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 女性緊急電話1366とは?
365日24時間体制で暴力被害など緊急相談

緊急保護のための緊急シェルター運営

京畿道の旅行情報が一目で
わかる! 京畿観光公式

サイトをご利用ください
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1330+82-31-120
京畿道コールセンター 観光通訳案内電話

24時間年中無休
観光案内、観光通訳、観光苦情申告、

観光警察連結サービス
言語：韓国語、英語、日本語、

中国語など9の言語

電話相談、SMS相談、SNS相談、
ろうあ者手話相談(ビデオ電話)、

外国語相談(19の言語相談サービス：
無料通訳サービスの
BBBコリアと連携)

女性緊急電話

京畿センター： 
京畿道水原市
霊通路200番ギル43
(ウリビル·ア棟303号)

京畿北部センター：
京畿道議政府市 
芚夜 路54-1

※観光地のご利用に関する事項につきましては、現場の状況により変更になる場合があります。

www.ggtour.or.kr www.ggtourmap.or.kr

C3 22. 韓国漫画博物館
韓国漫画博物館は、韓国の漫画に関する資料を収集·保存することで、漫画の文化芸術的価値を高め、貴重な
文化遺産として後世に伝えるために設立しました。ご来客の皆様に漫画を分かりやすく説明するための様々
な展示や教育プログラムを行っています。

 京畿道富川市吉州路1
  82-32-310-3090~3091
  www.komacon.kr

 文化産業

·�回転のぞき絵(プラキシノスコープ) アニメ作り
·マイタンブラー作り
·韓国文学と漫画映画を読む

産業観光プログラム

 港湾産業
C5 05. 京畿平沢港湾公社

平澤港の経済的活動に関する諸条件や開発計画、将来的なビジョンなどを広く知らせ、平澤港を訪れる要人
や韓国内外の投資希望者、港湾利用者、学生らに平澤港に対する理解と関心を高め、平澤港の活性化に寄与
しようと設立されました。

 京畿道平沢市浦升邑平沢航路98
  82-31-682-5663
  www.gppc.or.kr

産業観光プログラム
·マグカップ作り       ·平澤港シネマ
·鉢植え作り

 科学体験
D2 04. アメイジングパーク

科学者になりたい子供たちのためのAMAZING体験空間。想像してきたものをまずは自分の目で確認してみま
しょう！ 体験を通じて科学の原理を初めて知った時、子供たちの好奇心は楽しさに変わります。アメイジン
グパークは、自然の中で最も安全に体験型現場学習が行えるように準備が整っており、これらの体験を通じ
て子供たちの想像が楽しさ溢れる未来に変わる体験科学教育の中心的役割を担えるように努めています。

 京畿道抱川市新北面塔新路860
  82-31-532-1881
  www.amazingpark.co.kr

産業観光プログラム
·アメイジングパッケージ
·�アメイジングパッケージ＋科学館パッケージ
·ジッピーライン

D5 08. hyファクトリー+
誰 に も お 馴 染 み の 発 酵 飲 料 ヤ ク ル ト ！ ヤ ク ル ト は 、 ど う や って 作 ら れ て 私 た ち の 手 元 に 届
く ん だろ う ？  製 品 生 産 か ら 包 装 ま で の 生 産 工 程 、 衛 生 管 理 、 プ ロ バ イ オ ティ クス に 関 す る        
情報などについて誰にでも分かりやすく、楽しく面白く説明します。

 京畿道平沢市振威面東部大路2 hy平沢工場
  82-1577-3651
  hyfactory.fredit.co.kr

産業観光プログラム
·訪問見学     ·オンライン見学

 都市 生

富川アートバンカーB39は、高さ39メートルの巨大なバンカーとインダストリアルな雰囲気の空間の中で開
催中の文化芸術プログラムを1年中体験できる韓国内初の廃焼却施設を活用した文化再生施設です。

C3 24. 富川アートバンカーB39

 京畿道富川市三作路53
  82-32-321-3901
  https://artbunkerb39.org ·施設ツアー            ·展示会

産業観光プログラム

京畿道光明市にある光明洞窟は、都心近郊で洞窟を体験できる大韓民国唯一の洞窟として年間100万人以上
の観光客が訪れる韓国を代表する観光地の中の1つです。

C3 25. 光明洞窟

 京畿道光明市駕鶴路85番キル142
  82-70-4277-8902
  www.gm.go.kr/cv

·洞窟体験                     ·ワイン洞窟
·公演及びイベント    · VR体験

産業観光プログラム

 資源 生

公害のない生活環境と環境保存、省エネ、資源リサイクルのために設計、建設した九里資源回収施設。 九里
で発生する生活廃棄物を1日に200トン焼却可能な廃棄物処理施設で、焼却施設の煙突である九里タワーは九
里の観光名所となっています。

D3 26. 九里資源回収施設＆九里タワー

 京畿道九里市ワンスク川路49
  82-31-566-5506/82-31-550-2478
  www.guri.go.kr/main/recall ·焼却施設見学               ·展望台

産業観光プログラム

陶芸産業

工芸の名匠が営む工房で、陶芸体験ができる場所として年齢に関わらず誰でもご利用できます。1日体験教
室の他に工房年間会員制度も運営しています。ギャラリーも併設されているので、いつでも作品をご覧いた
だけます。

D4 27. 白岩陶芸

 京畿道龍仁市處仁区圓三面圓陽路246番キル11
  82-31-339-4711
  www.url.kr/k4ius5

·セラミックペイント      ·ろくろ体験       
·カップ作り                      ·お皿作り           

産業観光プログラム

平康陶窯では、韓国固有のものを伝承した伝統作品、現代風の創作品、美しいデザインと実用性を兼ね備え
た茶器を作っています。ある日、工房に遊びに来たいたずら好きのちびっ子と一緒にどろ遊びをした時の楽
しさが忘れられず、陶芸体験を始めることにしました。

D4 28. 平康陶窯

 京畿道利川市新屯面陶磁芸術路6番キル106
  82-31-637-8860
  www.pkcera.com

·ろくろ体験
·ハンドペイント

·どろ遊び
·マーカー絵付け

産業観光プログラム

D3 12. ファームアートホリック
ファームアートホリックは、農業も完成度を高めることで芸術にもなれるという思いから始まりました。農
業と産業を融合させた融複合農産業ビジネスモデルを開発し、教育コンサルティングを行っています。直接
栽培した南楊州を代表する農業特産物を利用した料理や体験を通じて消費者の生活の質を高めることを目標
にしています。

 京畿道南楊州市真乾邑真乾迂回路88
  82-31-574-5820
  www.farmartholic.co.kr

産業観光プログラム
·�ペットみたいな植物の�テラリウム作り
·果物の砂糖漬け作り
·ハーブポプリ作り

C1 14. ヤマブドウ農園

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。オリジナルワインのボト
ル詰め体験、ヤマブドウジャム作り、ワイントンネルツアーなど、多
彩なプログラムが楽しめます。

 京畿道坡州市積城面
ウィッペウニキル 441-25

  82-31-958-4558
  www.sanmeoru.com

産業観光プログラム
·自分だけのワイン作り
·ジャム作り
·ワイントンネルツアー

キンテックスは、10万㎡の展示面積と63の会議室を有する韓国最大の展示コンベンションセンターです。キ
ンテックスでは、韓国内のMICE中心地としてソウルモビリティショー、ソウル食品産業大展などの魅力満
載の展示会を催しています。

C3 32. キンテックス

 京畿道高陽市一山西区キンテックス路217-60
  82-31-995-8114
  www.kintex.com

 農村体験
C1 34. セドゥンジマウル(鳥の巣村)

農業資源と自然景観が調和をなす緑色農村体験村の“セドゥンジマウル”にようこそ。セドゥンジマウルで
は、消費者の皆様が安心して食べられる良質の農産物を生産しています。また、各種農産物を利用した料理
教室や農村/文化体験も行っています。 

 京畿道漣川郡百鶴面ノアロ491番キル86
  82-31-835-7345
  www.gumiri.com

産業観光プログラム
·もち米げんこつ餅
·アレンジおこし
·リンゴもち米コチュジャン

·韓紙燈
·文化観光ツアー

E3 35. 農業会社法人トゥンタンジマウル
楊平郡江上面にあるトゥンタンジマウルは、菊芋を栽培し、加工する楊平郡を代表する6次産業の認証を受
けた村です。菊芋を利用した加工品やエゴマ油やゴマ油などの特産物を販売しています。また、季節ごとに
思う存分に楽しめる様々な体験、教育、見学を用意しています。

 京畿道楊平郡江上面鶴谷陽地末吉35-10
  82-31-775-6655
  뚱딴지마을.kr

·春のいちご狩り体験     ·季節ごとの収穫体験
·食べ物体験                     ·キムチ作り体験
·村教育と技術見学         ·その他体験

産業観光プログラム

E3 15. 楊平親環境農業博物館
楊平郡龍門山観光地内にある公立博物館で、楊平の文化と歴史が分かる楊平歴史室と楊平郡の環境にやさし
い農業を紹介し、広く知らしめる環境にやさしい農業室からなっています。付属施設として自然料理研究所
と茶道体験場を運営しています。

 京畿道楊平郡龍門面龍門山路670
  82-31-772-3370
  https://www.yp21.go.kr/museumhub

 農畜産業

産業観光プログラム
·エコ-ベーキング講座                   ·こども楊平文化団
·龍門山山菜祭り連携の博物館体験
·楊平文化遺産オンラインツアー
·再活用 D.I.Y 体験マダン

京畿陶磁博物館は、朝鮮時代の約500年の間、王室用の陶磁器を生産してきた官窯のあった京畿道広州にあ
る陶磁専門の博物館です。韓国の青磁や白磁はもちろんのこと、近現代の陶磁に至るまで有無形の関連資料
の収集、保存、研究、展示を目的に設立されました。また、陶磁器の歴史や伝統への一般の方々の理解を増
進させるための様々な教育体験プログラムも運営しています。

D4 29. 京畿陶磁博物館

 京畿道廣州市昆池巖邑京忠大路727
  82-31-799-1500  
  http://www.ggcm.or.kr ·CLAYPLAY教育体験

産業観光プログラム

D1 39. 橋洞甕置き台マウル

橋洞甕置き台マウルは、美しい自然景観と調和をなす典型的な農村です。村の主な作物は、桑の木で、桑の実とカイコを生産・加工し、販
売することで付加価値を高めています。また、環境にやさしい食べ物や郷土料理を季節ごとに構成し、各種食べ物体験や文化体験などの
様々な体験や遊びをお楽しみいただけます。

 京畿道抱川市官仁面新橋洞路148-11
  82-31-534-5211
  www.교동장독대마을.com

·韓国産米のクレイ(粘土）
·伝統コチュジャン作り
·桑の実おこし作り

産業観光プログラム
·桑の葉ワッフル作り
·五感満足三食(1泊2日)
·ファーム-ライフ(3日生活)2泊3日

D4 31. 水原コンベンションセンター
水原コンベンションセンターは、ホテル、デパート、アクアリウム、広橋湖水公園などとともにMICE複合団
地に造られたコンベンションセンターです。様々な大きさの会議室が用意してあり、会議の規模に合わせて
ご使用いただけます。

 京畿道水原市霊通区広橋中央路140
  82-31-303-6000
  www.scc.or.kr

 MICE産業

·博覧会観覧             ·展示会観覧
産業観光プログラム

E5 36. ブレミマウル営農組合法人
ブレミマウルは、京畿道を代表する農村体験村です。季節ごとの農作物体験や染物の名人が直接教えてくれ
る草木染め体験、利川の米を利用した米粉の肉まん作り、済州島に多く見られるみかんや雪峰香(デコポン)
の収穫、杵を使って作るもちもちしたきなこ餅作りなど様々な体験プログラムをお楽しみいただけます。

 京畿道利川市栗面クムユルロ
640番キル177

  82-31-643-0817
  www.buraemi.com

·草木染め(ハンカチ)
·草木染め(Tシャツ)
·草木染め(スカーフ)
·米粉の肉まん作り

産業観光プログラム
·雪峰香(デコポン)収穫体験
·さつまいも収穫体験
·ミニケーキ作り
·多肉植物植体験

·きなこ餅の餅つき
·いちご狩り体験
·みかん収穫体験
·ぶどう狩り体験

D1 16. 愛心牧場
DMZ(非武装地帯)の手つかずの自然が残る漣川郡にある愛心牧場は、乳牛に触れ合い、牛乳やチーズが楽し
める典型的な酪農牧場です。近隣の酪農家が集まり、愛心トゥル営農組合を組織し、農業教育と体験学習、
乳加工を並行して行っています。 

 京畿道漣川郡漣川邑ワチョギル10-36
  82-31-834-3601
  www.welovefarm.modoo.at

産業観光プログラム
·チーズ体験            ·酪農体験    
·ピザ体験

韓国最大の農畜産テーマパークで、体験牧場が楽しめる安城ファームランドは、ソウルから約1時間のとこ
ろにあり、間近で動物に触れ合え、公演やエサやり体験も行っています。美しい景色、多彩な体験、いろい
ろな食べ物がお楽しみいただけます。

 京畿道安城市公道邑大神ドゥギル28
  82-31-8053-7979
  www.nhasfarmland.com

D5 17. 安城ファームランド

産業観光プログラム
·レーシングカート  ·乗馬センター
·電動自転車     ·体験牧場     ·放牧場

E4 33. 驪州昆虫博物館
驪州昆虫博物館は、昆虫や爬虫類などの小動物を中心に活用した’子供たちの情緒ケア’を最優先の目的と
し、新しいアプローチによる挑戦を重ねることで他ではなかなか見られない展示コンテンツや教育プログラ
ムを開発し、昆虫への興味関心や理解を高め、昆虫が日常生活の中における１つの文化として根付くように
するための１つのプラットフォームとして位置づけられています。

 生態·教育事業

 京畿道驪州市明星路114-146
  82-31-885-1400
  www.여주곤충박물관.kr

·博物館の常設展示観覧
·昆虫関連の職業体験
·幼虫飼育体験

産業観光プログラム
·標本作り
·木製昆虫ペンダント作り

C2 37. メンゴルマウル
ストレスと息苦しい日常から抜け出したいならソウルからも近い場所、楊州にメンゴル村があります。
私たちの農産物や時の流れが作り出す伝統発酵食品を体験し、日常の中にゆとりの美を感じることが
できます。

 京畿道楊州市南面ヒュアム路443番キル29-6
  82-31-863-6978
  http://mengol.invil.org

·豆腐＋チョングッジャン(清麹醤)作り
·伝統酒(マッコリ)作り
·伝統ジャン作り                ·陶磁器作り
·ヒーリング体験(当日)     ·七宝工芸

産業観光プログラム

D2 38. チョロクチギマウル
チョロクチギマウルは、ハーブ農場、書道館、生態公園など様々な施設を有する村で、自然を活用した各
種体験及び観光が活発であり、観光客の皆様 が自然と伝統を共に感じられるように楽しい時間をお作りし
ています。

 京畿道楊州市南面良淵路173番キル26
  82-31-863-4666 / 82-31-866-5366
  chorok.invil.org

·豆腐作り体験
·醤油作り体験
·餅つき体験

産業観光プログラム
·草木染め
·森体験など
·藁工芸

C5 41. 農業会社法人平生平素ローカルフード体験マウル
大自然の中で新鮮で安全な環境にやさしい農産物を栽培し、体験することができる農場です。健康的な食生
活に不可欠な良質の農産物を地元農家が直接収穫し、手頃な値段で販売しています。また、子供たちにきれ
いな自然の魅力を教える豊かな農産物体験や様々な体験プログラムを通じて楽しみながらたくさんの食べ物
を味わう機会を提供しています。

 京畿道平沢市梧城面キルム3ギル49-16
  82-31-681-1514
  www.gireum.co.kr

·じゃがいも掘り体験学習
·インゲン豆摘み体験学習
·スイカ、メロン収穫体験
·ピクルス体験学習

·�韓拏峰(デコポン)、�
天恵香(みかん)体験学習
·キムチ作り体験学習
·パパイヤ体験学習

産業観光プログラム

D3 40. チルウルコレシル営農組合
チルウルコレシル営農組合は、 清渓山の山麓に覆われた楊平郡陽西面道谷里にあり、農村伝統文化や農夫ら
が流してきた汗水の価値を都会に住む人々と共有する体験と憩いの場がある美しい村です。

 京畿道楊平郡陽西面陽西道谷キル76
  82-10-3939-7539 / 82-70-4131-7539
  https://goraesil.modoo.at

·野営体験
·農業体験
·遊び文化体験

産業観光プログラム
·生活文化体験
·食べ物文化体験

D4 42. 龍仁農村テーマパーク
龍仁農村テーマパークは、コプドゥン峠と龍潭湖の美しい自然の中にある10ha(hectare)規模の農業‧農村体
験場として憩い‧休養や様々な体験教育などを通じて 訪問客の健全なレジャー文化の形成の寄与に努めてい
ます。

 京畿道龍仁市チョンイングウォンサムミョン農村公園80-1
  82-31-324-4025/82-31-324-4081
  www.yongin.go.kr/tour

·植物体験           ·昆虫体験
·きのこ体験       ·森体験
·ジャン作り体験

産業観光プログラム

伝統酒の風情とロマンが溢れる場の山査園は、ペ・サンミョン酒家を代表する酒銘柄の山査春の原料である 
‘サンザシの木の庭園’という意味で、2009年10月にオープンしました。
韓国のお酒に関する体験、教育、醸造、観光などが一体となった文化複合体験空間です。

 京畿道抱川市華峴面華東路432番キル25
  82-31-531-9300
  www.soolsool.co.kr

D2 21. 山査園

·酒造り体験
産業観光プログラム

ソウル牛乳協同組合は、1937年の創立以来、84年間にわたり牛乳の品質向上を第一に考え、革新と努力を積
み重ね、これまで業界トップの座を堅持している大韓民国を代表する乳業会社です。特に、ソウル牛乳の楊
州新工場は、アジア最大規模の乳製品加工工場で、環境にやさしい高効率のスマート型工場でもあり、製品
を生産する工場の内部を見学いただけます。

D2 07. ソウル牛乳協同組合

 食品製造·加工

 京畿道楊州市恩縣面礼園大学路62
  82-31-928-8311
  www.seoulmilk.co.kr

産業観光プログラム
·工場見学

 化粧品製造産業
D2 06. コビカ

コビカは、研究開発/副資材/デザイン/製造などの化粧品の製造とその全過程を取り扱うトータルビューティ
ーケア社です。付属研究所を設立し、独自の化粧品研究を進めており、デザイン部署では最新のトレンドを
反映させたパッケージデザインを顧客に提供しています。

 京畿道議政府市西部へ545, 851号
  82-31-876-7369
  www.cobica.co.kr

産業観光プログラム
·ビューティー体験

フィールックスが設立した韓国内唯一の光、色、照明をテーマ、素材にした照明専門の博物館です。光の歴
史、光と芸術、光と環境、光と公演、照明文化体験などの様々な文化活動を楽しみたいのなら、ぜひ照明博
物館にお越しください。

C2 03. フィールックス博物館 照明 部品 素材

 京畿道楊州市広積面広積路235-48
  82-70-7780-8911 
  www.lighting-museum.com

産業観光プログラム
·展示観覧
·スノーハウス
·魔法の貯金箱

·森の中のホタル
·公演観覧

 技術産業

サムスンイノベーションミュージアム(S/I/M)は、2014年4月21日科学の日にオープンした韓国内最大規模の
電子産業史博物館で、サムスン電子の広報館です。人類の豊かな生活を実現させた電子産業の役割と活動を
展示する場所です。電気の発見とともに18世紀から20世紀までの発明家らの様々な革新ストーリーや企業が
これまで作り上げた電子産業の歴史を展示しています。また、サムスン電子を代表するコミュニケーション
空間として終わりのない挑戦と革新を創造する会社のビジョンと価値を共有しています。

D4 01. サムスンイノベーションミュージアム 電気 電子 半導体

 京畿道水原市霊通区三成路129
  82-31-200-3113
  https://www.samsunginnovationmuseum.com

産業観光プログラム
·S/I/M�オンラインツアー
·S/I/M�ツアー
*事前予約必須

D4 10. シーズコーヒー韓国 
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てく
れる次世代型の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。

産業観光プログラム
·シーズコーヒー工場見学体験
·ハンドロースティング＆ドリップ体験

 京畿道龍仁市処仁区賢面琶潭路149番キル30
  82-1522-8866
  www.seescoffee.com

お米の一大産地にあるマシルは、農村融複合産業と農村教育農場における品質認証業者として様々
なスタイルの教育や工芸体験を行っており、癒しの場でもあります。コムチラッマシル(工芸体験), 
ニャムニャムマシル(フードセラピー), プルコッマシル(園芸療法), ソプンマシル(ファームピクニック)などテ
ーマごとにお楽しみください。

E5 11. 農業会社法人マシル

 京畿道利川市栗面イムオサン路
372番キル150三七二號街

  82-70-8805-2134
  http://이천마실.com

産業観光プログラム
·お米or押絵レジン工芸(キーリング)
·�カップケーキ作り(あんこフラワー�
orライスクレイ)
·お米のクッキーづくり

·ボトルテラリウム
·苔工芸(トピアリー)
·韓紙工芸(韓紙など)

 伝統酒産業

スルセムは、古文書に記された先祖代々の知恵を受け継ぎ、良質の材料、真心、自然の恵みから伝統酒と伝
統発酵酢などを生産しています。室内の見学と伝統酒の試飲(約1時間)、マッコリ造り体験(約2時間)などを行
っています。体験は、事前予約の上、10名以上で催行します。

D4 19. 農業会社法人スルセム

 京畿道龍仁市処仁区陽地面竹陽大路 2298-1
  82-70-4218-5225
  www.sulseam.com

·醸造所見学プログラム
·マッコリ造りプログラム
·見学＋体験＋試飲プログラム

産業観光プログラム

千年以上の長い歴史を持つ韓国のお酒の歴史と神秘的な味わいと香りを今に再現したチョウンスルは、手間
暇と真心でお酒を作ります。粗酒を作った後、三醸酒(3回醸す)、五醸酒(5回醸す)など様々な酒法により微生
物を最大限培養させ、深く豊かな味わいと香りが自慢の現代版のプレミアム伝統酒です。

D5 20. チョウンスル

·試飲及び観覧        ·マッコリ作り体験
·麹塩作り体験        ·カクテル作り体験

産業観光プログラム 京畿道平沢市梧城面熟成トゥルキル108
  82-31-681-8929
  https://smartstore.naver.com/nicedrink 

長湍豆村は、韓国の豆や農産物を守りながら、韓国の豆の普及率向上のために多くの人たちと分かち合いた
いという思いから村の住民と共に志を成すべく結成した営農組合です。手つかずの自然と環境が自慢のDMZ
地域にあり、この地域で生産した長湍豆を活用したスローフード体験学習場を運営したり、伝統製法により
作ったジャン類を数百にもなる瓶で熟成させています。

C2 13. 坡州長湍統一村豆営農組合法人

 京畿道坡州市郡内面統一村キル64
  82-31-953-7600 / 82-31-954-3443
  www.tongilchon.co.kr

産業観光プログラム
·長湍豆村スローフード体験

HYUNDAI MOTORSTUDIO GOYANGは、韓国内最大の体験型自動車テーマパークです。自動車を意
味する‘Motor’と新たな文化を創造する‘Studio’を合わせ持つ空間で、単なる移動手段としてではな
く、人生のパートナーとして生まれ変わった自動車への新しい体験をお届けします。自動車文化
の専門家である‘グル’のガイドで自動車誕生の過程から最新機能まで分かりやすく楽しく体験で
き、現代自動車の最新モデルを含む様々なモデルを直接試乗してみることもできます。

 京畿道高陽市一山西区キンテックス路217-6
  82-32-310-3090~3091
  https://motorstudio.hyundai.com/goyang

産業観光プログラム
·体験展示 “Into the Car”
·アート展示·車両展示
·試乗プログラム

·キッズワークショップ
·モビリティワークショップ

C3 02. HYUNDAI MOTORSTUDIO GOYANG 自動車
製造

農業会社法人ハンギョンエフエンビーは、環境にやさしい農産物を生産し、地域の特産物を利用した韓国伝
統菓子の漢菓やジャン類を製造する工場とこれを活用した体験や教育センターも同時に運営しています。ま
た、現在は韓国内外の流通販路を拡大しつつ、6次産業をリードしています。

D5 09. 農業会社法人ハンギョンエフエンビー

 京畿道安城市陽城面(ヤンソンミョン)安城大路2362-34
  82-31-677-8926
  blog.naver.com/hkfb1 | songreen.modoo.at

産業観光プログラム
·�伝統漢菓＆ローカルフード体験を 
通じた融複合(6次)産業の理解 
·�ちびっ子農夫の6次産業と雑穀のお話

E5 18. 韓国調理博物館(韓国料理博物館)
当博物館は、調理産業従事者や調理を愛する人たちのための複合食文化空間として企画されました。韓国
調理の発展の礎となった調理人らの功績を記録、保存、研究、展示し、新たな調理士の養成を通じて世界
食文化の発展の寄与に努めています。

 京畿道安城市一竹面朱来本竹路158-60
  82-31-673-9966 / 82-2-2094-9900~902
  www.moca-museum.co.kr

 韓国料理文化

産業観光プログラム
·�バルサミコ/シーザード レッシングの試演
·�調理関連の進路 特別講義             ·展示観覧
·西洋料理の理解     

 ガラス工芸産業

 「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
場型のガラス工芸公演場やガラス工芸体験場をはじめとし、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
名な作家らの様々な作品を収集・展示し、美術館を訪れる人々に興味を湧き立てると同時に楽しさをお届
けします。

C4 30. ガラスの島博物館

 京畿道安山市檀園区ブフン路254
  82-32-885-6262
  www.glassisland.co.kr

·吹きガラス体験               ·ガラスペイント体験
·バーナーワーク体験       ·ガラスの指輪作り
·サンドブラスト加工体験
·ワインボトルの時計作り

産業観光プログラム

22トン2万2千種類、3千8百万字の世界で最も多くの活字を保有する出版都市活板印刷博物館は、韓国最後の
金属活字鋳造工場である第一活字工場の中にある歴史の現場であり、実際に稼働する印刷製本設備まで観覧
できる場所です。その他にも金属活字を利用し、出版文化大国の4台要素(製紙術、鋳造術、文章術、印刷術)
のすべてが体験できる最適化したシステムを備えています。

C2 23. 活版印刷博物館

 京畿道坡州市会同キル145
  82-31-955-7955
  www.letterpressmuseum.co.kr

·(活版印刷基礎)ブックマーカー作り   ·(活版印刷基礎)活版額縁作り
·(本作り)胸に刻む名言集                        · 文章組版上級
·�(本作り)自分で作る韓英対訳韓国代表詩選集

産業観光プログラム

·博覧会観覧             ·展示会観覧
産業観光プログラム
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A B C D E

地図位置番号  技術産業
01  サムスンイノベーションミュージアム	 D4

02 	 HYUNDAI	MOTORSTUDIO	GOYANG	 C3

03 	 フィールックス博物館	 C2

地図位置番号  科学体験

04 	 アメイジングパーク	 D2

地図位置番号  港湾産業

05 	 京畿平沢港湾公社	 C5

地図位置番号  化粧品製造産業 

06 	 コビカ	 D2

地図位置番号  食品製造·加工

07 	 ソウル牛乳協同組合	 D2

08 	 hyファクトリー+	 D5

09 	 農業会社法人ハンギョンエフエンビー	 D5

10 	 シーズコーヒー韓国	 D4

11 	農業会社法人マシル	 E5

12 	ファームアートホリック	 D3

13 	坡州長湍統一村豆営農組合法人	 C2

14 	ヤマブドウ農園	 C 1

地図位置番号  農畜産業

15 	楊平親環境農業博物館		 E3

16 	愛心牧場	 D 1

17 	安城ファームランド	 D5

地図位置番号  韓国料理文化

18 	韓国調理博物館(韓国料理博物館)	 E5

地図位置番号  伝統酒産業

19 	 農業会社法人スルセム	 D4

20 	 チョウンスル	 D5

21 	 山査園	 D2

地図位置番号  文化産業

22 	 韓国漫画博物館	 C3

23 	 活版印刷博物館	 C2

地図位置番号  都市再生

24 	 富川アートバンカーB39	 C3

25 	 光明洞窟	 C3

地図位置番号  資源再生

26 	 九里資源回収施設＆九里タワー	 D3

地図位置番号  陶芸産業 

27 	 白岩陶芸	 D4

28 	 平康陶窯	 D4

29 	 京畿陶磁博物館		 D4

地図位置番号  ガラス工芸産業

30 	 ガラスの島博物館	 C4

地図位置番号  MICE産業

31 	 水原コンベンションセンター	 D4

32 	 キンテックス	 C3

地図位置番号  生態·教育事業

33 	 驪州昆虫博物館	 E4

地図位置番号  農村体験

34 	 セドゥンジマウル(鳥の巣村)	 C 1

35 	 農業会社法人トゥンタンジマウル	 E3

36 	 ブレミマウル営農組合法人	 E5

37 	 メンゴルマウル	 C2

38 	 チョロクチギマウル	 D2

39 	 橋洞甕置き台マウル	 D 1

40 	 チルウルコレシル営農組合	 D3

41 	 農業会社法人平生平素ローカルフード体験マウル	 C5

42 	 龍仁農村テーマパーク	 D4

*㈱表記を除

京畿陶磁博物館

農業会社法人スルセム

九里資源回収施設
＆九里タワー

橋洞甕置き台マウル39

ヤマブドウ
農園14

坡州長湍統一村豆
営農組合法人13

フィールックス博物館03

ソウル牛乳協同組合07

コビカ06

ファームアートホリック12

 チルウルコレシル
営農組合40

農業会社法人
トゥンタンジマウル35

シーズコーヒー
韓国10 29

驪州昆虫博物館33

白岩陶芸27
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 ガラスの島
博物館30
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活版印刷博物館23

キンテックス32

韓国漫画博物館22
富川
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HYUNDAI MOTORSTUDIO GOYANG02

チョロクチギ
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メンゴル
マウル37

アメイジング
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山査園21

28 平康陶窯

11 農業会社法人マシル

愛心牧場16

セドゥンジマウル
(鳥の巣村)34

25 光明洞窟


