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京畿道への特別な旅

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON BOOK 京畿道観光パスポート

京畿道
春州

慶州
釜山

済州島(チェジュド)

全州

ソウル 
仁川国際空港

名前
連絡先

EMAIL

署名



2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON BOOK 

[Web] Gyeonggi-do Tourism Portal : www.ggtour.or.kr
[Social Media]
Sina Weibo : weibo.com/Gyeonggitour
Facebook : [ENG] www.fb.com/ggtour.en

Korea Travel Hotline : 1330

Tourist information available 24 hours a day, 365 days a year

Gyeonggi-do Call Center : 82-31-120

Mon - Fri 09:00-18:00

Service available in English, Japanese, Mongolian and Vietnamese

Free Translation Service BBB(Before Babel Brigade) : 1588-5644

365 days a year, Service available in 19 Languages.

各国の駐韓大使館の連絡先

ST
AM

PG
ye

on
ggi-do

アメリカ : 82-2-397-4114

中国 : 82-2-756-7300

ロシア : 82-2-318-2116

日本 : 82-2170-5200

タイ : 82-2-795-3098

ベトナム : 82-2-734-7948

フィリピン : 82-2-796-7387

UN代表部 : 82-2-735-1101

マレーシア : 82-2-2077-8600
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京畿道への特別な旅



東部圏

1. アチムゴヨ樹木園
2. アチムゴヨ家族動物園
3. 加平ブリッジジップライン
4. プチフランス
5. エーデルワイス・    スイステーマパーク
6. クーハウス
7. カフォレカフェ
8. 楊平ザ・グリム
9. 青春ミュージアム
10. 驪州プレミアム       アウトレット(新世界)

11. 現代プレミアム       アウトレット 金浦
12. ウンジンプレイドシー
13. 忠賢博物館
14. 光明洞窟
15. 始興プレミアム       アウトレット(新世界)
16. 始興 WAVEPARK
17. ガラスの島美術館

18. ソウルランド
19. 国立果川(クァチョン)       科学館
20. 義王レールバイク　
21. フライング水源
22. アクアプラネット光敎
23. 韓国民俗村
24. エバーランド
25. シーズコーヒー
26. 龍仁 大長今パーク
27. ファダムスプ(和談の森)
28. 徳坪恐竜樹木園
29. 星光庭園 宇宙
30. 豚博物館
31. 安城ファームランド

西部圏 南部圏

北部圏

32. セドゥンジマウル(鳥の巣村)
33. ナムランノルジャ(木と遊ぼう)
34. プルネマウル(プルネ村)
35. ピョンガンランド
36. ボス・アップル農園
37. 抱川アートバレー
38. ハーブアイランド
39. 楊州市立フェアム寺址博物館
40. ヤマブドウ農園
41. アクアプラネット一山
42. HYUNDAI MOTORSTUDIO       GOYANG
43. ワンマウント

44. 板門店(JSA)＋DMZ、       第3トンネルツアー
45. カフェ・アンニョン       ディブランチ・アンニョン       ビストロ・アンニョン       テイクアウト・アンニョン
46. 臨津江ドッケ橋       & バンカー展示館

生命が息づく生態系平和の大切さを感じる観光地

DMZ

47. ペインターズ
48. 現代百貨店免税店       (貿易センター店, 東大門店,       仁川空港店T1)
49. 新羅免税店ソウル店
50. 新羅免税店仁川空港店        第２旅客ターミナル
51. 空港鉄道㈱

その他



지하철   경기도 포천시 신북면 청신로 947번길 35 
  031-535-6494 

허브아일랜드X48J+4M

스 승차→작촌리종점 정류장 하차 후 도보
14분   

택시
이천종합터미널기준20,000원   

음식물 반입금지

Googleプラスコードの使用方法
「Googleプラスコード」は、Googleマップで速く簡単に位置を探したり、

共有できるように付与したコードです。 
韓国でもGoogleプラスコードで簡単に観光地を訪ねていってください。

アプリを実行Googleマップのアプリ、又はGoogleマップのモバイルウェブを開きます。

検索上段の検索欄をクリックして、検索したい6桁又は7桁のプラスコードを入力します。都市名とともにプラスコードを使ってもいいです。

位置を確認検索したい場所を地図で確認します。

Google Plus Codes

STEP

STEP

STEP

01

03

02



Ea

ste
rn Gyeonggi

韓国の自然の美しさを庭に表現したアチムゴヨ樹木園は、季節 
ごとに特色のある展示行事を行っています。ハギョン庭園、朝の 
広場、韓国庭園など25以上のテーマ庭園だけでなく、周辺の山 
麓に植えられた五葉松をはじめとする各種の木々が放出する清 
々しい空気を吸いながら、休息と心の安らぎを得るための絶好 
の場所です。

京畿道加平郡上面樹木園路432
www.morningcalm.co.kr
08:30~日没(冬季は21:00まで)

82-1544-6703

1,000
ウォン割引

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 

大人 ₩9,500 → ₩8,500

アチムゴヨ樹木園

1枚 1人

01
Ea

ste
rn Gyeonggi

TRIP

INFO

アチムゴヨ樹木園
아침고요수목원Googleプラスコードの使用方法

アプリを実行Googleマップのアプリ、又はGoogleマップのモバイルウェブを開きます。

位置を確認検索したい場所を地図で確認します。



Google Plus Codes P9V3+H2

バス

タクシー

旅行情報

清平駅 → アチムゴヨ(所要時間：約25分)
加平駅 → アチムゴヨ(所要時間：約1時間30分)

(キョンチュン線)清平駅　　　　　
観光地シャトルバス/市内バス → アチムゴヨ樹木園行きに乗

清平駅 20,000ウォン
加平駅 40,000ウォン

コピークーポン使用可
電子クーポン使用可

チケット売り場 / 要写真確認
期間 : 2022.01.01 - 2023.12.31

加平ブリッジジップライン アチムゴヨ樹木園 プチフランス自動車
50分

自動車
53分

01

Ea

ste
rn Gyeonggi

地下鉄

アチムゴヨ樹木園
아침고요수목원

Seoul Station80分 1

90分 G.J Hongik Univ.

Hoegi → Cheongpyeong

Hoegi → Cheongpyeong

G.C

G.C

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



Ea
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rn Gyeonggi

アチムゴヨ家族動物園は、都心で滅多に見れない様々な動物に出
会い、生命の神秘を体験できる大変貴重な場所です。トラ、ライ
オン、ツキノワグマをはじめ、約100種類の動物と出会い、触れ合
える体験型の動物園です。動物、自然、そして人が一体となって美
しく共生するアチムゴヨ家族動物園にご訪問いただき、大切な人
たちと楽しい思い出をぜひお作りください。

京畿道加平郡清平面イムチョバムアンゴル301
www.mczoo.co.kr
夏期(3月~10月)09:00~18:00 冬期(11月~2月)09:00~17:30
(年中無休)(閉場30分前に入場締切)

82-31-8078-7115

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON アチムゴヨ家族動物園

02
Ea

ste
rn Gyeonggi

TRIP

INFO

15%

NEW

1枚 1人
大人 ₩12,000 → ₩10,000
子ども ₩11,000 → ₩9,000

アチムゴヨ家族動物園
아침고요가족동물원



Google Plus Codes P9X6+5F

02

Ea

ste
rn Gyeonggi

コピークーポン使用可
電子クーポン使用- 不可

チケット売り場 / 要写真確認
期間 : 2022.01.01 - 2023.12.31

アチムゴヨ家族動物園
아침고요가족동물원

(キョンチュン線)清平駅　　　　　
観光地シャトルバス/市内バス → アチムゴヨ家族動物園

地下鉄

旅行情報
自動車
50分

自動車
53分

バス

タクシー
清平駅/加平駅 
→ 加平観光循環バス → アチムゴヨ家族動物園 

清平駅 → アチムゴヨ家族動物園 18,000~20,000ウォン
加平駅 → アチムゴヨ家族動物園 36,000~40,000ウォン

Seoul Station80分 1

90分 G.J Hongik Univ.

Hoegi → Cheongpyeong

Hoegi → Cheongpyeong

G.C

G.C

加平ブリッジジップライン プチフランスアチムゴヨ家族動物園

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.
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rn Gyeonggi

全長2,418mからなる首都圏(京畿道北部)最長のコース型ジップラ
イン ! 加平ブリッジジプラインだけのオリジナルコースである吊
り橋と7つのジップラインの計8つのコースからなっています。カ
ル峰山と渓谷、峡谷の中を突き抜けながら、まるで美しい自然と
一つになったかのような特別な経験ができます。特別な私だけの
特別な体験 ! 加平ブリッジジップラインをぜひご体験ください。

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 加平ブリッジジップライン

03
Ea
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rn Gyeonggi

TRIP

INFO

15%

NEW

1枚 2人
₩58,000 → ₩49,300

加平ブリッジジップライン
가평브릿지짚라인

京畿道加平郡京盤安路417-11
bridgezipline.co.kr 82-31-581-7335
09:00 - 18:00



Google Plus Codes RFM9+J2

03
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rn Gyeonggi

加平ブリッジジップライン
가평브릿지짚라인

旅行情報
自動車
42分

自動車
53分

バス

タクシー
加平ターミナル(ターミナルからタクシーを利用)

加平駅, 加平ターミナル → ブリッジジップライン8,000~11,000ウォン

コピークーポン使用- 不可
電子クーポン使用- 不可

チケット売り場 / 要写真確認
期間 : 2022.01.01 - 2023.12.31

クーポンをご利用の場合、
事前に電話予約およびクーポン

使用のお知らせ必須!

地下鉄
Seoul Station90分 1

110分 G.J Hongik Univ.

Hoegi → Gapyeong

Hoegi → Gapyeong

G.C

G.C

加平ブリッジジップラインアチムゴヨ家族動物園 プチフランス

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.
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プチフランスは韓国唯一のフランステーマパークとして、多彩な 
ヨーロッパ文化を体験し、公演を楽しめるスポットです。「星の 
王子様」をメインキャラクターとして展示、体験、公演、フェス 
ティバルなど、様々なイベントが一年中開かれています。

京畿道加平郡清平面湖畔路1063
www.pfcamp.com
09:00~18:00(年中無休)

82-31-584-8200

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON プチフランス

04
Ea
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rn Gyeonggi

TRIP

INFO

20%
1枚 4人

大人 ₩10,000 → ₩8,000 
青少年 ₩8,000  子ども ₩6,000

プチフランス
쁘띠프랑스



Google Plus Codes PF7R+X4

04

Ea

ste
rn Gyeonggi

コピークーポン使用可
電子クーポン使用- 不可

チケット売り場 / 要写真確認
期間 : 2022.01.01 - 2023.12.31

紙チケットのみ使用可能
大人料金のみ割引適用

プチフランス
쁘띠프랑스

旅行情報
自動車
50分

自動車
22分

バス

タクシー

1. 東ソウルターミナル、上鳳バスターミナルから清平ターミナル方面バス乗車
2. 高城里方面市内バス乗車

1.テソン里を過ぎて清平に及ばず、清平ダム入口三叉路でホミョン里方面に右折
2.清平ダムから10km直進すればプチフランス

地下鉄
Seoul Station80分 1

90分 G.J Hongik Univ.

Hoegi → Cheongpyeong

Hoegi → Cheongpyeong

G.C

G.C

エーデルワイス・スイステーマパーク プチフランス アチムゴヨ樹木園

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.
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スイスの小さな村のお祭りをベースとしたテーマパーク「エ 
ーデルワイス」は、美しいスイスの森や村、暖かくて親切な 
人々のほほ笑みを、京畿道加平の美しい自然環境の中でスイ 
ス風の建築物と様々なテーマ公園によって再現しました。

京畿道加平郡雪岳面タラクジェ路226-57
www.swissthemepark.com 82-31-585-3359
平日:10:00~18:00、 週末:09:00~18:00

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON エーデルワイス・スイステーマパーク

05
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rn Gyeonggi

TRIP

INFO

20%
1枚 4人

大人 ₩8,000 → ₩6,000青少年 ₩7,000 → ₩5,000子ども ₩5,000 → ₩4,000

エーデルワイス・スイステーマパーク
에델바이스 스위스 테마파크



Google Plus Codes MC9W+4X

05
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コピークーポン使用可
電子クーポン使用可

チケット売り場 / 要写真確認
期間 : 2022.01.01 - 2023.12.31

エーデルワイス・スイステーマパーク
에델바이스 스위스 테마파크

旅行情報

バス+タクシー
バス＋タクシー市外7000(チャムシル駅)→雪岳ターミナル
→ タクシー乗車→エーデルワイス

プチフランス エーデルワイス・スイステーマパーク アチムゴヨ樹木園自動車
50分

自動車
22分

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.
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クーハウスは、芸術とデザインが与えてくれる楽しみを生活空間の中
で出会えるように「家」を コ ン セ プ ト に し た 新 し い 概 念 の 美 
術 館 で す 。国内外の作家の絵画、彫刻、写真、映像、メディア、設
置など、コンテンポラリーアートとデザインオブジェが「日常での芸
術」という価値のもとに展示されています。

京畿道楊平郡西宗面ムネミギル49-12
www.koohouse.org
水 - 金曜日13:00 - 17:00、土日祝日10:30 - 18:00
毎週月·火曜日休館

82-31-774-7460

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON クーハウス

06
Ea
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rn Gyeonggi

TRIP

INFO

1枚 2人

クーハウス
구하우스 미술관

大人 ₩15,000 → ₩14,000

1,000
ウォン割引



Google Plus Codes J932+6F
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クーハウス
구하우스 미술관

旅行情報
自動車
47分

自動車
60分

1号線ソウル駅で乗車後、フェギ駅でキョンウィ・チュンアン線に乗り換え
→ ヤンス駅で下車、ヤンス駅1番出口→ヤンス駅停留所で8-4番バスを利用

コピークーポン使用- 不可
電子クーポン使用可

チケット売り場 / 要写真確認
期間 : 2022.01.01 - 2023.12.31

重複割引不可

バス
8-4番(ヤンス駅)に乗車、西宗派出所、
汶湖三叉路停留所で下車し、徒歩約2分

地下鉄
Seoul Station70分 1

80分 G.J G.J

G.J

Hongik Univ.

Hoegi → Yangsu

Yangsu

青春ミュージアム クーハウス 楊平ザ・グリム

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



Ea

ste
rn Gyeonggi

森の中のキャビネット(CABINET IN FOREST)'というコンセプトの
モダンな建築で、美しい自然に囲まれた2000坪を超える敷地に位
置したギャラリー、カフェ、野外公演場、四季庭園からなる複合
文化施設です。入場券にはドリンク券(一杯)が含まれています。

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON カフォレカフェ

07
Ea

ste
rn Gyeonggi

TRIP

INFO

15%
1枚 1人

大人 ₩8,000 → ₩6,800

カフォレカフェ
카포레 카페

京畿道楊平郡江下面江南路458
www.cafore.co.kr 82-31-775-5342
10:00~20:00

ドラマ: 'ハイエナ' 'シーシュポス'

NEW



Google Plus Codes GC4P+57
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カフォレカフェ
카포레 카페

旅行情報

コピークーポン使用- 不可
電子クーポン使用- 不可

チケット売り場 / 要写真確認
期間 : 2022.01.01 - 2023.12.31

大人料金のみ割引適用

バス

タクシー

楊坪駅乗車 → 全壽1橋前下車(聖徳里方面) 
(楊坪駅出発 : 4-9番バス(9:00, 14:40, 17:00), 40-9番バス(10:30))

ヤンピョン駅1番出口約10分(約8,000ウォン)

地下鉄
Seoul Station90分 1

100分 G.J G.J

G.J

Hongik Univ.

Hoegi → Yangpyeong

Yangpyeong

楊平ザ・グリム カフォレカフェ 青春ミュージアム自動車
30分

自動車
43分

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.
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6 0 編 以 上 の ド ラ マ、 映 画 、 C M な ど の ロ ケ 地 で あ る 「 ザ 
・グリム」は、自然や樹木を鑑賞しながらヒーリングできるミ 
ニ植物園であり、ご希望の方には、チケットと交換でドリンク 
を一杯サービスしています。

京畿道楊平郡玉泉面サナサキル175
www.thegreem.com
平日10:00～日没時、週末9:30～日没時　　　　　　　　　　　　　
毎週水曜日 定休日

82-70-4257-2210

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 楊平ザ・グリム

08
Ea
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rn Gyeonggi

TRIP

INFO

10%
1枚 4人

大人 ₩8,000 → ₩7,200
子ども ₩6,000 → ₩5,400

楊平ザ・グリム
양평 더그림



Google Plus Codes GFHW+HR

08

Ea

ste
rn Gyeonggi

楊平ザ・グリム
양평 더그림

旅行情報
自動車
30分

自動車
47分

コピークーポン使用- 不可
電子クーポン使用- 不可

チケット売り場 / 要写真確認
期間 : 2022.01.01 - 2023.12.31

ご購入のチケットとドリンクを　　　
無料で交換できます。

(23種類のドリンクから選択)

タクシー
ヤンピョン駅1番出口約10分(約8,000ウォン)

地下鉄
Seoul Station90分 1

100分 G.J G.J

G.J

Hongik Univ.

Hoegi → Yangpyeong

Yangpyeong

クーハウス カフォレカフェ楊平ザ・グリム

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.
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韓国は今ニュートロ熱風! 年を取ったと無視しないでくれ、心 
はまだ青春なんだ。青春ミュージアムで懐かしい時代の写真を
撮ってみ よう!

京畿道楊平郡龍門面龍門山路620
www.retromuseum.co.kr  /  www.trickeye.co.kr

営業時間09:00~18:00 入場締切17:00
82-31-775-8907

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 青春ミュージアム

09
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TRIP

INFO

25%
人数制限なし

大人 ₩8,000 → ₩6,000
子ども ₩6,000 → ₩4,500

青春ミュージアム
추억의 청춘뮤지엄



Google Plus Codes GHVP+R3
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青春ミュージアム
추억의 청춘뮤지엄

旅行情報
自動車
32分

自動車
60分

コピークーポン使用- 不可
電子クーポン使用可

チケット売り場 / 要写真確認
期間 : 2022.01.01 - 2023.12.31

バス

タクシー
龍門駅: 77-8番, 77-4番バス乗車 → 終点(最後の停留場)下車(約20分)

龍門駅 - 青春ミュージアム(約12,000ウォン)

地下鉄
100分
110分

Seoul Station1

G.J G.J

G.J

Hongik Univ.

Hoegi → Yongmun

Yongmun

クーハウス 青春ミュージアム 楊平ザ・グリム

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.
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新世界サイモン驪州プレミアムアウトレットは、グッチ、プラダ、
バーバリー、ボッテガヴェネタ、サンローラン、バレンシアガ、ジ
バンシーなど約60の高級ブランドと270以上の海外ファッションブ
ランドや国内有名ブランドまで最大65%オフになった価格でご購入
頂けます。ぜひこの機会にショッピングをお楽しみください。

京畿道驪州市名品路360
https://www.premiumoutlets.co.kr/main/ja
10:30 ~ 21:00
レストラン街閉店30分前に注文締切
旧正月お盆当日定休日

82-1644-4001

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 驪州プレミアムアウトレット(新世界)
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TRIP

INFO

Free
1枚 1人

コーヒー or チュロスのプレゼント

驪州プレミアムアウトレット(新世界)
여주 프리미엄 아울렛(신세계)



Google Plus Codes 6JR7+R4
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驪州プレミアムアウトレット(新世界)
여주 프리미엄 아울렛(신세계)

旅行情報

コピークーポン使用- 不可電子クーポン使用- 不可チケット売り場 / 要写真確認
期間 : 2022.01.01 - 2023.12.31

案内センター訪問 → 新世界アウトレットAPP会員登録 →クーポン入手アメリカ-ノクーポン1枚 or ストリートチュロスクーポン1枚

[夏季(5~10月]売り場及びテイストビレッジ 月-日 10:30~21:00専門レストラン街 月-日 11:00~21:00
[冬季(11~4月)]売り場及びテイストビレッジ 月-木 10:30~20:30 / 金-日 10:30~21:00専門レストラン街 月-木 11:00~20:30 / 金-日 11:00~21:00*売り場ごとに営業時間が異なります
案内センター訪問 →新世界アウトレットAPP会員登録 → クーポン入手(APPダウンロードリンク : https://bit.ly/3h7leYW) アメリカ-ノクーポン1枚 or ストリートチュロスクーポン1枚
· 交換場所: EAST/WEST案内センター · 注意事項 本イベント内容は、当社事情により予告なく取り止め、または変更になる場合があります

地下鉄
Gangnam70分 SB G Pangyo → Yeoju

自動車
40分

自動車
60分

青春ミュージアム カフォレカフェ驪州プレミアムアウトレット(新世界)

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



首都圏からならどこからでもアクセスの良い現代プレミアムアウトレ
ット金浦店では、グッチ、バーバリーをはじめ, 約360の高級ブランド
&プレミアムブランドを最大80%オフになった価格でご購入頂けます。また、広大な漢江ビューと異国情緒溢れる景観、美しく手入れの施
された庭園が調和をなし、ラグジュアリーなくつろぎを与えてくれま
す。首都圏随一のショッピング&お出かけスポットの現代プレミアム
アウトレット金浦店で素敵な思い出をぜひお作りください。

京畿道金浦市高村邑アラ陸路152番通り100
www.ehyundai.com
10:30 ~ 21:00
*レストラン街閉店30分前に注文締切 *旧正月お盆当日定休日

82-31-812-2233

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 現代プレミアムアウトレット 金浦

11
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tern Gyeonggi

TRIP

INFO

Premium 
1枚 1人

プレミアムクーポンブック & h'654アメリカ-ノ無料クーポン進呈

現代プレミアムアウトレット 金浦
현대프리미엄아울렛 김포점



Google Plus Codes HQWP+X6
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現代プレミアムアウトレット 金浦　
현대프리미엄아울렛 김포점

地下鉄

旅行情報
自動車
21分

自動車
22分

①地下鉄9号線「開花(ケファ)駅」で下車後乗換えセンターで16-1番バスに乗車　　
②金浦ゴールドライン「高村(コチョン)駅」で下車後、16番バスに乗車

コピークーポン使用- 不可
電子クーポン使用- 不可

チケット売り場 / 要写真確認
期間 : 2022.01.01 - 2023.12.31

プレミアムクーポンブック &
h'654アメリカ-ノ無料クーポン進呈

(WEST 1F案内デスク)

タクシー
金浦空港 ↔ アウトレット:9,000 ウォン
仁川空港 ↔ アウトレット:34,000 ウォン
ソウル駅 ↔ アウトレット:23,000 ウォン

G.G

Hongik Univ.25分
25分 A

9

Hongik Univ.

Gimpo Intl. Airport → Gaehwa

Gimpo Intl. Airport → Gochon

A

ウンジンプレイドシー ワンマウント現代プレミアムアウトレット 金浦

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



ソウル都心から30分の距離に位置した熊津プレイ都市は, 都心型の
総合レジャースポーツテーマパークです。ウォーターパーク&スパ
から成るウォーター都市と地下1300メートルから湧き出る温泉130
0を運営しています。家族みんなで楽しめる様々な施設と明るく親
切なキャストがお届けする驚くようなサービスを体験できる家族型
のテーマパークです。

京畿道富川市チョマル路2
www.playdoci.com
10:00~18:00(ウォーターパーク&スパ)

82-1577-5773

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON ウンジンプレイドシー
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40%
1枚 4人

一日券 大人 ₩50,000 →  ₩30,000
一日券 子ども ₩40,000 → ₩24,000

ウンジンプレイドシー
웅진플레이도시

W
es

tern Gyeonggi

TRIP

INFO



Google Plus Codes FPXV+QW

12

W
es

tern Gyeonggi

ウンジンプレイドシー
웅진플레이도시

旅行情報

7号線サムサン・チェユックァン駅徒歩7分
1号線プゲ駅マウルバス579番に乗換、15分所要

コピークーポン使用- 不可
電子クーポン使用- 不可

チケット売り場 / 要写真確認
期間 : 2022.01.01 - 2023.12.31

バス
タクシー
1200番ホンデイック駅-三山体育館40分所要

ソウル都心から30分、約20,000ウォン

1

地下鉄
Seoul Station45分

60分 4

1

Myeong-dong

Bugae

Seoul Station

Onsu → SamsanGymnasium

1

7

自動車
30分

自動車
22分

ウンジンプレイドシー 光明洞窟現代プレミアムアウトレット 金浦

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



忠賢博物館は、朝鮮中期に6度も丞相を務めた李元翼(1547-1634)を祀
った博物館です。彼は国難の最中も60年余りを公職に身を置き、国の
ために献身しました。仁祖王は、そんな彼のために観感堂と名付けた
家を与え、民に彼を模範とするようにしました。忠賢博物館には、国
宝に指定された李元翼の遺影、悟里影宇、彼の子孫が居住していた宗
宅(宗家)など遺跡がそのまま保存されており、光明市を代表する文化
施設となっています。

京畿道光明市所下洞オリ路347番キル5-6
http://www.chunghyeon.org/
10:00~17:00

82-2-898-0505

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 忠賢博物館

13
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50%
1枚 1人

大人 ₩10,000 → ₩5,000

忠賢博物館
충현박물관

W
es

tern Gyeonggi

TRIP

INFO



Google Plus Codes CVMH+C6
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忠賢博物館
충현박물관

旅行情報
自動車
30分

自動車
17分

コピークーポン使用- 不可
電子クーポン使用- 不可

チケット売り場 / 要写真確認
期間 : 2022.01.01 - 2023.12.31

バス

タクシー

KTX光明駅3番出口 → 75, 5627番バス(約10~15分)
KTX光明駅2番出口 → 3番バス(約15分)

KTX光明駅(約10分、3800ウォン)

地下鉄
Seoul Station15分 Gwangmyeong

ウンジンプレイドシー光明洞窟 忠賢博物館

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



光明洞窟は、1912~1972年まで金・銀・銅・亜鉛を採掘した首都圏
唯一の鉱山として100年の歴史を持つ産業遺産です。 1972年に廃鉱
になって以来、40年間そのままになっていた光明洞窟が鉱夫の汗と
哀歓が入り混じった歴史体験と文化・芸術複合スペース、ストーリ
ーとコンテンツがあるスポットとして2015年4月に生まれ変わりま
した。現在では年間100万人以上が訪れる韓国を代表する観光地の
一つとして成長しています。

京畿道光明市駕鶴路85番キル142
www.gm.go.kr/cv
09:00~18:00(定休日：毎週月曜日)

82-70-4277-8902

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 光明洞窟

14
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20%
1枚 1人

大人 ₩6,000 → ₩4,800青少年 ₩3,500 → ₩2,800子ども ₩2,000 → ₩1,600

光明洞窟
광명동굴

W
es

tern Gyeonggi

TRIP

INFO



Google Plus Codes CVG8+HH
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光明洞窟
광명동굴

旅行情報
自動車
30分

自動車
17分

KTXクァンミョン駅(8-1)17番/77B 

バス

タクシー
光明市17番バス乗車料金：1,200ウォン

KTXクァンミョン駅 → 光明洞窟料金：5,000ウォン

コピークーポン使用- 不可
電子クーポン使用- 不可

チケット売り場 / 要写真確認
期間 : 2022.01.01 - 2023.12.31

毎週月曜日は休業
(7～8月の夏シーズンは除く)

地下鉄
Seoul Station15分 Gwangmyeong

光明洞窟忠賢博物館 始興プレミアムアウトレット

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



始興プレミアムアウトレットは、ソウル及び首都圏地域から50分 程のところに
ある郊外型アウトレットで、200余りのプレミアム ブランドを常時割引価格で
販売しています。ナイキ、アディダス などの代表スポーツブランドや、
ポロ ラルフローレン、タミ・ヒ ルフィガーなどのトラディショナルブランド、
新世界ファクトリ ーストア、マイケルコースなどの名品ブランドまで一度にショッ 
ピングを楽しめます。 シーズン別フリーマーケットや現場公演な ど、
様々な楽しい催しが盛りだくさんの始興プレミアムアウトレ ットで都心の
中の小さなヨーロッパを経験してみてください。

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 始興プレミアムアウトレット(新世界)

15
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Free
1枚 1人

コーヒー or チュロスのプレゼント

始興プレミアムアウトレット(新世界)
시흥 프리미엄 아울렛(신세계)

W
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tern Gyeonggi

TRIP

INFO

京畿道始興市西海岸路699
www.premiumoutlets.co.kr/siheung
10:30 ~ 21:00
*レストラン街閉店30分前に注文締切 *旧正月お盆当日定休日

82-1644-4001



Google Plus Codes 9PHP+M7
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始興プレミアムアウトレット(新世界)
시흥 프리미엄 아울렛(신세계)

旅行情報
自動車
30分

自動車
20分

烏耳島駅(2番出口) → 23番バス(始興プレミアムアウトレット行き、約20分)
月串駅(1番出口) → 23、63番バス(始興プレミアムアウトレット行き、約15分)
[夏季(5～10月)] 売り場及びフードコート 月～日(10:30~21:00)　                             専門レストラン街月～日 (11:00~21:00)[冬季(11～4月)] 売り場及びフードコート 月～木 (10:30~20:30)  金～日(10:30~21:00)                             専門レストラン街　月～木(11:00~20:30)　金～日 (11:00~21:00)

バス
[3400番バス] 江南駅1番出口から乗車(約1時間所要)
舎堂(サダン)駅14番出口から乗車(約40分所要)
[3500番バス]ソウル大入口駅3番出口から乗車(約40分所要)

コピークーポン使用- 不可電子クーポン使用- 不可チケット売り場 / 要写真確認
期間 : 2022.01.01 - 2023.12.31

案内センター訪問 → 新世界アウトレットAPP会員登録 →クーポン入手アメリカ-ノクーポン1枚 or ストリートチュロスクーポン1枚

地下鉄
480分 4 Seoul Station Oido

480分 4 Myeong-dong Oido

光明洞窟始興 WAVEPARK 始興プレミアムアウトレット

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



始興 WAVEPARKは、アジア初、世界最大規模の人工サーフィンパークです。１時間に約1千回の波を作り、初心者からプロサーファーまで休むことなく続けてサーフィンを楽しむことができます。また、ウェーブゾーン(WAVE ZONE)では、ボディボードを利用したサーフィン体験とキッズサーフィン講習が体験できるサーフプール(SURF POOL)をはじめ、レクレーションプール、キッズプール、タートルプールなどがあります。また、ブルーホールラグーンは、直径25M、水深5M規模のプールでダイビング体験とスキンスキューバを楽しむことができます。

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 始興 WAVEPARK
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20%
1枚 1人

₩40,000 → ₩32,000

始興 WAVEPARK
시흥 웨이브파크

W
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tern Gyeonggi

TRIP

INFO

京畿道始興市コブクソムトゥルレ通り42
www.wavepark.co.kr
オフシーズン10:00~17:00 / 20:00  オンシーズン08:00~22:00
*営業時間は変更になることがあります。

82-31-431-9600



Google Plus Codes 8MFJ+5P
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始興 WAVEPARK
시흥 웨이브파크

旅行情報
自動車
43分

自動車
20分

バス
チョンワン駅 ↔ 始興 WAVEPARK 28番、29番バス　　　　　　　　　　　　　　
オイド駅 ↔ 始興 WAVEPARK 99-3番バス

コピークーポン使用- 不可電子クーポン使用- 不可チケット売り場 / 要写真確認
期間 : 2022.01.01 - 2023.12.31

1. 入場料割引適用     (サーフコーヴ、サーフィンアカデミーは通常料金適用)
2. 当日サーフィン予約受付終了時は利用制限あり
3. ウェイブゾーン営業期間にのみ適用    (ウェイブゾーン営業期間をホームページで要確認)

タクシー
チョンワン駅 ↔ 始興 WAVEPARK 10,000ウォン予想

地下鉄
470分 4 Seoul Station Jeongwang

480分 4 Myeong-dong Jeongwang

始興 WAVEPARK ガラスの島美術館始興プレミアムアウトレット

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



「大阜島(テブド)ガラスの島(ユリソム)美術館」は、ガラスの歴史とガラスの造形物を紹介する展示場と劇場式のガラス工芸公演場、及びガラス工芸体験場をはじめとして、現代美術を紹介するマックアート美術館、海岸道路のガラス彫刻公園、アートショップ、レストラン、カフェなどの様々な便宜施設と、ガラス工芸の有名な作家たちの様々な作品を収集・展示して、美術館を訪れる人々に興味と楽しさを同時にお届けします。

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON ガラスの島美術館

17
W

es
tern Gyeonggi

1枚 1人
大人 ₩10,000 → ₩9,000 青少年(満13～18歳) ₩9,000 → ₩8,000 子ども(満3～12歳) ₩8,000 → ₩7,000 (20人以上の団体 2,000ウォン割引)

ガラスの島美術館
유리섬박물관

W
es

tern Gyeonggi

TRIP

INFO

京畿道安山市檀園区ブフン路254
www.glassisland.co.kr
火～日曜日 - 09 :30～18:00
夏季(09:30～18:30)  冬季(09:00～18:00)
毎週月曜日休業

82-32-885-6262

1,000
ウォン割引



Google Plus Codes 6JC2+3V

17

W
es

tern Gyeonggi

ガラスの島美術館
유리섬박물관

旅行情報
自動車
43分

自動車
60分

バス
4号線 アンサン(安山)駅-市内バス123番
(テブドン(大阜洞)住民センターで下車後、4㎞の距離)
4号線 オイド(烏耳島)駅広域バス790番を利用 
(テブ洞住民センターで下車後、4㎞の距離)
バスを下車、テブ洞住民センターで乗車
(お問い合わせ:82-32-886-8883 / 82-32-882-8884)

コピークーポン使用- 不可
電子クーポン使用- 不可

チケット売り場 / 要写真確認
期間 : 2022.01.01 - 2023.12.31

地下鉄
470分 4 Seoul Station Ansan Station

480分 4 Seoul Station Oido

始興プレミアムアウトレット 始興 WAVEPARKガラスの島美術館

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



ソウルランドは、ソウル近隣(明洞駅、江南駅など)から約30分の場所
に位置し交通の便が良く、季節ごとに様々なお祭りが開催される見ど
ころ満載の韓国を代表する大型テーマパークです。 ソウルランドの主
なアトラクションは、キングバイキング、ブラックホール2000, トッケ
ビパラム、ショットドロップなどで、現在約40のアトラクションを運
行しており、韓国初、随一の光のお祭りである'ルナパーク'をオープン
し、夜間でも楽しめる観光スポットとして急成長しています。

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON ソウルランド

18
So

ut
hern Gyeonggi

46%
1枚 4人

大人 ₩46,000 → ₩25,000青少年  ₩43,000 → ₩25,000子ども ₩40,000 → ₩25,000

ソウルランド
서울랜드

So

ut
hern Gyeonggi

TRIP

INFO

京畿道果川市光明路181 (株)ソウルランド
www.seoulland.co.kr
10:00~21:00(営業時間はホームページ参照)

82-2-509-6000



Google Plus Codes C2MC+M3

18

So

ut
hern Gyeonggi

ソウルランド
서울랜드

旅行情報
自動車
40分

自動車
10分

地下鉄4号線テゴンウォン駅1番・2番・3番出口

コピークーポン使用可
電子クーポン使用- 不可

チケット売り場 / 要写真確認
期間 : 2022.01.01 - 2023.12.31

大人、青少年、子供ともに一括
割引価格25,000ウォンを適用

地下鉄

425分 4 Seoul Station Seoul Grand Park

国立果川(クァチョン)科学館 ソウルランド 義王レールバイク　

4 430分 2 Gangnam Sadang Seoul Grand Park

430分 4 Myeong-dong Seoul Grand Park

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



国立果川(クァチョン)科学館は2008年12月に建てられ、常設展 
示館内には科学探求館、幼児体験館、未来想像SF館、先端技 
術館、韓国科学文明館、自然史館など6つの年齢別・テーマ別 
展示館で構成されており、野外には天文宇宙施設及び昆虫生 
態館、生態公園などがあります。

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 国立果川(クァチョン)科学館

19
So

ut
hern Gyeonggi

25%
1枚 1人

大人 ₩3,000
7～19歳 ₩1,500

国立果川(クァチョン)科学館
국립과천과학관

So

ut
hern Gyeonggi

TRIP

INFO

京畿道果川市上下伐路110
www.sciencecenter.go.kr
09:30~17:30

82-2-3677-1500



Google Plus Codes C2Q4+87

19

So

ut
hern Gyeonggi

国立果川(クァチョン)科学館
국립과천과학관

旅行情報

コピークーポン使用- 不可
電子クーポン使用- 不可

チケット売り場 / 要写真確認
期間 : 2022.01.01 - 2023.12.31

地下鉄4号線テゴンウォン駅6番出口

地下鉄
4 430分 2 Gangnam Sadang Seoul Grand Park

430分 4 Myeong-dong Seoul Grand Park

国立果川(クァチョン)科学館ソウルランド 義王レールバイク　自動車
22分

自動車
10分

※本イベントは、
当社の事情により予告なく変更、

または中断に
なることがあります。

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



首都圏最大規模の旺松湖をレールバイクで楽しんでみてはどう
ですか。一時の退屈も感じさせません。 家族と一緒に都心で
は体験しえない涼やかな景色を思う存分楽しんでください。
“あなたにとっての特別な思い出の始まりとなるでしょう。” 

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 義王レールバイク　

20
So

ut
hern Gyeonggi

10%
1枚1人

(4人) ₩36,000 → ₩32,400 (2人) ₩28,000 → ₩25,200

義王レールバイク　
의왕 레일바이크

So

ut
hern Gyeonggi

TRIP

INFO

京畿道義王市旺松モットン路209
www.uwrailpark.co.kr

10:00~17:30(年中無休)
82-31-462-3001



Google Plus Codes 8X52+W7

20

So

ut
hern Gyeonggi

義王レールバイク　
의왕 레일바이크

旅行情報
自動車
42分

自動車
22分

コピークーポン使用- 不可
電子クーポン使用可

チケット売り場 / 要写真確認
期間 : 2022.01.01 - 2023.12.31

平日10%割引
週末と祝日は使用不可

1号線義王駅 → ソウル駅基準(料金1,850ウォン)

バス
義王駅2番出口 → 5,09A番バス(15分)
タクシー
舎堂駅出発(約23,000ウォン)

地下鉄
130分 1 Seoul Station Uiwang station

国立果川(クァチョン)科学館 ソウルランド義王レールバイク　

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



世界文化遺産に登録された水原華城を一望できるフライング水原
にお越しいただき、大好きな人に空をプレゼントしてみてはどうで
すか。

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON フライング水源

21
So

ut
hern Gyeonggi

1枚 1人
大人 ₩18,000 → ₩17,000

フライング水源
플라잉수원

So

ut
hern Gyeonggi

TRIP

INFO

京畿道水原市八達区慶寿大路697
www.flyingsuwon.com
平日 : 13:00~22:00、週末 : 11:00~22:00

82-31-247-1300

NEW

バラエティー'トンネハンバッキ(町を一周)' 'センオンニドゥル(強いお姉さんたち)'

1,000
ウォン割引



Google Plus Codes 72PG+RC

21

So

ut
hern Gyeonggi

フライング水源
플라잉수원

旅行情報
自動車
30分

自動車
15分

コピークーポン使用- 不可
電子クーポン使用- 不可

チケット売り場 / 要写真確認
期間 : 2022.01.01 - 2023.12.31

無人チケット販売機で
1,000ウォン割引チケットを発券

バス
バス 300番, 400番, 6番, 6-2番, 7番, 7-2番, 1007番
練武台停留所下車, 蒼龍門まで100m
タクシー
蒼龍門(下車), 駐車場有(無料)

地下鉄
SB35分  Gangnam Gwanggyo JungangSB

アクアプラネット光敎 フライング水源 義王レールバイク　

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



京畿道南部随一のアクアリウム! Fun  &  Fantasy !  Aqua 
Planet広大な海の中の世界、アクアプラネット光敎です。
アクアリストの生態説明会、餌やり体験、クラゲ研究室など様々な
教育&体験プログラムと、スリル満載のサメ水槽透明ボート、アク
アキッズプレイグラウンド、アクアマジックショー、ミュージック
ショー、ドローイングショーなど今までのアクアリウムとは一味違
ったコンテンツを365日体験することができます。

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON アクアプラネット光敎

22
So

ut
hern Gyeonggi

15%
1枚 4人

大人 ₩26,000 → ₩22,100

アクアプラネット光敎
아쿠아플라넷 광교

So

ut
hern Gyeonggi

TRIP

INFO

NEW

京畿道水原市霊通区光敎湖公園路300KRフォレナB1F
m.aquaplanet.co.kr/gwanggyo/index.do
10:30~19:30(入場締切18:30)

82-1833-7001



Google Plus Codes 73P5+2F

22

So

ut
hern Gyeonggi

アクアプラネット光敎
아쿠아플라넷 광교

旅行情報
自動車
30分

自動車
15分

コピークーポン使用可
電子クーポン使用可

チケット売り場 / 要写真確認
期間 : 2022.01.01 - 2023.12.31

子ども 訪問の場合、
大人割引価格(22,100ウォン)

が適用可能

バス
カンナム駅 : 3002 → 201
ソウル駅:M5121
スウォン駅:15-1 → 720-3
タクシー
カンナム駅:27,390ウォン
ソウル駅:37,190ウォン
スウォン駅:8,900ウォン

光敎中央駅4番出口ロッテアウトレット方面(徒歩13分)

地下鉄
SB35分  Gangnam Gwanggyo JungangSB

アクアプラネット光敎フライング水源 韓国民俗村

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



韓国民俗村は、長い歳月を経て伝承されてきた韓国文化のうち、生
活風俗に関するものを一か所に集め、国内外の観光客に韓国の民族
文化を紹介するために作られました。ここでは生きた韓国文化を体
験でき、美しい自然に囲まれた韓国伝統文化観光スポットとして人
気を博しています。

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 韓国民俗村

23
So

ut
hern Gyeonggi

36%
1枚 1人

入場券 ₩25,000 → ₩16,000フリーパス ₩30,000 → ₩22,000

韓国民俗村
한국민속촌

So

ut
hern Gyeonggi

TRIP

INFO

京畿道龍仁市器興区民俗村路90
www.koreanfolk.co.kr
10:00~18:00 * 季節によって運営時間が異なる。(利用前に要確認)

82-31-288-0000

*大人、子どもの区分なく、上記のように同じ価格で購入可能



Google Plus Codes 7458+9R
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So

ut
hern Gyeonggi

韓国民俗村
한국민속촌

旅行情報
自動車
30分

自動車
30分

コピークーポン使用- 不可
電子クーポン使用- 不可

チケット売り場 / 要写真確認
期間 : 2022.01.01 - 2023.12.31

状況によって料金が変わる
場合があります。

バス
シンノンヒョン駅/カンナム駅：5001-1番
チョンガク駅：5500-1番
無料シャトルバス運行(スウォン駅 → 韓国民俗村)
タクシー
カンナム駅：約28,000ウォン / チョンガク駅：約35,000ウォン
スウォン駅：約13,000ウォン/ サンガル駅：約3,000ウォン → 韓国民俗村

地下鉄
B100分 Jonggak Suwon B SanggalB

B B40分 Gangnam Jeongja SanggalSB

エバーランド アクアプラネット光敎韓国民俗村

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



エバーランドは1976年にオープンした韓国最高のテーマパークと して毎年約
800万人、外国人観光客約100万人が訪れる観光スポットです。5つのユニーク
なテーマゾーン(アメリカン・アドベ ンチャー、マジックランド、ヨーロピアン・
アドベンチャー、ズ ートピア、グローバルフェア)を運営しており、ズートピアは
韓 国最大規模の動物園で、肉食サファリ、草食サファリが楽しめま す。これ
以外にも四季を通じてユニークなテーマのフェスティバルが開かれ、Tエクスプレス、
アマゾンエクスプレスなど多彩な 楽しいプログラムが盛りだくさんです。

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON エバーランド

24
So

ut
hern Gyeonggi

20%
1枚 4人

大人 ₩60,000 → ₩48,000 子ども ₩48,000 →  ₩38,000 

大人 ₩74,000 → ₩59,000 子ども ₩58,000 → ₩46,000

エバーランド
에버랜드

So

ut
hern Gyeonggi

TRIP

INFO

京 畿道龍仁市処仁区蒲谷邑エバーランド路199
www.everland.com
シーズンによって異なる。(10:00~21:00)

82-31-320-5000

エバーランド(Aシーズン)
カリビアンベイ(ゴールドシーズン基準)

(ゴールド/ハイ/ミドル/ロー シーズンによって平常価格が異なる。)



Google Plus Codes 76V3+H2

24

So

ut
hern Gyeonggi

エバーランド
에버랜드

旅行情報
自動車
30分

自動車
30分

コピークーポン使用可電子クーポン使用可チケット売り場 / 要写真確認
期間 : 2022.01.01 - 2023.12.31

* 코드명: 외국인-관광공사* その他の割引と重複できない。　　　　　　　　* 平常価格の値上り時は、割引された最終金額が   変更されることがある。* エバーランド年中無休 　　　　　　　　　　　　　　　* カリビアンベイの休場期間はホームページを確認のこと。

地下鉄
B

3

80分
110分

Gangnam

Myeong-dong

Jeongja

Chungmuro

SB

4

E

SB

E

Giheung → Everland

Yangjae

B Migeum Giheung → Everland

バス
市外バス
5002番:新ノンヒョン駅-江南駅- ヤンジェ駅経由 
5700番:江辺駅-蚕室駅-松坡駅-スソ駅経由
シャトルバス
合井駅4番出口、弘大入口駅4番出口、新村駅5番出口 
市庁駅5番出口、ソウル駅10番出口、明洞駅2番出口 
鍾路3街駅12番出口、東大門歴史文化公園駅11番出口

エバーランド アクアプラネット光敎韓国民俗村

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



シーズコーヒーは、工場見学とロースト、ハンドドリップを 実施し
ており、バリスタの夢をさらに広げる新世代コーヒー体験館です。
淹れたてのコーヒーを味わう機会も提供しています。

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON シーズコーヒー

25
So

ut
hern Gyeonggi

33%
1枚 4人

体験費 ₩15,000 → ₩10,000

シーズコーヒー
씨즈커피

So

ut
hern Gyeonggi

TRIP

INFO

京畿道龍仁市処仁区賢面琶潭路149番キル30
www.seescoffee.com
09:00~18:00

82-1522-8866 



Google Plus Codes 73P5+2F

25

So

ut
hern Gyeonggi

シーズコーヒー
씨즈커피

旅行情報
自動車
10分

自動車
40分

コピークーポン使用- 不可
電子クーポン使用- 不可

チケット売り場 / 要写真確認
期間 : 2022.01.01 - 2023.12.31

タクシー
エバーランド駅から 6,000ウォン所要時間10分

地下鉄
B

3

SB B

80分
110分

120分

Gangnam

Myeong-dong

Hongik Univ.

Jeongja

Chungmuro

Gangnam Jeongja

SB

4

2

E

SB

E

Giheung → Everland

Yangjae

B Migeum Giheung → Everland

E Giheung → Everland

エバーランド徳坪恐竜樹木園 シーズコーヒー

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



龍仁大長今パークは、計84万坪の敷地に時代劇はもちろん、現 
代劇、映画、CMまで撮影できる韓国最大規模のオープンセット 
場です。
三国時代、高麗時代、朝鮮時代など歴史的な考証を経て完成さ 
れた建築様式と生活空間が半永久的に使用できるように建てら 
れました。

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 龍仁 大長今パーク

26
So

ut
hern Gyeonggi

1枚 2人
大人 ₩9,500 → ₩7,500 青少年 ₩8,000 → ₩6,000 48ヵ月～小学生 ₩7,000 → ₩5,000

龍仁 大長今パーク
용인 대장금 파크

So

ut
hern Gyeonggi

TRIP

INFO

京 畿道龍仁市処仁区白岩面湧泉里778-1(ドラマ通り25)
djgpark.imbc.com
夏季(3月~10月) 09:00 ~ 18:00
冬季(11月~2月) 09:00 ~ 17:00

82-31-337-3241

2,000
ウォン割引



Google Plus Codes 48CP+FP

26

So

ut
hern Gyeonggi

龍仁 大長今パーク
용인 대장금 파크

旅行情報
自動車
55分

自動車
55分

コピークーポン使用- 不可
電子クーポン使用可

チケット売り場 / 要写真確認
期間 : 2022.01.01 - 2023.12.31

重複割引不可

バス
白岩面105番バス

地下鉄
B

3

SB B

80分
110分

120分

Gangnam

Myeong-dong

Hongik Univ.

Jeongja

Chungmuro

Gangnam Jeongja

SB

4

2

E

SB

E

Giheung → Everland

Yangjae

B Migeum Giheung → Everland

E Giheung → Everland

エバーランド徳坪恐竜樹木園 龍仁 大長今パーク

タクシー
エバーランド駅から 30,000ウォン所要時間55分

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



ファダムスプ(和談の森)は人間と自然が共存して交感する韓国 的な生態空間を目指しています。このため森の植生を最大限自 然そのままに保存し、環境にやさしい生態空間として造られま した。ファダムスプでは、四季がはっきりとした韓国の森の美 しさが季節によって色とりどりに現れる17のテーマ庭園が際 立っています。 韓国最大規模の松庭園と苔園をはじめとして盆 栽園、あじさい園、ツツジ園、白樺林などの庭園、そして、喬 木、低木、草花など計4千種類くらいの国内外の自生植物で造成 されています。

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON ファダムスプ(和談の森)

27
So

ut
hern Gyeonggi

1枚 1人
 大人 ₩10,000 → ₩9,000 高齢者/青少年 ₩8,000 → ₩7,000 子ども ₩6,000 → ₩5,000

ファダムスプ(和談の森)
화담숲

So

ut
hern Gyeonggi

TRIP

INFO

京畿道広州市都尺面都尺ウィッ路278-1
www.hwadamsup.com
平日09:00~18:00 週末08:30~18:00(入場締切17:00)

82-31-8026-6666

1,000
ウォン割引



Google Plus Codes 87RR+9F

27

So

ut
hern Gyeonggi

ファダムスプ(和談の森)
화담숲

コピークーポン使用- 不可
電子クーポン使用- 不可

チケット売り場 / 要写真確認
期間 : 2022.01.01 - 2023.12.31

和談の森 閉場日の変動

バス
チャムシル駅 : 500-1昆
池岩ターミナルで下車して、タクシーを利用(約8,000ウォン)
タクシー
ソウル駅：約50,000ウォン / カンナム駅：約40,000ウォン

ファダムスプ(和談の森) ご利用案内
* 雨天などの気象悪化時に入場された場合も、払戻し及び再使用はできません。 * 安 全及び植物保護のために、指定されたテーマ庭園以外の場所は出入りを禁じます。* 植物、種、土石を採取しないでください。また、全地域が禁煙区域です。* 簡 単な食べ物類、レジャーシート、ペット(動物)、引火性物質、採集道 具、  運動器具、音響道具、三脚などの搬入を禁じます。* 営業時間はホームページで事前にご確認ください。

地下鉄
3 SB70分 Seoul Station Chungmuro4

G40分 Gangnam Pangyo → GonjiamSB

Yangjae

G Pangyo → Gonjiam

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



徳坪(トクピョン)恐竜樹木園は25万平方メートル規模のドンメ 
ギ山のふもとに恐竜をテーマにして造られた樹木園です。去る 
2016年にオープンして以来、子どもたちには無限の想像力と楽 
しさを、大人たちには忙しい日常に暫しの休息を与える新概念 
の家族テーマパーク樹木園として親しまれています。

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 徳坪恐竜樹木園

28
So

ut
hern Gyeonggi

30%
1枚 4人

(平日) 大人 ₩9,000 → ₩6,300             中高生/子ども ₩6,000 → ₩4,200(週末) 大人 ₩10,000 → ₩7,000             中高生/子ども ₩7,000 → ₩4,900

徳坪恐竜樹木園
덕평 공룡수목원

So

ut
hern Gyeonggi

TRIP

INFO

京畿道利川市麻長面芍村路282
www.dinovill.com
平日 09:00 ~ 18:00
週末及び祝日 09:00 ~ 21:00

82-31-633-5029



Google Plus Codes 68JQ+W8

28

So

ut
hern Gyeonggi

徳坪恐竜樹木園
덕평 공룡수목원

旅行情報
自動車
18分

自動車
40分

コピークーポン使用- 不可
電子クーポン使用- 不可

チケット売り場 / 要写真確認
期間 : 2022.01.01 - 2023.12.31

食べ物搬入禁止

バス
ソウル高速バスターミナル 
→ 利川総合ターミナル→利川ターミナル停留所から徒歩3分
→ 22-4番バスに乗車 → 芍村里終点の停留所で下車、徒歩14分
タクシー
利川総合ターミナル基準 20,000ウォン

地下鉄
3 SB80分 Seoul Station Chungmuro4

G50分 Gangnam Pangyo → IcheonSB

Yangjae

G Pangyo → Icheon

星光庭園 宇宙シーズコーヒー 徳坪恐竜樹木園

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



月に住むウサギが宇宙の旅路で得た光の種を植えて作った地球の中
の小さな宇宙。
不思議なピョルピッ(星の光)庭園宇宙で多種多様な光と想像力を掻
き立てるフォトゾーン、さらにはここでしか見られない幻想的なラ
イトショーをお楽しみください。

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 星光庭園 宇宙

29
So

ut
hern Gyeonggi

1枚 4人
大人 ₩12,000 → ₩7,000 子ども ₩6,000 → ₩5,000

星光庭園 宇宙
별빛정원우주

So

ut
hern Gyeonggi

TRIP

INFO

 畿道利川市麻長面徳耳路154番キル 287-76番地
www.ooozooo.co.kr
夜間運営時間：11月～2月：17-23時、3月～10月：18-23時

82-31-645-0002

5,000
ウォン割引



Google Plus Codes 69RR+VC

29

So

ut
hern Gyeonggi

星光庭園 宇宙
별빛정원우주

旅行情報
自動車
15分

自動車
50分

コピークーポン使用可電子クーポン使用可チケット売り場 / 要写真確認
期間 : 2022.01.01 - 2023.12.31

*重複割引不可*雨天などの天候が悪化した場合、  ライティングショーができないことが    あります。

バス
利川ターミナル京江線利川駅バス(12-1、12-3、22-9)
利川ロッテアウトレット下車、徒歩10分
タクシー
利川ターミナル - 星光庭園 宇宙(約 15,000ウォン)
利川駅- 星光庭園 宇宙(約 12,000ウォン)

地下鉄
3 SB80分 Seoul Station Chungmuro4

G50分 Gangnam Pangyo → IcheonSB

Yangjae

G Pangyo → Icheon

星光庭園 宇宙徳坪恐竜樹木園豚博物館

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



2011年に設立された京畿道利川の豚博物館は「豚」をテーマに 
豚運動会や各種体験プログラムを提供しており、また豚肉の販 
売、飼育、加工品の生産から販売まで行っている教育農場です。 
豚のショーを韓国で初めて独自に開発して訪問客に楽しいひと時 
を提供しているほか、地域の農家と連携して様々な農畜産物を販 
売しています。

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 豚博物館

30
So

ut
hern Gyeonggi

10%
1枚 1人

大人 ₩10,000 → ₩9,000 子ども ₩9,000 → ₩8,100 24か月未満 - 無料入場

豚博物館
돼지박물관

So

ut
hern Gyeonggi

TRIP

INFO

京畿道利川市栗面林烏山路372番キル129-7
pigpark.co.kr
09:00~18:00(月曜日 定休日)

82-31-641-7540



Google Plus Codes 3HPM+7J

30

So

ut
hern Gyeonggi

豚博物館
돼지박물관

旅行情報
自動車
60分

自動車
50分

コピークーポン使用- 不可
電子クーポン使用- 不可

チケット売り場 / 要写真確認
期間 : 2022.01.01 - 2023.12.31

バス
東ソウルターミナルから長湖院行き高速市外バス
(6時30分から20～30分間隔で運行)に乗車して
長湖院(チャンホウォン)下車(所要時間：約1時間)
タクシー
長湖院(チャンホウォン)ターミナルからタクシーを利用
(約10～15分所要)

星光庭園 宇宙 徳坪恐竜樹木園豚博物館

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



韓国最大級の農業テーマパーク！いろんな動物を間近で見たり、季
節ごとに美しく咲き誇る花々を背景にこれまでの人生で一番素敵な
写真を撮ったり、広大な牧場を電動自転車で一周したり、ワクワク
ドキドキのレーシングカートや乗馬体験など遊びがいっぱい!

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 安城ファームランド

31
So

ut
hern Gyeonggi

1枚 1人
大人 ₩12,000 → ₩10,000 子ども ₩10,000 → ₩8,000

備考:通常の価格は異なる場合があります。

安城ファームランド
안성팜랜드

So

ut
hern Gyeonggi

TRIP

INFO

京畿道安城市公道邑大神ドゥギル28
www.nhasfarmland.com
夏期10:00~18:00(発券締め切り17:00)
冬季10:00~17:00(発券締め切り16:00)
* 一部期間の早期開場と夜間運営(時期別ホームページ及びSNSを参照)

82-31-8053-7979

NEWNEW

ドラマ: ‘ボイスシーズン4’, ‘ラン・オン’, ‘ミッシング’, ‘ザ・キング’ MV: 2PM ‘ザ・カフェ’, NCT ‘From home’, ポール・キム ‘二日酔い’

2,000
ウォン割引



Google Plus Codes X5RV+WH

31

So

ut
hern Gyeonggi

安城ファームランド
안성팜랜드

旅行情報
自動車
60分

自動車
60分

コピークーポン使用- 不可電子クーポン使用- 不可チケット売り場 / 要写真確認
期間 : 2022.01.01 - 2023.12.31

タクシー
孔道市外バスターミナル → 安城ファームランド(約15分)
平澤駅 → 安城ファームランド(約40分)

ホームページにて英語版、中国語版、日本語版の安城ファームランドのリーフレットがダウンロード可能(モバイル対応)

地下鉄
170分 Seoul Station Pyeongtaek 1

4 180分 Gangnam Sadang Geumjeong → Pyeongtaek2

安城ファームランド 龍仁 大長今パーク豚博物館

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



鳥の巣村は、臨津江が一望できる京畿道最北端に位置した農村ですが、
非武装地帯に沿って造成された連川平和ヌリギル（散策コース）があ
り、臨津江の柱状節理を見たり、澄んだ空気ときれいな自然の中を歩
くトレッキングの名所でもあります。また、体験教育館を中心に村中
にある数多くの資源を活用することで、 自然をもとに都市と農村が
一つになる豊富な体験プログラムをご用意しています。

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON セドゥンジマウル(鳥の巣村)

32
N

or
thern Gyeonggi

10%
1枚 1人

体験価格
₩10,000 ~ ₩20,000

セドゥンジマウル(鳥の巣村)
새둥지마을

N
or

thern Gyeonggi

TRIP

INFO

京畿道漣川郡百鶴面ノアロ491番キル86
www.gumiri.com
09:00~18:00(年中無休)

82-31-835-7345

NEW



Google Plus Codes 2X46+H2

32

N
or

thern Gyeonggi

セドゥンジマウル(鳥の巣村)
새둥지마을

旅行情報
自動車
30分

自動車
10分

バス
消遙山駅(58番、39番)-全谷ターミナル(58)-百鶴九尾里下車
タクシー
積城ターミナル(約25,000ウォン)
全谷ターミナル(約25,000ウォン)

コピークーポン使用- 不可電子クーポン使用- 不可チケット売り場 / 要写真確認
期間 : 2022.01.01 - 2023.12.31

リンゴもち米コチュジャン、もち米げんこつ餅、アレンジおこし作り体験など(体験ごとに料金は異なる)

地下鉄
190分 Seoul Station Soyosan1

7 1100分 Gangnam Konkuk Univ. Dobongsan → Soyosan2

ナムランノルジャ(木と遊ぼう) セドゥンジマウル(鳥の巣村) プルネマウル(プルネ村)

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



山林福祉専門教育"木と遊ぼう"です。木と共に考える力を育てる体
験教育農場です。森体験、木のカレンダー、空気清浄機能のある植
物作り、玄武岩の鉢作りなど様々な興味をそそる体験活動ができる
場所となっています。

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON ナムランノルジャ(木と遊ぼう)

33
N

or
thern Gyeonggi

10%
1枚 1人

体験価格 
₩10,000 ~ ₩20,000

ナムランノルジャ(木と遊ぼう)
나무랑 놀자

N
or

thern Gyeonggi

TRIP

INFO

NEW

京畿道漣川郡 全谷邑 全谷駅路66番キル34
blog.naver.com/changsantree
10:00~16:00(年中無休)

82-31-835-6633



Google Plus Codes 23CC+WG

33

N
or

thern Gyeonggi

ナムランノルジャ(木と遊ぼう)
나무랑 놀자

旅行情報
自動車
15分

自動車
10分

バス
ソヨサン駅:39-2番バス(約40分)
タクシー
ソヨサン駅(約13,000ウォン)

コピークーポン使用- 不可電子クーポン使用- 不可チケット売り場 / 要写真確認
期間 : 2022.01.01 - 2023.12.31

森体験、木のカレンダー、空気清浄効果のある植物作りなど(体験ごとに料金は異なる)

地下鉄
190分 Seoul Station Soyosan1

7 1100分 Gangnam Konkuk Univ. Dobongsan → Soyosan2

ナムランノルジャ(木と遊ぼう) プルネマウル(プルネ村)セドゥンジマウル(鳥の巣村)

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



プルネ村は、和やかで素朴な韓国の田舎暮らしする人々の人情が
溢れる姿をそのままにした村です。風化した土壌で育った特別で味
の良い農産物を使い、体に良い田舎風の食事をお楽しみ頂けます。
故郷の匂いがいっぱい詰まったおばあちゃんの家を思い起こさせるヒ
ーリングスポットとして、様々な体験と食事作りを直接行える場所と
なっています。

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON プルネマウル(プルネ村)

34
N

or
thern Gyeonggi

10%
1枚 1人

体験価格 
₩8,000 ~ ₩20,000

プルネマウル(プルネ村)
푸르내마을

N
or

thern Gyeonggi

TRIP

INFO

NEW

京畿道漣川郡青山面清淵路30-62
www.purnevil.com
10:00~17:00 

82-31-833-5299



Google Plus Codes 5772+6C

34

N
or

thern Gyeonggi

プルネマウル(プルネ村)
푸르내마을

旅行情報
自動車
15分

自動車
10分

バス
ソヨサン駅 → 全谷バス(20分) → 青山中学校下車
タクシー
ソヨサン駅(約30,000ウォン)

コピークーポン使用- 不可電子クーポン使用- 不可チケット売り場 / 要写真確認
期間 : 2022.01.01 - 2023.12.31

麦パン、キュウリの宝石石鹸、高麗人参コチュジャン、ハト麦カクテギ、おこし、ピザ作り体験など(体験ごとに料金は異なる)

地下鉄
190分 Seoul Station Soyosan1

7 1100分 Gangnam Konkuk Univ. Dobongsan → Soyosan2

ナムランノルジャ(木と遊ぼう)プルネマウル(プルネ村)セドゥンジマウル(鳥の巣村)

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



自然環境保護を通じた生命の尊重と環境保全意識の向上のために1
997年平康植物園として歩み始めました。現在、ピョンガンランド
は、13つのテーマ庭園、国内初の岩石園がある平康植物園と、北
欧スタイルの遊び場であるアドベンチャーパーク、20以上の客室が
あるイノスピアリゾートを運営しています。約20万坪の敷地がある
平康ランドは、宿泊、観覧、展示を一度に楽しめる京畿道最大級の
エンターテイメントスポットです。

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON ピョンガンランド

35
N

or
thern Gyeonggi

33%
1枚 1人

大人 ₩8,000 → ₩5,000子ども ₩7,000 → ₩5,000

ピョンガンランド
평강랜드

N
or

thern Gyeonggi

TRIP

INFO

京畿道抱川市永北面井戸木キル203
www.peacelandkorea.com
09:00 ~ 18:00

82-31-532-1779

NEW



Google Plus Codes 28X3+QG

35

N
or

thern Gyeonggi

ピョンガンランド
평강랜드

旅行情報
自動車
50分

自動車
40分

コピークーポン使用- 不可
電子クーポン使用- 不可

チケット売り場 / 要写真確認
期間 : 2022.01.01 - 2023.12.31

バス
東ソウル総合ターミナル(3000番バス)
→ 雲泉ターミナル(10-1番バス)(約2時間)
タクシー
雲泉ターミナル(約20分)

ボス・アップル農園 ピョンガンランド 抱川アートバレー

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



日 較 差 が 大 き い た め 、 リ ン ゴ が よ り 一 層 美 味 し く な る 
抱川市に位置した2万余坪のリンゴ農場「ボス・アップル農 
園」は、専門的な果樹栽培から毎年行われるいろんな農場体験 
学習を通じて数多くの観光客が訪れています。製品の生産ま 
で全てがオープンされていて、直接確認できるので、より信 
頼できるボス・アップル農園です。

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON ボス・アップル農園

36
N

or
thern Gyeonggi

20%
1枚 2人

ミニリンゴ狩り体験
₩20,000 → ₩16,000

ボス・アップル農園
사과깡패

N
or

thern Gyeonggi

TRIP

INFO

京畿道抱川市永中面護国路2674-67
bossapple.com
10:00 ~ 16:00

82-31-544-8998



Google Plus Codes X6JW+C4

36

N
or

thern Gyeonggi

ボス・アップル農園
사과깡패

旅行情報
自動車
30分

自動車
15分

コピークーポン使用- 不可
電子クーポン使用可

チケット売り場 / 要写真確認
期間 : 2022.01.01 - 2023.12.31

バス
倉洞駅 → 座席バス1386(ハンフ ァ生命入口) 
→ 白鷺洲遊園地入口停留所で下車(約2,650ウォン)
タクシー
倉洞駅(約50分)

地下鉄
130分 Seoul Station Changdong1

7 150分 Gangnam Konkuk Univ. Dobongsan → Changdong2

ボス・アップル農園 ハーブアイランド抱川アートバレー

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



抱川(ポチョン)アートバレーは1960年代から30余年間、花崗岩を
採石してきた石切り場でした。1990年代以後、良質の花崗岩の生
産量が減って石切り場の運営が中断されたまま廃採石場となって
いた場所を、抱川市が2004年から2009年までエコ複合芸術文化
公園として復活させたスポットです。

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 抱川アートバレー

37
N

or
thern Gyeonggi

50%
1枚 2人

(入場料) 大人 ₩5,000 →  ₩2,500                 青少年 ₩3,000 → ₩1,500                 子ども ₩1,500 →₩ 800

抱川アートバレー
포천아트밸리

N
or

thern Gyeonggi

TRIP

INFO

京畿道抱川市新北面アートバレー路234
artvalley.pocheon.go.kr
夏季 : 09:00 ~ 22:00(入場終了 : 20時)冬季 : 09:00 ~ 21:00(入場終了 : 19時)毎週月曜日 : 09:00 ~ 19:00(入場終了 : 18時)  ※ 毎月第一火曜日は休業。

82-1668-1035

ドラマ: '私を殺したまえ'



Google Plus Codes W6FQ+65

37

N
or

thern Gyeonggi

抱川アートバレー
포천아트밸리

旅行情報
自動車
30分

自動車
20分

バス
ウィジョンブ駅 138,138-5番座席バス(バス利用) → 新北面事務所で下車後、タクシーを利用(基本料金)
道峰山乗換えセンター → 1386番バス→ 新北面事務所で下車後、タクシーを利用(基本料金)
東ソウルターミナル → 3000、3001、3002番バス → 新北面事務所で下車、タクシーを利用(基本料金)
タクシー
抱川タクシー 82-31-535-5088 / シンブクタクシー82-31-531-5999

コピークーポン使用- 不可電子クーポン使用- 不可チケット売り場 / 要写真確認
期間 : 2022.01.01 - 2023.12.31

モノレール運賃料大人1人(往復) ₩4,500 → ₩2,300 / (片道) ₩3,500 → ₩1,800少年1人(往復) ₩3,500 → ₩1,800 / (片道) ₩2,500 → ₩1,300子ども1人(往復) ₩2,500 → ₩1,300 / (片道) ₩1,800 → ₩1,000

※天災地変や社会災難などで運営時間が変更されることがあります。

地下鉄
150分 Seoul Station Uijeongbu1

7 170分 Gangnam Konkuk Univ. Uijeongbu2

ボス・アップル農園 ハーブアイランド抱川アートバレー

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



ハーブアイランドはハーブで幸せな世の中をつくっていきま す。
ハ ーブ の 原 産 地 で あ る 地 中 海 の 生 活 を テ ー マ に して 異 色 
で、様々な見どころや楽しみがあります。世界初のハーブ植物 
博物館が運営されています。

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON ハーブアイランド

38
N

or
thern Gyeonggi

20%
1枚 1人

一般 ₩9,000 → ₩8,000  
ハーブ&アロマ足浴体験 ₩15,000 → ₩12,000 

アロマ香水作り ₩10,000 → ₩8,000

ハーブアイランド
허브아일랜드

N
or

thern Gyeonggi

TRIP

INFO

京畿道抱川市新北面青新路947番キル35
www.herbisland.co.kr
10:00~22:00(土曜夜は夜11時まで)
※定休日-水曜日(祝日は通常営業)

82-31-535-6494



Google Plus Codes X48J+4M

38

N
or

thern Gyeonggi

ハーブアイランド
허브아일랜드

旅行情報
自動車
30分

自動車
30分

コピークーポン使用- 不可
電子クーポン使用- 不可

チケット売り場 / 要写真確認
期間 : 2022.01.01 - 2023.12.31

バス
ソヨサン駅(向かい側)57番, 57-1番(約50分)
タクシー
ソウル駅 → ハーブアイランド(約60,000ウォン）

地下鉄
190分 Seoul Station Soyosan1

7 1100分 Gangnam Konkuk Univ. Dobongsan → Soyosan2

ボス・アップル農園 ハーブアイランド 抱川アートバレー

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



楊州市立フェアム寺址博物館は国家史跡第128号、楊州フェアム 
寺址で出土された遺物を保管、研究、展示、教育する専門博物 
館です。 高麗末から朝鮮初最大の王室寺院としてその価値と重 
要性が非常に大きく、当時の王室と仏教文化を理解できるよう 
に様々な歴史文化サービスを提供しています。

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 楊州市立フェアム寺址博物館

39
N

or
thern Gyeonggi

30%
1枚 2人

大人 ₩2,000 → ₩1,400青少年/軍人 ₩1,500 → ₩1,050小学生 ₩1,000 → ₩700

楊州市立フェアム寺址博物館
양주시립회암사지박물관

N
or

thern Gyeonggi

TRIP

INFO

京畿道楊州市フェアム寺キル11
www.yangju.go.kr/museum
冬期:11月~2月09:00~17:00(入場締切16:00)
夏期:3月~10月09:00~18:00(入場締切17:00)

82-31-8082-4187



Google Plus Codes R4R3+F5

39

N
or

thern Gyeonggi

楊州市立フェアム寺址博物館
양주시립회암사지박물관

旅行情報
自動車
45分

自動車
30分

バス
1号線 楊州駅 90番バス(約50分)
1号線 徳渓駅 700番バス(約30分)
1号線 徳亭駅 78番バス(約30分)
タクシー
楊州駅基準 約15,000ウォン
徳亭駅基準 約7,000ウォン

コピークーポン使用- 不可
電子クーポン使用- 不可

チケット売り場 / 要写真確認
期間 : 2022.01.01 - 2023.12.31

市民割引、カード割引など
重複割引はできません。

地下鉄
160分 Seoul Station Yangju1

164分 Seoul Station Deokgye1

168分 Seoul Station Deokjeong1

楊州市立フェアム寺址博物館 ハーブアイランド抱川アートバレー

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



ヤマブドウ農園は首都圏に位置する唯一のワイナリーで、
ブ ド ウ で は な く ヤ マ ブ ド ウ で ワ イ ン を 醸 造 して い ま す。
オリジナルワインをボトルに入れる体験、ヤマブドウジャム作り、
ワイントンネルの観覧など、多彩なプログラムが楽しめます。

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON ヤマブドウ農園

40
N

or
thern Gyeonggi

20%
1枚 4人

自分だけのワイン作り ₩17,000 →₩13,600

ジャム作り ₩9,000 → ₩7,200

ヤマブドウ農園
산머루농원

N
or

thern Gyeonggi

TRIP

INFO

京畿道坡州市積城面ウィッペウニキル 441-25
www.sanmeoru.com
09:00~17:00 

82-31-958-4558 



Google Plus Codes XX65+25

40

N
or

thern Gyeonggi

ヤマブドウ農園
산머루농원

旅行情報
自動車
40分

自動車
40分

コピークーポン使用可
電子クーポン使用可

チケット売り場 / 要写真確認
期間 : 2022.01.01 - 2023.12.31

バス
ソウル-ムンサン駅バス(2千ウォン)
タクシー
ソウル-ムンサン駅タクシー(2万ウォン)

G.J

G.J

4 G.J

地下鉄
60分
55分
90分

Seoul Station

Hongik Univ.

Gangnam

Munsan

Munsan

Sadang Seoul Station

G.J Munsan

G.J

G.J

2

臨津江ドッケ橋 & バンカー展示館 ヤマブドウ農園 カフェ・アンニョン

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



韓国で初めてアクアリウムでアマゾンのジャングルを再現した 
ハンファアクアプラネット一山は、ソウル・京畿道で最大規模 
を誇る施設で、保有魚種22種25,000匹、保有動物50種600匹を観 
覧することができます。また、アライブスターなど多彩なコン 
テンツやユニークな体験プログラムも楽しめる都心の中の特別 
なオアシスです。

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON アクアプラネット一山

41
N

or
thern Gyeonggi

40%
1枚 4人

大人 ₩31,000 → ₩18,600

アクアプラネット一山
아쿠아플라넷 일산

N
or

thern Gyeonggi

TRIP

INFO

 畿道高陽市一山西区韓流ワールド路282
www.aquaplanet.co.kr/ilsan/index.jsp
10:00~18:30(入場締切17:30)

82-1833-7001



Google Plus Codes MQ74+95

41

N
or

thern Gyeonggi

アクアプラネット一山
아쿠아플라넷 일산

旅行情報
自動車

2分
自動車

5分

バス
チュヨプバス停留所(中央) → 080番バス
→ 文村マウル → 現代百貨店 → アクアプラネット一山
タクシー
チュヨプ駅4番出口(約3,200ウォン)

チュヨプ駅2，3番出口 - チュヨプ公園方向(徒歩15分)

コピークーポン使用可
電子クーポン使用可

チケット売り場 / 要写真確認
期間 : 2022.01.01 - 2023.12.31

小人訪問の場合、大人割引価格
(18,600ウォン)が適用可能

地下鉄
3 340分 Hongik Univ. Daegok Juyeop

3 360分 Seoul Station Chungmuro Juyeop4

G.J

HYUNDAI MOTORSTUDIO GOYANG アクアプラネット一山 ワンマウント

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



HYUNDAI MOTORSTUDIO GOYANGは、韓国最大の体験型自 
動車テーマパークです。自動車の誕生過程と機能を 身近に楽しく
体験できます。また、豊かで美味しい料理が気軽に楽しめるキッ
チン、ゆとり 溢れるカフェ、特別なブランドショップなど多彩な 
施設が利用できます。

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON HYUNDAI MOTORSTUDIO GOYANG

42
N

or
thern Gyeonggi

30%
1枚 4人

大人 ₩10,000 → ₩7,000 青少年 ₩7,000 → ₩4,900 子ども ₩5,000 → ₩3,500

HYUNDAI MOTORSTUDIO GOYANG
현대 모터스튜디오 고양

N
or

thern Gyeonggi

TRIP

INFO

京畿道高陽市一山西区キンテックス路217-6
motorstudio.hyundai.com/goyang
09:00 ~ 20:00(施設ごとに運営時間が異なる)

82-1899-6611



Google Plus Codes MP8X+87

42

N
or

thern Gyeonggi

HYUNDAI MOTORSTUDIO GOYANG
현대 모터스튜디오 고양

バス
058番バス(緑) - HYUNDAI MOTORSTUDIO GOYANGで下車(15分)

09:00 ~ 20:00(施設ごとに運営時間が異なる)
(常設展示) 発券は17:30まで入場は18:00まで 
(休館日：毎週月曜日、1月1日、 旧正月、秋夕の当日と翌日)

タクシー
大化駅(約3,800ウォン)

コピークーポン使用- 不可
電子クーポン使用- 不可

チケット売り場 / 要写真確認
期間 : 2022.01.01 - 2023.12.31

※ L階の案内デスクでクーポンを提示すると、現場割引が適用されます。※ 現場に訪問時、観覧客が多い場合は、ご希望の時間でのご入場が難しい場合があります。

旅行情報
自動車

2分
自動車

5分

地下鉄
3 345分 Hongik Univ. Daegok Daehwa

3 360分 Seoul Station Chungmuro Daehwa4

G.J

HYUNDAI MOTORSTUDIO GOYANGアクアプラネット一山 ワンマウント

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



室内外を出入りするドキドキのスライドと波のプール、流水 
プール・アクアプレイなど、冒険心を刺激するアトラクション 
施設、そして高い空と湖を眺める見晴らしのよい休息空間!                
四季を通じて雪と氷が存在するワンマウントのスノーパークと 
ショッピングモールで新しい経験をお楽しみください!

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON ワンマウント

43
N

or
thern Gyeonggi

50%
1枚 4人

外国人観光客のみ使用可

ワンマウント
원마운트

N
or

thern Gyeonggi

TRIP

INFO

京畿道高陽市一山西区韓流ワールド路300
www.onemount.co.kr
10:00 ~ 18:00 シーズンによって異なる

82-1566-2232



Google Plus Codes MQ73+PQ

43

N
or

thern Gyeonggi

ワンマウント
원마운트

コピークーポン使用可
電子クーポン使用可

チケット売り場 / 要写真確認
期間 : 2022.01.01 - 2023.12.31

バス
チュヨプバス停留所 → 080番, 082B番バス(約15分)
タクシー
都心出発の場合、約30,000~40,000ウォン

チュヨプ駅２番出口 徒歩10分

旅行情報
自動車

2分
自動車

2分

地下鉄
3 345分 Hongik Univ. Daegok Juyeop

3 360分 Seoul Station Chungmuro Juyeop4

G.J

HYUNDAI MOTORSTUDIO GOYANGアクアプラネット一山 ワンマウント

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



板門店(JSA)+DMZ、第3トンネルツアーツアーは、火曜日から土曜日まで提供しています。 (国連連合軍司令部が指定したno tour dayと日曜日は除きます)
DMZツアー ソウル出発(事前予約必須)08:10 ~ 17:30 (出発時間は48時間前に確定します) ※ ツアー:火~土曜日※ 事前予約は4日前までにお申し込みください。 ※ 当日にクーポンをご提示ください

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 板門店(JSA)＋DMZ、第3トンネルツアー

44
DMZ

15%
1枚 1人

大人/子ども(13歳以上)→ ₩153,000

板門店(JSA)＋DMZ、第3トンネルツアー
판문점(JSA)&DMZ 제3터널

DMZ

TRIP

INFO

京畿道坡州市汶山邑臨津閣路177
www.jsatour.com
08:10 ~ 17:30

82-2-2266-3350



44
DMZ

Google Plus Codes WM8X+G5

板門店(JSA)＋DMZ、第3トンネルツアー
판문점(JSA)&DMZ 제3터널

旅行情報

コピークーポン使用可
電子クーポン使用可

チケット売り場 / 写真パスポートの確認必須
期間 : 2022.01.01 - 2023.12.31

E-mail : info@joongangtour.com
Social Media : www.facebook.com/jsajoongangtour
ツアー事務所は、ソウル高速バスターミナル9階にあります。 
ツアー日程は、DMZにおける軍事訓練などにより変更、
またはキャンセルになることがあります。

地下鉄
13分 Seoul Station City Hall

240分 Gangnam City Hall2

1

カフェ・アンニョン臨津江ドッケ橋 & バンカー展示館 板門店（JSA)+DMZ、第3トンネルツアー

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



カフェ・アンニョン) 湖上から楽しむヒーリング空間 
ディブランチ・アンニョン) 丘から見下ろす公園の風景 
ビストロ・アンニョン) 冷たいアイスクリームとコーヒー一杯

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON カフェ・アンニョン/ディブランチ・アンニョンビストロ・アンニョン /テイクアウト・アンニョン

45
DMZ

1枚 1人
アメリカーノ(Hot) ₩4,800 → ₩3,800 
アメリカーノ(Ice) ₩5,300 → ₩4,300

カフェ・アンニョン ディブランチ・アンニョン  ビストロ・アンニョン  テイクアウト・アンニョン
카페안녕

DMZ

TRIP

INFO

京畿道坡州市汶山邑臨津閣路148-40
http://ggtour.or.kr 10:00 ~ 19:00

カフェ・アンニョン : 82-31-953-4855 
ディブランチ・アンニョン : 82-31-956-8383 
ビストロ・アンニョン : 82-31-953-4856

1,000
ウォン割引

디브런치안녕

비스트로안녕
테이크아웃안녕
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DMZ

Google Plus Codes VR6P+5X

カフェ・アンニョン ディブランチ・アンニョン  ビストロ・アンニョン  テイクアウト・アンニョン

旅行情報
自動車
40分

自動車
10分

コピークーポン使用- 不可
電子クーポン使用- 不可

チケット売り場 / 要写真確認
期間 : 2022.01.01 - 2023.12.31

バス
058番マウルバス(臨津閣行き)搭乗
 →臨津閣で下車後、臨津閣方面に450m直進
タクシー
ムンサン駅からタクシーを利用予想料金　約9,000ウォン

카페안녕, 디브런치안녕, 비스트로안녕, 테이크아웃안녕

地下鉄
60分 Seoul Station MunsanG.J G.J

カフェ・アンニョン ヤマブドウ農園臨津江ドッケ橋 & バンカー展示館

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



臨津江ドッケ橋は6.25戦争時の爆撃で破壊された橋脚を活用 
し、長さ105m、幅5mで戦争前の鉄橋を再現した観光型歩道橋 
です。戦争の傷痕や平和の大切さを感じることができます。バ 
ンカー展示館は軍事施設として使用中の地下バンカーを再構成 
した芸術体験空間で、DMZ関連の映像資料や体験中心のメディ 
アアートに出会える空間です。

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 臨津江ドッケ橋 & バンカー展示館

46
DMZ

1枚 4人
大人 ₩2,500 → ₩1,500子ども ₩1,500 → ₩500

臨津江ドッケ橋 & バンカー展示館
독개다리&벙커전시관

DMZ

TRIP

INFO

京畿道坡州市汶山邑臨津閣路177
ggtour.or.kr
3月～10月: 09:00 ~ 18:00 / 11月～2月: 09:00 ~ 17:00
※月曜日休館(祝日を除く)

82-70-4405-3323

1,000
ウォン割引
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DMZ

旅行情報
自動車
40分

自動車
10分

コピークーポン使用可
電子クーポン使用- 不可

チケット売り場 / 要写真確認
期間 : 2022.01.01 - 2023.12.31

バス
058番マウルバス(臨津閣行き)搭乗 
→ 臨津閣で下車後、臨津閣方面に450m直進
タクシー
ムンサン駅からタクシーを利用予想料金　約9,000ウォン

臨津江ドッケ橋 & バンカー展示館
독개다리&벙커전시관

地下鉄
60分 Seoul Station MunsanG.J G.J

カフェ・アンニョン ヤマブドウ農園臨津江ドッケ橋 & バンカー展示館

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



年間観客数100万人を突破した代表的な韓流公演！最近新たに
浮上している公演<ペインターズ>は、4人のペインターズが10の
美術技法を用いた幻想的なライブドローイングを利用して洗練さ
れた舞台言語を表現し、国籍を問わず、老若男女の誰もが、どこ
ででも見られなかった奇抜な反転と楽しさで、75分にわたる感動
をお届けします。

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON ペインターズ

47
Other

20%
1枚 4人

VIP ₩60,000 → ₩48,000S ₩50,000 → ₩40,000A ₩40,000 → ₩32,000 

ペインターズ
페인터즈

Other

TRIP

INFO

ソウル市鍾路区敦化門路13 ソウル劇場5階 鍾路専用館
thepainters.co.kr
1日2回(17:00、20:00)
365日公演1回当たり 75分

82-2-766-7855
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Other

Google Plus Codes HX9R+WM

タクシー
鍾路専用館 「ソウル劇場」検索

ペインターズ
페인터즈

コピークーポン使用- 不可
電子クーポン使用可

チケット売り場 / 要写真確認
期間 : 2022.01.01 - 2023.12.31

* チケット売り場は公演開始  
  １時間前にオープン
* 事前予約必須
* 重複割引不可

地下鉄
3 325分 Gangnam Seoul Nat'l Univ. Jongno 3(sam)ga

3 310分 Myeong-dong Chungmuro Jongno 3(sam)ga4

2

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



現代百貨店免税店は、「旅」によって新たに生まれ変わる自分自身を想像する楽しさをお届けしいたします。ショッピングの楽しみはもちろんのこと、初めての場所で出会う新鮮な楽しみをご提供することで、旅先でショッピングのためにしばし立ち寄る場所ではなく、旅行中に必ず行きたい旅の目的地になりたいと思っております。ソウルの中心とされる江北と江南の主要観光地に位置する高級免税店からショッピングの楽しさが旅の楽しさへと変わる特別な体験をお届けいたします。現代百貨店免税店ならではの感覚がご堪能いただける空港免税店を通じて旅のときめきをお楽しみいただきます。

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 

現代百貨店免税店(貿易センター店, 東大門店, 仁川空港店T1)

48
Other

10%
1枚 1人

新規登録のお客様を対象にシルバーカードを即時発行

現代百貨店免税店(貿易センター店, 東大門店, 仁川空港店T1)
현대백화점 면세점(무역센터점, 동대문점, 인천공항점T1)

Other

TRIP

INFO

(貿易センター店) ソウル特別市江南区テヘラン路517、8~10階
(東大門店) ソウル特別市中区奨忠壇路275斗山タワービル、6~13階
(仁川空港店T1) 仁川広域市中区空港路272、仁川国際空港第1旅客ターミナル
www.hddfs.com
(貿易センター店) 09:00 ~ 20:30   (東大門店) 10:30 ~ 23:00 (仁川空港店T1) 06:30~21:30

82-1811-6688

NEW
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Other

Google Plus Codes G355+CW

H295+HG

FCHR+M6

(貿易センター店)
(東大門店)
(仁川空港店T1) 

現代百貨店免税店(貿易センター店, 東大門店, 仁川空港店T1)
현대백화점 면세점
(무역센터점, 동대문점, 인천공항점T1)

コピークーポン使用- 不可
電子クーポン使用- 不可

チケット売り場 / 要写真確認
期間 : 2022.01.01 - 2023.12.31

新規登録のお客様を対象に
シルバーカードを即時発行

バス
(貿易センター店) 江南駅(約30分), (東大門店) ソウル駅(約30分)
(仁川空港店T1) 6001番, 6008番, 6014番, 6020番, 6300番, 6705番, 
6002番, 6009番, 6015番, 6030番, 6500番, 6707A番, 6003番, 6010番,
6016番, 6100番, 6600番, 6900番, 6004番, 6011番, 6017番

(東大門店)

(貿易センター店)

※新型コロナウイルスにより営業時間が変更になることがありますので、ホームページ、または統合コールセンターにお電話で事前にご確認の上、ご来訪ください。

地下鉄
2

4

5分

10分

Gangnam

Seoul Station

Samsung

Dongdaemun

2

4

235分

5分

Seoul Station

Myeong-dong

Sadang

Dongdaemun

Samsung4

4

2

4

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



アジアトップのビューティートレンドリーダー新羅免税店がご提供
する最高の免税ショッピングが新羅免税店ソウル店で始まります。 
Louis Vuitton, HERMES, Chanel, Gucci等最高級の逸品ブランドのブティックショップと様々なグローバルビューティーブランドの饗宴。
トレンディなファッションアクセサリーと韓国伝統の特産食品まで
。新羅免税店ソウル店がお客様のために準備した最高級の免税店シ
ョッピングをお楽しみください。

49
Other 新羅免税店ソウル店

신라면세점(서울점)

Other

TRIP

INFO

ソウル特別市中区東湖路249
www.shilladfs.com/comm/kr/ja/main
09:30~17:30

82-2-2639-6000

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 新羅免税店ソウル店

お一人様1日1回使用可能
日本東南アジア中国人向け$300以上ご購入の場合

₩30,000

₩30,000
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Other

Google Plus Codes H255+33

バス
幹線バス144,301
支線バス7212
タクシー
ソウル店は、タクシー代サポート(ソウル店来店時にタクシー代領収書を
ご提示いただくと、S.Rewards 最大16,000Ｐ進呈

新羅免税店ソウル店
신라면세점(서울점) 

※  個人の自由旅行のお客様専用クーポン。
※ 本クーポンは、新羅免税店ソウル店でのみ使用可能。　　　　
※ 他イベントクーポンとの重複割引不可及び30%以上の割引商品は適用外。
※ 本クーポンは、購入キャンセル時、払戻及び再発行不可。　　
※ L/V、CHANEL、GUCCI、HERMESなど一部ブランドで使用不可。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※ 本イベントは、当社の事情により予告なく変更、または中断になることがあります。

※ 決済時に売り場カウンターにて該当のバーコードをご提示ください。

地下鉄
3 310分 Seoul Station Dongguk Univ.

3 35分 Myeong-dong Chungmuro Dongguk Univ.4

4 Chungmuro



世界の巨大空港で競争力を認められた新羅免税店の化粧品、香水の
売り場が 仁川空港店第２旅客ターミナルにオープンいたします。グ
ローバルビューティーブランドのフラッグシップ・ストアと完全に
新しいお客様体験型スマート売り場。新羅免税店がご提供する 仁川
空港店第２旅客ターミナルの化粧品、香水の売り場で世界最高のビ
ューティー　ショッピングをお楽しみください。新羅免税店仁川空
港店第２旅客ターミナルで美しいお客様はもっと美しくなります。

50
Other 新羅免税店仁川空港店第２旅客ターミナル

신라면세점(인천공항점 T2)

Other

TRIP

INFO

仁川広域市中区空港路272 仁川空港店第2旅客ターミナル
3階国際線出国場
www.shilladfs.com/comm/kr/ja/main
06:50~21:30

82-2-2639-6000

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 新羅免税店仁川空港店 第２旅客ターミナル

お一人様1日1回使用可能
日本東南アジア中国人向け$200以上ご購入の場合

₩20,000

₩20,000
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Other

Google Plus Codes FCHR+M6

新羅免税店仁川空港店 第２旅客ターミナル
신라면세점(인천공항점 T2)

※ 個人の自由旅行のお客様専用クーポン。
※ 本クーポンは、新羅免税店仁川空港店第２旅客ターミナルでのみ使用可能。　　　　
※ 他イベントクーポンとの重複割引不可及び30%以上の割引商品は適用外。
※ 本クーポンは、購入キャンセル時、払戻及び再発行不可。　　
※ CHANEL COS, DIOR COS, SK-IIなど一部ブランドで使用不可。
※ 本イベントは、当社の事情により予告なく変更、または中断になることがあります。

地下鉄
A70分 Seoul Station

A60分 Hongik Univ. Incheon Int'l Airport Termanal 2A

A Incheon Int'l Airport Termanal 2

※ 決済時に売り場カウンターにて該当のバーコードをご提示ください。



서울역 ↔ 인천공항

서울역에서 논스톱 직통열차와 도심공항터미널 얼리체크인

서비스로 인천공항까지 가는 길이 여유롭고 편안해집니다. 

공항철도
 직통열차로

仁川国際空港とソウル駅をノンストップで運行する直通列車に 
乗って、安全で便利な韓国旅行を始めましょう。直通列車の窓 
越しから西海や漢江の景色を眺めながら、美しい韓国を楽しめ 
ます。

2022~2023 GYEONGGI-DO COUPON 空港鉄道㈱

51
Other

\9,500 → \8,000

空港鉄道㈱
공항철도㈜

Other

TRIP

INFO

仁川広域市西区剣岩路46
www.arex.or.kr
ソウル駅(始発06:10終電22:50)
空港鉄道第１ターミナル駅(始発05:23終電22:48)
空港鉄道第2ターミナル駅(始発05:15終電22:40)

82-1599-7788

オンライン専用

1,500
ウォン割引
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Other

Google Plus Codes HM9C+CF

QRスキャンによるオンライン
割引のみ可能

期間 : 2022.01.01 - 2023.12.31

ソウル駅
ソウル特別市龍山区青坡路378(東子洞)地下2階、空港鉄道ソウル駅
空港鉄道第１ターミナル駅
仁川広域市中区空港路271(雲西洞)交通センター地下1階、
仁川国際空港第１ターミナル駅 　　　　　
空港鉄道第２ターミナル駅
仁川広域市中区空港路272 交通センター地下1階、
仁川国際空港第２ターミナル駅　

空港鉄道㈱
공항철도㈜

*ご利用前に空港鉄道直通列車運行状況
  (時間、運賃など)を要確認 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
*公共割引、提携割引など重複割引不可 
*オンライン割引のみ可能(オフライン不可)　　　　　　　　 　　　　
*諸事情によりに価格/運行が変更になることがあります。

The easiest way to tour in Gyeonggi 

본 할인쿠폰 내용은 경기관광공사와 협의진행된 바 있습니다.



Explore Gyeonggi ! Enjoy Gyeonggi ! Exciting Gyeonggi !

The easiest way to tour in Gyeonggi 

コース確認 及び 予約 
京畿観光ポータル-EG tour bus
https://jp.ggtour.or.kr/jp/



イムジンガン

ゴセクオモックチョンオチョンヤモクサリ



イムジンガン

ゴセクオモックチョンオチョンヤモクサリ

K209~K264




