池･官谷池。官谷池の歴史は朝鮮時代の農学者･姜希孟(14241483)が中国・明から持ってきた数粒の蓮の花の種から始まった。以降彼の娘婿
の家門である安東權氏の家で代々池を管理･蓮の栽培をしながら官谷池とその周
辺は｢蓮の村｣と呼ばれるようになった。約437㎡規模の一目に入る小さな池で咲
く蓮の花は白い白蓮である。官谷池周辺の韓屋は安東權氏家門の祠堂で、池の
風景をより風情あるものにしてくれる。
+82-31-310-6223

京畿道始興市下中洞208

• 始興 蓮の花テーマパーク : 京畿道始興市官谷池路139 / lotus.siheung.go.kr
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グールメ

蓮で作ったお料理

始興市では毎年全国レベルの蓮料理大会
を通じて新しい蓮の料理を開発・普及し
ている。蓮の花を栽培する官谷池と始興

蓮の花テーマパーク･物旺貯水池周辺の食
堂で蓮の葉ご飯・蓮根煮物など多彩な蓮
の料理を味わうことができる。始興市で

開発･生産する蓮関連食品は始興市の蓮の
花テーマパーク内の始興市生命農業技術

センター1階の蓮製品広報販売所で購入できる。

100種類の蓮の花が咲く始興蓮の花テーマパーク

美しい夕日と海産物の天国･烏耳島

官谷池のすぐ隣・3万2千㎡規模の大型蓮の栽培団地がある。始興市で運営する

烏耳島は空と海がすべて赤

研究目的の栽培団地である。大きさも国籍も多様な100種類余りの蓮の花が育っ

く染まる美しい夕日を眺め

ている。大きな緑色の蓮の葉と芳しい蓮の花が造り出す美しい風景を目とカメ

るのによい名所である。海

ラに収めるため多くの観光客とカメラマンが訪れている。蓮の花が満開する7月

岸の防潮堤に沿って造られ

末午前がお勧め。蓮の花は通常午前に満開してから花びらがすぼんでしまうか

たよい散策路があり、海と

らだ。開花時期と合わせて蓮の料理大会など多彩な催しが開催される。

夕日を眺めるとよい展望台

+82-31-310-6221~5

も3箇所もある。その中でも

京畿道始興市官谷池路139

赤い灯台の展望台は烏耳島

見所

のシンボルである。散策路
のそばの食堂街は京畿道が飲食文化通りに指定したグールメ通りである。西海

雨降る日の蓮の花畑

岸で獲れた新鮮な海産物を食材にした美味しい食べ物を販売している。特に冬

蓮の花は韓国で雨がたくさん降る夏に開花する。通常花は

の新鮮な貝を火鉢で焼いて食べる貝焼きとアサリと各種貝がたっぷり入ったア

雨が降るとしぼんでみすぼらしくなるが蓮の花は水生植物

サリカルグッスが人気である。

なのでそうではない。むしろ雨降る日の蓮の花畑はより雰
囲気がある。傘と防水が利く長靴を用意し雨降る蓮の花畑
を散策するとまるでドラマの主人公になった気がする。雨

新鮮な貝焼

と転がる風景は実に美しい。

いる看板をすぐに見つけることができる。テーブルに

烏耳島海岸の食堂通りでは｢貝焼き｣と大きく書かれて

が降る音と一緒に蓮の花と葉にたまっている雫がころころ

蓮根堀り体験

楽しみ方

蓮根開花時期を逃し秋になったならば花の代わりに根が見られる。始興市生命農
業技術センターで行う蓮根堀り体験イベントに参加するとよい。電話で予約し、
長靴と作業服・手拭・手袋を用意していけば蓮根を直接掘ることができ、蓮根で
作った料理も味わえる。
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グールメ

座って貝焼きを注文すれば練炭や炭で焚いた火鉢の上
にグリルを乗せてくれる。そしてしばらくしてから驚
くほどたくさんの貝類が出てくる。貝をグリルの上に
載せてから片手に手袋をはめてもう一方はヤットコを

取って口を開けた貝を選んで食べるとよい。長く焼いても口が開かない貝は食べ
ないほうがよい。
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エバーランド

シャトルバスで10分所要

湖巖美術館

アミューズメント・
パークツアー1

エバーランドと湖巖美術館

エバーランドはスリル感あふれるアトラクションでいっぱいのテーマーパーク

コースの紹介

である。ウォーターパークの｢キャリビアンベイ｣、リゾート｢ホームビリッジ

龍仁は京畿道博物館をはじめとする10の博物館と6つの美術館･4つのリゾートを有

する都市である。特に韓国を代表するテーマパークのうちの一つであるエバーラ
ンドと時代劇ロケ地としても有名な韓国民俗村があることでも有名である。多く
の外国人観光客が龍仁を訪れる理由である。

• エバーランドリゾート (Everland Resort) : 京畿道龍仁市處仁区蒲谷邑エバーランド路199

www.everland.com

• 湖巌美術館 (ホアムびじゅつかん) : 京畿道龍仁市處仁区蒲谷邑エバーランド路562番ギル38

www.hoammuseum.org
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エバーランド

｣、パブリックゴルフ場の「グレンロスゴルフクラブ」、国宝を所蔵する｢湖巖
美術館｣など多様な施設と一緒にある。エバーランドで最も有名なアトラクショ
ンは77度の落下角度で有名な木造ジェットコスター･Tエクスプレスである。落
下角度よりはらはらするのは木造ジェットコスター特有のぎしぎしとする木の
音である。水陸両用車に乗って2,000匹あまりの動物に出会えるサファリー｢ロ
ストベリー｣と季節ごとに違ったコンセプトで披露するパレードも人気のポイン
トである。
+82-31-320-5000

京畿道龍仁市處仁区蒲谷邑エバーランド路199

■
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見所

エバーランドフェスティバル

エバーランドは1年中フェスティバルの空間である。
春には美しいチューリップ祭りと春花祭り、夏には涼
しい水祭り、秋にはハローウィン祭り、冬には雪花祭
りとイルミネーション祭りを開催する。韓国の四季を
より華やかに楽しめるエバーランドの祭りを見るため
多くの人々が訪れている。

国宝を所蔵している美術館
｢湖巖美術館｣
湖巖美術館はエバーランドとともに三星グループで運営する美術館である。三
星グループの創業者･ 李秉喆が国内･外で収集した文化財と芸術品1万6,000点余
りを展示している。そのうち国宝と宝物と指定された文化財が100点余りにの

楽しみ方

ぼる。美術館前の庭園｢熙園｣には古風な韓屋と池･東屋・花垣などが造られてお

キャリビアンベイ

この湖とエバーランド･ 湖巖美術館の間の道は京畿観光公社が選んだ春花が最も

夏は涼しく冬は暖かく天気に関
係なくいつでも水遊びとアトラ
クションを楽しめる世界最高の
ウォーターパークである。2.5m

り、韓国伝統の粋が感じられる。美術館前には大きな湖｢三万六千地｣がある。
きれいに咲く区間のうちの一つだ。
+82-31-320-1801~2

京畿道龍仁市處仁区蒲谷邑エバーランド路562番ギル38

高さの大型波が楽しめる波プー

ル、韓国で最も長い流水プー
ル、スリルあふれるウォーター
スライドが最も人気である。水
遊びに疲れたらスパ・サウナ・
ビューティーゾーン・リラック
スルーム等疲れを癒す施設で休
める。
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ワンマウント

バスで20分所要

ウェスタンドーム

徒歩で10分所要

ラ·フェスタ

徒歩で15分所要

新韓流広報館

アミューズメント・
パークツアー2

ワンマウントとラ·フェスタ
コースの紹介
｢高陽国際花博覧会｣の開催で有名な高陽市。広い湖水公園を中心に造られた大型
ショッピングセンター三箇所がショッピング族を魅了する。すぐ隣にMBCドリー
ムセンターとSBS一山製作センターが位置し多くのドラマと映画のロケが行われる
韓流の観光地でもある。

• ワンマウント : 京畿道高陽市一山西区韓流ワールド路300 / www.onemount.co.kr
• ラ・フェスタ : 京畿道高陽市一山東区ムグンフア路20-11 / www.lafesta-ilsan.com

高陽国際花博覧会
毎年約35カ国300個余りの 花卉関連業者が集まる大規模の国際博覧会である。
博覧会だがバイヤーほど観光客も多く訪れる花の祭りでもある。室内と野外に
花で飾った美しい庭園と花で作った素敵な造型作品、有名なフローリストとガ
ーデンデザイナーが作った作品を観覧できる。
+82-31-908-7750~4
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京畿道高陽市一山東区湖水路595
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天気に影響されないショッピングモール
｢ウェスタンドーム｣

1年中楽しめるショッピングレジャータウン
｢ワンマウント｣
ワンマウントは、夏と冬を同時に楽しめるところで有名なショッピングレジャ
ータウンである。広く快適な波プールのある室内外のウォーターパークと世界
初の365日雪が降るスノーパークは、季節を忘れさせる最高のレジャー施設であ

大きな二つのビルの間のドーム天井のある大型ショッピングモールである。雨
や雪が降っても無理なくショッピングを楽しめるのが長所である。ショッピン
グ通りごとに魔法の通り･願いの通り等テーマがあり、通りの名前に似合うイン
スタレーションも所々に置かれており見所たくさんである。すぐ隣にMBCドリ
ームセンターがありドラマだけでなく｢無限挑戦｣･｢私たち結婚しました｣等MBC
芸能番組もよく撮影している。

る。ブランドショップ･セレクトショップ･ビューティショップ･レストラン等が
入店しているショッピングモールは幅広い選択が可能な最高のショッピングコ
ースである。ドーム天井の室内ゴルフ場とジムは歌手･サイの｢ジェントルマン｣
のミュージックビデオの撮影地として使われ、ウォーターパークではお笑い番
組｢ランニングマン｣の撮影が行われ多くの韓流ファンが訪れている。
+82-1566-2232

ストリート型テーマショッピングモール    
｢ラ·フェスタ｣
延べ面積約22,000㎡規模の大

京畿道高陽市一山西区韓流ワールド路300

型ショッピングモールであ
る。ビューティーショップ･

楽しみ方

ヘアサロン･レコードショッ
プ･書店･食堂街･カフェ･映

ウォーターパーク&スノーパーク

画館等多様なショップが一

ワンマウントは室内外で水遊びとスキーを同時に楽し

箇所に集まっているショッ

めるところで有名である。特にウォーターパークの韓

ピング通りは、ウレタンで

国最大規模の室内波プール｢カーニバルビーチ｣では5
タイプの波を楽しめる。世界初の冬のテーマパークの
スノーパークは北ヨーロッパ風の素敵な雰囲気とスキ

ー・雪そり･動物ぞり･アイスリンク等色々と楽しめる
多彩な施設で人気が高い。
+82-1566-2232
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京畿道高陽市一山西区韓流ワールド路300

作られていて歩きやすい。
ラ·フェスタ野外舞台ではよく公演とイベントが開催される。ラ·フェスタは特に
miss Aのスジ･2PMのテクヨンとウヨン、2AMのジンウン･アイユ等韓流アイドル
スターがたくさん出演したドラマ｢ドリームハイ1･2｣のロケ地でも有名である。
+82-31-920-9600

京畿道高陽市一山東区ムグンフア路20-11
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アミューズメント・
パークツアー3

韓国漫画
博物館

徒歩で10分所要 富川
韓屋村

徒歩で25分所要 ウンジン
プレイドシー

韓流コンテンツを展示する ｢新韓流広報館｣
高陽市で撮影･製作したりサポートする韓流ドラマと映画を紹介する韓流コンテ
ンツ展示館である。ドラマセット場を再現したスペースと３D上映館･ 韓流商品
を販売するブランドショップ･フォトゾーン等がある。韓流スターをテディベア
ーで作り展示する｢韓流キャラクタゾーン｣が特に人気である。ロケ地で有名な
湖水公園内に位置しており、毎年新しいコンテンツで展示を改編し韓流観光客
が多く訪れる。
+82-31-908-3236

京畿道高陽市一山東区湖水路595

見所

韓国漫画(cartoon)博物館と
ウンジンプレイドシー
コースの紹介
富川は体験の都市である。富川の観光地は旅行者のための楽しい体験プログラム

を用意してお待ちしています。子供のころを思い出させる漫画博物館･韓国ならで

一山湖水公園の歌う噴水台

毎日違う選曲とモーションで目と耳が楽しい音

楽噴水。一山湖水公園内に位置する51,700㎡規

模の大型噴水である。多様なカラーの照明と

はの伝統文化を体験できる韓屋村･夏と冬に楽しめるスポーツを全て体験できるテ
ーマパークまで。富川で素敵な体験でいっぱいの一日を過ごせる。

• 韓国漫画(cartoon)博物館 : 京畿道富川市遠美区吉州路1 / www.komacon.kr/comicsmuseum
• ウンジプレイドシー : 京畿道富川市遠美区チョマル路2 / www.playdoci.com

1,655個のノズルが最大500種類のモーションを
演出する。
+82-31-924-5822

京畿道高陽市一山東区湖水路595

観光案内所

韓国観光公社無人観光案内所(キオスク) +82-31-908-3236
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伝統文化体験 ｢富川韓屋体験村｣
富川韓屋体験村は韓国の伝統文化
を体験できるところで、多彩な見
所を無料を提供する。この中でも
伝統韓服を着て写真を撮るコーナ
ーが一番人気。韓屋村の隣にある
ブランコも一緒に楽しめば二つの楽しみを感じることができる。伝統料理作り･
茶道などいろんな体験が可能で、週末と祝日には伝統婚礼も実際行われる。
+82-32-323-1542

京畿道富川市遠美区吉州路1

楽しみ方

漫画の過去･現在･未来 ｢韓国漫画博物館｣

伝統文化体験教室

ひとえに漫画のためにできた韓国漫画博物館。ここは100年の韓国漫画の歴史を

る。比較的手頃な体験料で餅ケーキ･ガンジョン(米菓子)･よ

一目で見れる空間で、人気作品と作家を紹介している。漫画博物館を楽しく見
るためには、3階企画展示館にある韓国漫画歴史館を先に観覧するとよい。ここ
では昔の漫画から最新のウェブ漫画に至るまで100年の韓国漫画の歴史が見られ
る。特に特殊設計した4D上映館では現実感のある立体映像を観覧できる。体験
ゾーンは直接｢私だけのキャラクター｣が描ける空間である。デジタルパネルを
使って頭･表情･衣装等キャラクターの多様な姿が描ける。
+82-32-310-3090~1

京畿道富川市遠美区吉州路1

伝統茶体験･伝統料理作り･伝統彫刻工芸体験が用意されてい
うかん･イヤリング･ネックレス･指輪など様々な伝統料理と
アクセサリーを直接作ることができる。特に7つの伝統茶を学んで飲んでみる伝
統茶体験は事前予約をしなくてもいつでも可能なので人気が高い。
+82-32-323-1542

都心の中で一年中楽しめる室内テーマパーク  
｢ウンジンプレイドシー｣
スパとウォーターパークを同時に

楽しみ方

楽しむことができる室内パーク･室

キャラクターアクセサリー作り

内外ウォーターパークとスパ・室
内スノーパーク・ゴルフ都市など

韓国漫画博物館では記念品を直接作り持って

が一箇所に集まっており、好みに

帰ることができる。ここでは常設の体験教育
室で行う体験プログラムがある。ふきだし磁
石･携帯ストラップ･扇･バッチ･キャラクター
額縁等を手頃な値段で直接作ることができ
る。20人以上の団体は事前に予約すれば、紙でキャラクターをつくるペーパー
トイ体験など多彩な体験が可能である。
+82-32-310-3107
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京畿道富川市遠美区吉州路1

京畿道富川市遠美区吉州路1

よって選んで遊べる。特に1年中天
気と関係なく室内でスキーとボード･雪そりが楽しめるのがポイント。韓国唯一
の室内スキー場で、長さ270mのスロープがあり初･中･上級スキーヤーが練習す
るのにちょうどよい。頂上までムービングワークに乗って移動するので利用し
やすい。スパ施設も利用可能で真冬でも温かく水遊びを楽しむことができる。
+82-1577-5773

京畿道富川市遠美区チョマル路2

■
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ソウルランド

バスで10分所要

ソウル大公園

地下鉄で27分所要

レッツランパーク

アミューズメント・
パークツアー4  

韓国のディズニーランド ｢ソウルランド｣
ソウルランドには何でも
ある。動物園から美術
館、科学館まで。ここで
は全ての体験・文化・遊
びをワンストップで体験
できる。ソウルランドは
世界の広場・三千里動産
･冒険の国･未来の国･幻
想の国なと其々独特なテ
ーマで分かれている。スリルを楽しむ旅行者なら冒険の国と幻想の国のテーマ
を利用するとよい。超大型海賊船に乗って楽しむキングバイキングから急傾斜
のスリルが伝わる急流下りもさらに楽しませてくれる。これ以外にも空に跳ね
上がって回るワールドカップ乗り物を利用するのもよい。ここでは乗り物に乗

ソウルランドとレッツランパーク
コースの紹介

りながら一日を楽しく過ごせる。
+82-2-509-6000

京畿道果川市光明路181

動物と植物の王国 ｢ソウル大公園｣

子供の頃乗り物を乗った記憶、回転木馬に乗ると目がくるくる回った記憶。そん

韓国最大規模の動物園と

な記憶があるならその思い出を蘇らせてくれる果川に向かうとよい。再び幸せな

植物園があるソウル大公

思い出を与えてくれる最高の場所になるだろう。

園。ソウル大公園の自慢

• ソウルランド : 京畿道果川市光明路181 / www.seoulland.co.kr

は韓国最大の動物園で、

• レッツランパーク : 京畿道果川市競馬公園大路107 / http://grandpark.seoul.go.kr

世界10大動物園としての
威厳を持っている。飼育
されている動物だけでも
およそ360種、3000匹に
至る。特にソウル大公園
は鉄網やフェンスを最低限に減らし、動物に野生の環境そのままの環境を提供
する。ソウル大公園で必ず体験してほしいのは｢スカイライフ｣。1.7kmで作られ
たリフトに乗れば貯水池とテーマガーデン等ソウル大公園の美しい景色を一目
で眺めることができる。
+82-2-500-7335
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京畿道果川市大公園広場路102

■

57

楽しみ方

活動ツアー

ソウル大公園山林浴場

ソウル大公園を囲んでいる淸溪山のフィ
トンチッドを楽しめる散策路だ。ガ･ナ･

ダ･ラの４つのコースがあり、30分~60分
まで所要時間に合わせてコースを選んで
歩くとよい。特に裸足で黄土をふみなが
ら歩ける｢ナ｣区間の｢考える森｣が人気が
高い。

+82-2-500-7541

京畿道 果川市 大公園廣場路 102

楊平レールバイクと
京畿英語村楊平キャップ
コースの紹介

馬のレーシング ｢レッツランパーク｣
競馬所で爆発する瞬間のエネルギーを楽しみたいなら、レッツランパークが打
ってつけである。ここは約1,400匹余りの馬匹を保有しており週末に競馬が行わ

旅の楽しさは写真で見た場所で実際したかった体験ができる点である。楊平はこ
れまでとは一風変わった体験ができ旅行者を魅了する。楊平では旅行の楽しさを
さらに増すアクティビティーや独特な体験が可能だ。

• 楊平レールバイク : 京畿道楊平郡龍門面龍門三星路277 / http://www.yprailbike.com
• 京畿英語村楊平キャップ : 京畿道楊平郡龍門面延壽路209 / www.yea.or.kr

れている。馬券一枚を購入し競馬の緊張感をあじわうのもよい。レッツランパ
ークでは競馬だけではなくレッツランパーク内のポニーランドで世界のいろん
な馬を観察し体験できる。世界各国の馬に触り餌も与える体験が可能。
+82-1566-3333

京畿道果川市競馬公園大路107

観光案内所

ソウルランド総合案内所 +82-2-509-6000
ソウル大公園総合案内所 +82-2-500-7338

58 ■

■

59

楊平レールバイク

徒歩で15分所要

楊平龍門5市場

バスで20分所要

活動ツアー

京畿英語村
楊平キャップ

風景を見ながら走る ｢楊平レールバイク｣
楊平レールバイクは、
廃線になった線路を利
用して開発された。
往復6.4km区間を時速
15~20kmの速度でゆっ
くりと走る。鉄道のそば
には水が流れ、もう片方
では山の風景が広がる。
こうして山と川を同時に
鑑賞できる点がレールバイクのもう一つの魅力。往復にかかる時間は約1時間20
分。途中で20分余り休み時間があり実際は1時間あれば十分だ。大きな動体とは
違ってやさしく動くのでゆっくりと周りの景色を楽しめる。あたたかく涼しい
風に当たりながら線路を走ると楽しさが増す。
+82-31-775-9911

英語テーマパーク ｢京畿英語村楊平キャンプ｣
京畿英語村楊平キャンプは体験と遊びを通じて英語を自然に勉強できるように

京畿道楊平郡龍門面龍門路277

作られたテーマ教育公園である。 楊平キャンプに入るとアメリカのバージニア
州の縮小版を見ているようだ。ワシントン空港と出入国管理事務･ジェファソン
図書館とミュージカルセンター等建物55棟が建てられており、まるでアメリカ

見所たくさんの ｢楊平龍門5日市場｣
龍門5日市場はバス停留
所近くにあり、中央線電
鉄最後の駅の龍門駅前に
位置する。毎月5日単位
で開かれる伝統的な5日
市場で規模はさほど大き
くも小さくもない。こ
の市場は一列に並んでい
てあれこれと見回りやす
くなっている。近隣の龍門山で採った山菜と家で栽培した野菜が特に有名であ
る。龍門5日市場ではその場ですぐに食べれる食べ物がたくさんある。楊平へジ
ャングクと豚足等の食べ物が人気メニューの一つである。ここは大型マートと
は違って値引きも可能でみんな人情にあふれている。
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に旅行に来た気分になる。異国的な雰囲気で「花より男子」、「シティーハン
ター」などのドラマロケ地として観光客に人気がある。最近は様々なミュラル
ビリッジの壁画の絵でよい評価を受けている。
+82-31-770-1300

京畿道楊平郡龍門面延壽路209

グールメ

へジャングク (Hangover Soup)

楊平の代表料理は楊平へジャングクで
ある。楊平へジャングクは牛の骨と内
臓・あらゆる野菜を入れて煮込む韓国
の伝統料理をラー油を使って辛くさっ
ぱりとしたスープの味が絶品である。
他の地域のへジャングクよりお肉が部
位ごとにたくさん入っている点が特徴
だ。韓国ではお酒を飲んだ次の日に酔
い覚ましのためによく食べる。

■
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臨津閣

徒歩で15分所要

臨津閣平和ヌリ公園

徒歩で5分所要

自由の橋

徒歩で5分所要

都羅展望台

DMZツアー

臨津閣と自由の橋
コースの紹介
朝鮮戦争を止めさせるために締結した停戦協定(1953年)は非武装地帯(DMZ)という
統制区域を生んだ。分断状態が続いたことにより人の足取りが途絶えてしまった
DMZは、生態系の宝庫として進化した。現在DMZ地域は絶滅危惧種と野生動物が
生息する国際的な生態系の保全区域として注目されている。

• 臨津閣 (イムジンガク) : 京畿道坡州郡坡州邑臨津閣路177 / www.imjingak.co.kr
• 自由の橋 : 京畿道坡州市汶山邑馬井路162番ギル2-18

世界で唯一の南北交流の場 ｢臨津閣｣
軍事境界線7km南に位置する臨津閣はDMZ内部と北朝鮮が眺められる安保観光
地である。
本来、北朝鮮が故郷の人のための臨時居所として作られたが、現在は複雑な手続
きが必要な板門店に代わる南北関連のイベント場として使われている。地下1階
・地上3階建ての建物には展望台だけでなく韓定食を販売するお店とカフェ･北朝
鮮のお酒とお土産を販売する記念品店などが入店している。臨津閣前には故郷を
離れた人と離散家族のために設けられた望拜壇がある。毎年名節(旧正月・陰暦
のお盆)には多くの人がやってきて故郷と家族に向かって祭事を行っている。
+82-31-953-4744

京畿道坡州郡坡州邑臨津閣路177

楽しみ方

地下バンカー体験 ”Art Space BEAT 131”

Art Space BEAT 131は朝鮮戦争時代から利用してきた軍事施設の地下バンカーを使

った体験空間である。バンカー内部に展示された戦死者の遺品と薬莢･無線機等の
軍施設と戦争と分断･北朝鮮の村と関連した映像が見られる。
+82-31-953-4744
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京畿道坡州郡坡州邑臨津閣路177

■
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美しい平和公園「臨津閣平和ヌリ公園」
色とりどりの数千個の風
見がある「風の丘」と
して有名な平和テーマ公
園。ここは広い野原に大
小の池と平和をテーマに
展示しているインスタレ
ーション･かわいいカフェ
とキャンドルショップも
あり、カメラマンから愛される撮影場所としても有名である。最大2万5千人ま
で入れる大規模野外公演場の「音楽の丘」ではよく南北統一と平和を願うテー
マの公演と催しが開かれている。進入路に位置する「ユニセフ子供の部屋」は
北朝鮮をはじめとする低開発国の子供たちの救護と福祉向上のために作られた
国連傘下機関･ユニセフの広報館で、後援と寄付の空間である。
+82-31-956-8304

京畿道坡州郡坡州邑臨津閣路148-40

分断を繋ぐ唯一の橋「自由の橋」
自由の橋は京畿道の北側
の分断基準である臨津江
の南北を繋ぐたった一つ
の通路である。板門店の

01

別名ミスタートイレで知られている沈載德さんは、
30年余住んでいた自分の家を取り壊し、その敷地
の上にトイレの様な建物を世界化粧室協会(World

Toilet Association)の創立の記念として建てて、解憂斎
(Haewoojae)と名をつけた。解憂斎の意味はそこに入る
人の悩みが解除されるとの意味で、それは人間の生活の

「帰らざる橋」と共に南

中でどの位化粧室が重要であるのかをよく示している。

北分断の象徴として知ら

•

TEL : 82-31-271-9777

れている。本来韓国のソ
ウルと北朝鮮の西北端の新義州を行き交った汽車路線である京義線の鉄橋だっ
た橋で、戦争捕虜交換の場所であり、南北会談の代表が行き交った歴史的な地
点でもある。韓国に戻ってきた戦争捕虜が「自由の橋」と呼んでいたのがその
まま橋の名前になったと伝えられている。封鎖された橋の入口には統一と平和
を願う多くの人々の願いが込められた色とりどりの帯が結ばれている。
+82-31-953-4744

京畿道坡州郡坡州邑臨津閣路177

観光案内所

DMZ臨津閣観光案内所 (チケット売り場) +82-31-953-4744
臨津閣観光案内所 +82-31-953-4744
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解憂斎

02

•

URL : www.haewoojae.com

安城農場(安城ファームランド )

韓国最大の家畜体験が可能な農場

36種類の異なるタイプの家畜と、245エーカーの牧
草地！チョ・スンウとリ・ヨウォンが主人公として

演じたドラマの「ホースヒーラー(馬治療者)」、そして
チョン・ウソンとハン・ジミン（韓志旼)が主演であ
った「パダムパダム」はここで撮影された。
•
•

TEL : 82-31-8053-7979
URL : www.nhasfarmland.com

■
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03

DMZの第三地下トンネル

07

碧草池植物園

1978年度に発見された第三地下トンネルは汶山か

植物園と湖

てある。

い樹木園である。パク・ユチョン(JYJ)が主演であっ

ら12キロメトル、ソウルからは52キロメトル離れ

ここは碧草池の周りにその中心を置いてある美し
た「屋根部屋の皇太子」(SBS)とか チョン・ヨンファ

TEL : 82-31-954-0303
• URL : http://dmz.gg.go.kr
•

(CNBLUE)が主演を演じた「心琴(ハートストリング)」
のような有名な韓国のドラマがここで撮影された。
•
•

04

板門店ツアー(共同警備区域ツアー)

板門店(共同警備区域) / DMZツアー

ここは貴方が世界唯一の分断国家を見ることが出来

08

る世界唯一の所である。休戦協定は南北の軍隊が対

ハンファ・アクアプラネット一山
ここは深海動物から空を飛んでいる鳥までの350種の

峙しているこの板門店(JSA)で署名された。

30,000以上の動物を見ることが出来る韓国唯一のア
クアリウムである。

TEL : 82-31-952-4066
• URL : http://www.tourdmz.com
•

05

TEL : 82-31-957-2004
URL : www.bcj.co.kr

•
•

TEL : 82-31-960-8500
URL : www.aquaplanet.co.kr/ilsan

山葡萄農場

ここで貴方は、山葡萄農場だけで入手する事が出来
る山葡萄をつかってワインやジャムを造ることが出
来ます。

09

TEL : 82-31-958-4558
• URL : www.seowoosuk.com

アインスワ一ルド
ようこそアインスワ一ルドへ。ここで貴方は世界の

•

有名な建物を見ながら世界旅行をただ一日にするこ
とができます。

06

京畿英語村坡州キャンプ

•
•

ここは有名な映画撮影地であり、たまたまMBCとか
KBSのようなエンターテインメント会社が「無限挑戰」
や「ランニングマン」など、有名なショーを製作する

10

TEL : 82-32-320-6000
URL : www.aiinsworld.com

ハーブアイランド

ために使用している。ここはK-ポップスターのミュ

香りの島

使われている。

ム、スパ、そしてそのほかのいろんな施設、活動が備

ージック・ビデオを製作するロケーションとしても
TEL : 82-31-956-2000
• URL : www.english-village.or.kr
•

ここは農場とレストラン、芸術と工芸、ミュージア

えているハーブ団地であって、貴方は様々なハーブを
見る、味わう、そして経験することが出来ます。
•
•
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TEL : 82-31-535-6494
URL : www.herbisland.co.kr

■
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A

鬱陵島

兔山郡

長豊郡

2

済州

문수산성
文殊山城

光州

大田

ソウル
仁川国際空港

開豊郡

江華島

韓国

京畿道

京畿道

蔚山
釜山

大邱

独島

파주프리미엄아울렛
坡州プレミアム
アウトレット

헤이리예술마을
ヘイリ芸術村

金村駅

坡州市

汶山駅

京義中央線

임진각/평화누리공원
臨津閣/平和ヌリ公園

Z
M

京畿道
観光案内マップ

1

D

高陽市

송암스페이스센터
松岩スペースセンター

벽초지수목원
碧草池文化樹木園

자운서원
紫雲書院

楊州市

議政府駅

議政府市

楊州駅

1号線

東豆川市

소요산관광지
逍遥山観光地

漣川郡

逍遥山駅

회암사지
檜巌寺址

한탄강관광지
漢灘江観光地

태풍전망대
台風展望台

Z

DM

3

南楊州市

국립수목원(광릉숲)
国立樹木園(光陵森)

허브아일랜드
ハーブアイランド

재인폭포
才人滝

축령산자연휴양림
祝霊山自然休養林

베이스타운리조트
ベアーズタウン

抱川市

포천아트밸리
抱川アートバレー

清平駅
쁘띠프랑스
プチプランス

加平駅

加平郡

伏主山自然休養林

연인산도립공원
恋人山道立公園

강씨봉자연휴양림
姜氏峯自然休養林

花江シュリ公園

아침고요수목원
アチムゴヨ樹木園

잣향기수목원
京畿道松の
実香りプルンスプ

산정호수
山井湖水

鉄原郡

4

자라섬
チャラ島

南怡島

萬山洞溪谷

ジプダリゴル自然休養林

華川郡

勝利展望台

金裕貞文学村

孔之川遊園地

春川市

フナ島
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