
水原がまるまる分かる。
まるまる二重丸印の情報を。
という意味を込めて“まるまる水
原”を作りました。

水原華城
水原華城�スウォンファソン�といえば、世界遺産。
現在、水原華城エリアは、史上空前のカフェブーム。フォトジェニッ
クなだけでなく、個性的で独創的なメニューやこだわりのコンセプ
トを持つカフェが水原華城に集まっています。
この本では、水原華城エリアのカフェにフォーカスを当ててご紹介
しています。
世界遺産だけじゃない、水原華城の新たな魅力を感じていただ
き、旅の行き先リストに加えてもらえたら幸いです。

アインシュペナーとは　
水原華城エリアのカフェで、流行っているのが“아
인슈페너�インシュペナー”あまり聞きなれないけ
れど、どんな飲み物？
アインシュペナーとは、いわゆるウィンナーコーヒ
ーで、やや深煎りのコーヒーの上にホイップクリー
ムを浮かせた飲み物。
アインシュペナーを美味しく飲むコツは、“とにかく混ぜない”こと。
ふんわりとした生クリームを楽しんだ後、流れてくるコーヒー、そして最後に
底に沈んでいたザラメの甘いコーヒーがやってくる。という段階を踏んで、何
度もいろんな味を楽しむことができます。これこそアインシュペナーのうまさ
の極みです。

What’s まるまる

Suwon                 guideCafé まるまる 
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カフェ
フォトジェニックな

韓国Cafeの世界へ



人気の秘密の一つが、オーナーこ
だわりのインテリア一つ一つ細か
い部分まで考えられているインテ
リアコーディネートは、どの部分を
切り取ってもフォトジェニック！
若い男性、女性が店内で写真を撮
る姿が多く見られます。３階は開放
的で明るく、外で飲むことも可能。
各階の雰囲気が異なるので、気に
入った場所でとっておきの時間をど
うぞ。

91CoffeeA1

91年生まれの男性オーナーのカフェ。まだでき
て間もないのに、お客さんでいっぱい。  수원시�팔달구�행궁로26번길4

 37�280199��127�014604
 12�00�23�00
 不定休�Instagramで告知�
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生クリームが上にのっている、いわゆるウ
ィンナーコーヒー。91Coffeeのアインシュ
ペナーは、生クリームに跳ね返るような
弾力があります。コーヒーが層になって
いるので、飲むごとに味に変化が。クリー
ムは甘くないので、すっきり飲むことがで
きます。最近流行っているので、ぜひ一
度は試してみてください。

オーストラリアなどではポピュラーなメ
ニュー。エスプレッソにとてもきめの細
かいミルクを入れたとってもクリーミー
なドリンクです。カプチーノーのクリーミ
ー版といった感じ。直接ローストしてい
る91Coffeeならではのフラットホワイト
をお楽しみください。

アインシュペナー
아인슈페너

フラットホワイト
Flat�white

5.5₩

4.5₩
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様々な韓方茶や、韓国のお餅がい
ただけるカフェ。店内も韓国らしい
インテリアでまとめられています。
週末の15時～16時は大変混むので
その時間を避けるとのんびり過ご
せそうです。

단오

梅の実を乾燥させたものや４種の韓
方を使ったここでしか飲めない特別な
韓方茶。朝鮮時代の王が暑苦しい夏を
乗り切るために飲んだと言われている
特別な清涼飲料です。程よい酸っぱさ
と最後鼻に抜け、ほのかに香る韓方の
香りと味。まさに暑い夏にゴクゴクと
飲み干したくなるお味です。

見た目でグッと惹きつけられちゃうイ
ケメンピザ（笑）イケてるのは、見た目
だけでなく中身もバッチリ。甘すぎな
いペースト状のさつまいもがサンドさ
れ、たっぷりとチーズがのっています。
冷めてもチーズの弾力がしっかりと残
っていて美味しい！ブランチに食べた
い一品です。�

ジェホタン
제호탕�사도세자의�눈물�

チーズサツマイモピザ
치즈고구마피자

6.0₩

10.0₩

ナツメ茶�대추차��７日間煎じていると言う「ナツメ茶」
は、とてもサラサラしていて喉越しも良い。ただ甘いだけで
はなくかすかな苦味を遠くに感じます。これまでいただいて
きた「ナツメ茶」とは一線を画す味わいです。

그�외�메뉴

 수원시�팔달구�행궁로28
 37�280090��127�014724
 10�30�22�30
 なし

A2

6.0₩
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オープンして２年のパン屋さん
“달보드레�タルボドレ�”には、甘ったるくて柔ら
かいという意味があり、その名の通り店先に
は甘くていい香りが漂います。昔は和菓子を
専攻していたというオーナー。日本に関心も高
く、日本のパンも参考にしながら、オリジナ
ルパンの開発をしています。

달보드레

 수원시�팔달구�행궁로24
 37�280466��127�014660
 09�00�20�00
 月曜日

タルボドレで使用する小麦粉は、すべて
国産品の有機農です。素材にもこだわ
り、安心していただけるパンです。イート
インコーナーもあり
ますし、お土産にして
ホテルで いただくの
もオススメです。

3.0₩

タルボドレオリジナル商品の“ニンニ
クサバ焼き”は、食べずに帰ったら後
悔します！と断言できるほどのインパ
クトと味！まずネーミングに驚きます
が、鯖焼きと言っても、パンに鯖が入っ
ているわけではなく、焼き鯖に見た目
が似ていることから、名付けたとのこ
と。普段口にするガーリックパンとは
違い、カリカリしつつもしっとりとして
いて、噛めば噛むほど甘い。この甘さ
の秘密をうかがったところ、かぼちゃ
が入っているとのこと。染み込んだガ
ーリックとかぼちゃの甘みが良く合い
ます。

ニンニクサバ焼き
마늘고등어구이

A3
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뽐뽐

 수원시�팔달구�정조로801번길24
 37�280063��127�015317
 11�00�21�00
   なし�Instagramにて告知�
bbombbomcoffee�����

製菓ライセンスも持つオーナーのこだ
わりは、スイーツやパンにも。チャバタ
も自身で作ったものでないと納得でき
る自分の味が出ない。と、こだわり手
作りです。

バリスタ１級を持つオーナーは、アメリカー
ノにもこだわります。
アメリカーノは、２種類用意されていて、Bタ
イプは酸味が強くてすっきりした味わい。C
タイプは、香りが高くて濃い。ブレンドに慣
れている方には、Cタイプがオススメです。

手作りスイーツの中でもオレオブラウ
ニーは、大きなブラウニーの上に、まん
まるのバニラアイスがのって、かなりボ
リューミー。でも美味しいから一人でペ
ロリいけちゃいます。他店に比べてコ
スパがいいのも特徴。

4.8₩

3.0₩

4.8₩

チャバタ
치아바타

アメリカーノ�아메리카노

オレオブラウニー
오레오�브라우니

A4

気軽に立ち寄れる、居心地のいいカフェで
す。美人オーナーがとても気さくで明るいの
で、お話ししてるうちにパワーももらえちゃ
います。
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북수동커피B1

オールドな90年代のアンティ
ーク調な雰囲気でまとめら
れ、静かにかかる音楽と自然
の光が優しく差し込むゆった
りくつろげるカフェ。

Booksudong Coffee
16 17



感動したカフェ。ここは、本当は
秘密にしておきたかった。

オーナー手作りのティラミスは、チ
ーズが主張しすぎておらず、中には
チョコチップも入っています。柔ら
かくふわふわした食感。

飲んだ瞬間虜になってしまった。
小さなグラスに入った可愛いフォル
ムに飲むのが惜しくなるボクスドン
クリーム。しっかりとした泡は時間
が経っても全然崩れないので、時
間をかけて飲んでも美味しくいた
だけます。混ぜずにそのまま飲む
のが、ボクスドンクリームの美味し
い飲み方。

オーナーオススメのグレープフルー
ツ牛乳は、“グレープフルーツって牛
乳に合うんだ！”と新発見。さっぱり
飲めて新感覚。

ティラミス
티라미수

ボクスドンクリーム
복수동크림

グレープフルーツ牛乳
자몽우유

6.0₩

5.0₩

6.0₩

 수원시�팔달구�북수동�311�14
�37�282440��127�017561
 月曜～土曜�11�00�23�00� 

 日曜�12�00�22�00
   なし�instagramにて告知� 
bombbomcoffee��
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Roast&BlendingB2

 수원시�팔달구�정조로900번길12
 37�287772��127�015181
 12�00�23�00
 なし�Instagramにて告知�����

取材中に見つけたカフェ。
オープンしたばかりのお
店は、シックでとても落ち
着いた雰囲気 。シンプル
なのに個性的。お店の名
前“Roast&Blending”に
は、オーナーが好きな音
楽R＆Bの意味も込められ
ているそうです。グラスや
器の一つ一つがコンセプ
トにぴったりはまってい
て、オーナーのセンスが際
立ちます。
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店長イチオシの手作り아이스크림�
브라우니�アイスクリームブラウニ
ー�は、上に乗せるアイスがバニラ
と緑茶から選べます。しっかりと
した濃厚な味で、記憶に残る一
品になりました。ぜひコーヒーと
一緒に。

他店のカフェオーナーがオスス
メしていた“청포도�에이드�チョン
ポドエイド（マスカットエイド）”
は、見ているだけでも涼しげで
フォトジェニック、はじける炭酸
の喉越しがとてもいい。

アイスクリームブ
ラウニー�

아이스크림�브라우니

チョンポドエイド 
�マスカットエイド��

청포도�에이드�

6.0₩

6.0₩
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행궁맨션B3

 수원시�팔달구�장안동53�8
 37�286626��127�013593
 11�00�23�00
 なし

６か月前にオープンしたば
かりのカフェ。
名刺も広告もないのにど
んどん人が集まり今では
大人気のお店。開花期の
クラシカルな雰囲気を再
現したかったと話すオー
ナーの想いが形になった
どこかノスタルジックでい
て新しいカフェです。
広々とした空間でゆったり
過ごしてほしい。と隣の人
が気にならないように配
慮された空間づかい。優し
く過ごせる、優しい気持ち
になるカフェを作りたかっ
たというオーナーの気持
ちがあふれています。
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メニューは、多くないだけにこだわり
抜いたものを厳選して提 供。特にオ
ススメなのが、オーナーの手作りカヌ
レ。まわりはカリッと芳ばしい香りを残
し、中のしっとりとしたカスタードが絶
妙です。アメリカーノと一緒にお召し上
がりください。

アイスが上にのったサマーラテも、と
ても可愛くてオススメの一品です。

カヌレ
까눌레�

サマーラテ　
썸머라떼

3.0₩

6.0₩
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정지영
커피로스터즈

B4

水原華城周辺でこのカフェを知らない人はいな
い。というほど有名なお店。10年カフェをしてい
たオーナーの3号店目は、住宅カフェ。40年前
は部品倉庫として使われていた家をおしゃれな
カフェにリノベーション。
社会人大学でコーヒーを教えるオーナー、水原
華城周辺には、オーナーから学んだ弟子もたく
さんいて、華城周辺に若者が戻り新たなカフェ
文化が生まれています。

 수원시�팔달구�정조로905번길13
 37�287930��127�013662
 12�00�22�00
 月曜日
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メニューは、コーヒー４種とブレッド２種。ローストから
全てオーナーが手がけ、パンも店内で焼いています。コ
ーヒーのcoconutは、香りも良く程よい甘さ。Croissant
の中はほどよくしっとり、外はサクッとした軽い仕上が
り。Coconutコーヒーととてもいい相性です。

Croissant���Coconut

3.5₩

5.0₩

店内は、飾り気はないけど細部まで計算し尽くされているフ
ォトジェニックな空間。どこで飲んでもおしゃれです。天気
のいい日は、城郭を眺めながらのテラス席もオススメ。水原
華城のマストカフェへぜひ。
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다전1973B5

静かな時間が流れ伝統とモダンが
混ざり合う空間。

カフェが増える中で、韓国伝統茶や
中国茶がいただけるお店。
子供に茶道を教えていたオーナー
が、２０代の頃に中国茶に出会い、
こんなにたくさんのお茶があるとい
うことを多くの人に知ってもらいた
いとと思い続けて形になったカフェ
です。

 수원시�팔달구�화서문로42번길6
 37�283888��127�013647
 11�30�21�30
 月曜日～水曜日�����������

32 33



手作りシッケは、5月から6月の間
だけ庭にできるサクランボに似
た赤いユスラウメが添えられとっ
ても可愛い。

五味子茶は、3日間煎じるため味
も色もとても濃く、効能の通りす
っかり疲れが吹き飛びます。

シッケ�
식혜

五味子茶
오미자차

6.0₩

7.0₩

オーナーが古家具が好きだったことも
あり、50年～60年前のものを蘇らせ、
新たな命を吹き込みました。店内には
1923年の時計も。旅の途中に美しく美
味しいお茶とともに静かな時間を過ごし
てみませんか？
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도이창커피�DOI�CHANG�COFFEEB6

オープ ンして５年 の 水 原 華 城 周
辺 で は 先 駆 け の カフェ 。タイの
DOICHANG農場から取り寄せてい
るこだわりのタイコーヒー店。
元写真家のオーナーが、撮影のた
めに訪れた際仲良くなったタイの
友人が農場をやっていたことから
行き来がはじまり、すっかりそのコ
ーヒーの味にはまり、韓国でもこの
コーヒーを！ということから始まっ
たカフェ。

 수원시�팔달구�화서문로32번길21
 37�284263��127�012161
 10�30�21�00
 なし�instagramに告知�
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1番人気はドイチャンラテ。ふわふわの泡としっかりしたコーヒーが調和し
たとっても飲みやすい。
マコラテは、お子さんと一緒に来たお客様が、「子供と一緒に飲めるもの
があったらいいのに」という一声から誕生したメニュー。人工甘味料、白
砂糖は使用しておらず、さとうきびを使って甘みを出している。ノンカフェ
インなので、子供も妊婦さんも安心していただくことができます。
タイミルクティーは、タイでは定番の飲み物、レンガ色の見た目も優しい
甘いミルクティー。少し香ばしくどこか懐かしさを感じます。

コーヒーだけをメニューにしていた時
に、「一緒に食べるものが欲しい」とい
う声が多く、当時は近所のマートで購
入したものを持ち込んでもらって食べ
ていただいていたそう。
“DOICHANGCOFFEEに合うタイの食べ
物はないか？”と試行錯誤の末、オーナ
ーがタイの人が日常的に朝食べている
パンがとてもよくコーヒーに合い、メ
ニューとして提供することになりまし
た。パンに添えてある緑色のソースは、
「パンダンリーフ」という暑い地域で
生育し、甘い香りのするハーブで作ら
れています。この色もパンダンリーフの
自然な色で、タイではお茶やスイーツ
などで一般的に楽しまれています。

パトンコ��
빠텅코

5.0₩

ナチュラルな素材にこだわった、タイコ
ーヒーの専門店。ぜひ３種の飲み比べ
を。韓国人が惚れ込んだ、本格タイコー
ヒーをぜひおためしください。

거품이�풍성하고
맛이�색다른�라떼와�밀크티

4.0₩

ドイチャンラテアイス
도이창라떼�

3.0₩

マコラテ
마코라떼

4.0₩

タイミルクティー
타이밀크티�
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우리의20세기B7

屋上にはテラス席が用意されていて、気持ちのいい風が
吹きます。夜のテラスは、ライトアップするので、ムード
のある空間に。夜はワインと一緒に屋上テラスで過ごす
のもオススメです。
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カフェのすべてが、オーナーのこだわりと個性で溢れ
ています。20世紀を振り返りながらLPから流れる音
楽とコーヒーで特別な時間をお過ごしください。

オススメは、アインシュペナー��種類により価格異なる�。甘い生クリームにキリッ
としたコーヒーがとても合います。また、小麦粉を使用していない手作りのふわっ
としたブラウニーも必食です。�

4.5₩

5.5₩

ブラウニー�·�アインシュペナー
브라우니�·�아인슈페너ソウルの弘大でクラブを経営して

いたというオシャレなオーナー。　
映画の好きなオーナーが、映画の
タイトルにヒントを得て考えた店
名우리의20세기。“私たちの20世
紀を振り返ってみる”という意味
も込められているそうです。

 수원시�팔달구�화서문로26�3
 37�284721��127�010943
 平日�12�00�22�00���週末�11�00�22�00
 月曜日
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One�MoreB8

白を基調とした店内に、小さい頃
から美術を専攻していたオーナー
の手書きのメニューや、ポストカー
ドがあちこちに飾られ店内にぬくも
りが。“もう一度気軽に来れるお店
にしたい”ということからOne�More
と名付けたそう。

 수원시�팔달구�화서문로17번길4 
 ２층�コンビニCU上�

 37�285432��127�010144
 13�00�22�00
 なし�instagramにて告知����
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オススメは、他では食べられないOneMoreオ
リジナルのOpensandwich�オープンサンドイッ
チ。見た目も鮮やか！スライスしたアボカドにオ
リーブオイル、香ばしいナッツに、スパイスが効
いています。たっぷりのったチェリーのサンド
は、とってもフルーティー。

オープンサンドイッチ��
Opensandwich

10.0₩

華西門を目の前に見られる最高の立
地。春、秋は屋上から世界遺産を眺
めながら、最高のカフェテイムを。
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홍라드�HONGRARDB9

 수원시�팔달구�북수동344�1
 37�283485��127�016452
 12�30�22�00
 なし�instagramにて告知�

このお店のコンセプトは、
“男友達の家に遊びにきた
みたいに気軽に過ごせる
空間。気軽に過ごせるアジ
ト”をイメージして作られ
ました。
本当に友達の家に遊びに
きたかのような錯覚をし
てしまう、遊び心のあるユ
ニークなカフェです。座る
席によって全く異なる雰
囲気なので、どこに座ろう
か迷ってしまいます。ベッ
ドのあるスペースは、完全
にお友達の家感覚に。定
期的にカフェでギャラリー
も行っているので、期間ご
とに雰囲気が異なるのも
面白いです。

ユニークな店名は、オーナーの名前
홍�ホン�さんとオーナーが愛してやまないサッカー選
手、リバプールのジェラード選手の名前を掛け合わ
せたもの。
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トーストメニューは、オーナーの彼女が考案。
珍しい“カヤトースト”は、シンガポールではよく食べ
られている“カヤジャム”が使われ、
フルーツがたっぷりのっています。　フォトジェニッ
クでいて、とても美味しい！20代の若い子を中心に
人気のあるカフェです。

カヤトースト��
카야토스트

5.0₩
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낭만만옥B10

ちょっと路地を入った
ところにある韓屋作り
の낭만만옥は、知る人
ぞ知る地元で人気のカ
フェ。お店に入った瞬
間ロマンチックな空間
でヒーリングできるよ
うに。とお店の名前を
つけたという。

柔らかな光が差し込む店内は、アンティー
クな雰囲気を醸し出し、オープンキッチンで
ドリンクを作るオーナーをぼんやり眺めて
いるだけで癒されます。
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オーナーオススメのチョンギュル
レモンエイドは、甘すぎないみか
んにちょっときつめの炭酸でスッ
キリとした味。甘いのが苦手な人や
夏にスッキリと飲むのにオススメ
です。

人気メニューのナンマンラテは、キ
メが細かく濃密な泡がたっぷりで、
その下にはエスプレッソ。混ぜずに
そのままいただくと、口の中でいろ
んな味が楽しめます。

6.0₩

5.0₩

チョンギュルレモンエイド��
청귤�레몬에이드　

ナンマンラテ��
낭만라테

夜は昼とは違った雰囲気を見せ、醸造士の資格を
持つオーナーのカクテルもいただけます。ロマンチ
ックな時間を過ごしたい方に是非オススメです。

 수원시�팔달구�화서문로48번길26
 37�284264��127�013835
 12�00�22�00
 水曜日
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수원화성여행카페�
Traver&MuseumCafe

B11

京畿道観光協会の会長も務めたオーナーは、30年以上
旅行業界に携わる旅行のプロ。日本も大好きでよく訪
れ、狭小空間に建てる日本のカフェも参考にしたそう
です。世界遺産がある地元の人間としての使命感と、旅
先で心地良い時間を過ごせる空間を作りたいとの思い
で、3年間構想を練って作ったカフェです。

 수원시�팔달구�북수동139�1
 37�287604��127�015175
 10�30�21�00
 なし
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韓屋を見ながら優雅な旅のひ
とときを過ごせます。

オススメは、３Fの窓側の席。気持ちのいい風が吹き、
いい気が受けられます。本場イタリアから直接輸入し
ているという特級ホテルで取り扱われているもの。エ
スプレッソがたっぷり染み込んでいる上品な味わいで
す。グラスの中で美しく開く花茶は、ミシュランティー部
門で入賞したイギリスのものを使用�4種��

ティラミス�·�花茶��
티라미수���화차

10.0₩

6.0₩
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정조살롱B12

白を基調とした店内は、文句無し
にカワイイ。オープンして１年イン
スタでその人気は広まり、各地か
ら人が集まります。

今人気のアインシュペナー。甘めの生ク
リームと、酸味のあるコーヒーのバラン
スも◎。
自慢は、オーナー手作りのスイーツ。シ
ーズンメニューなども用意されている
ので、是非チェックしてみてください！

アインシュペナー��
아인슈페너

5.5₩

洗練された店内のインテリアは、
オーナーの妹さんが手がけ、女性
目線ならではの雰囲気作りがされ
ています。客層は、若い女性ばか
りかと思いきや、小上がりのスペ
ースで、おばあちゃんたちがグルー
プで楽しそうにおしゃべりに花を
咲かせる幅広い年齢に愛されるカ
フェ。

 수원시�팔달구�화서문로32번길4
 37�284745��127�011472
 12�00�22�00
 月2回�Instgramに告知�

1年前にオープンした白い壁のフォトジェ
ニックなカフェ。若い女性がガラス越し
に楽しそうにおしゃべりする姿に、つい足
が止まります。
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韓屋ゲストハウスの一角の
カフェ。週末は、家族連れ
や、外国人観光客が多く訪
れるカフェ。全席25席のこ
ぢんまりとしつつも開放的
で明るく心地いい。

노아재B13

 수원시�팔달구�화서문로42번길36
 37�283865��127�013634
 平日12�30�19�00���金土曜12�30�20�00
 月曜日

オススメは、花茶。月ごとにメニュー
が変わり、季節の旬のものなどが４種
提供されています。日本ではあまりお
目にかからないビート茶は、素材の味
そのままで鮮やかな色にも気分が上が
ります。小腹が空いたら　手づくりの
チャバタに甘いジャムに合わせてどう
ぞ。
韓屋のぬくもりに触れながら、月ごと
に変わる花茶を召し上がれ。

チャバタ���ビート茶��
치아바타�·�비트차

3.0₩ 6.0₩
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水原華城の中では一番古く、６年
目を迎えたKOGA�COFFEE。
もともとは、ご両親がスーパーをや
っていた場所に、当時なかったカフ
ェをオープン。

고가커피�KOGA�COFFEEB14
店内に一歩踏み入れると、店長のコレクション
に驚かされます。
倉庫におもちゃをコレクションし、子供に、そし
て孫にと受け継ぐ海外のドキュメンタリー番組に影響
を受け、自分も同じように代々受け継いで行きたいと高校
の頃からアルバイトをしては集めたそうです。ここにあるの
は、オーナーのコレクションの1�3とのこと。
このコレクションは、日本やアメリカに買いに行くそうで、30代の女子に
はとても懐かしいセーラームーンやディズニーキャラクター、スターウォ
ーズなどが多く見られます。
オーナーの１番のお気に入りは、「ダースベーダー」。オーナーのエプロン
にも注目です。

3.0₩

 수원시�팔달구�화서문로32
 37�284856��127�011401
 10�00�22�00
 木曜日

オススメは、自身でロースティングして
いるコーヒー。味もコスパも◎。日本語
の聞き取りは少しできるオーナーなので
安心です。
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치치�chi�chiB15

お店の名前は、オシャレ、純粋、洗練された。
と言う意味を持つカクテルのchichiが由来と
のこと。ゆったりできる靴を脱いで上がる予約
席は、家族やカップルに人気です。

直接ローステイングしている珈琲が自慢のお
店は、２年前にオープン。気軽に入れる雰囲気
で、週末は、観光客、家族、カップル、様々な
年齢層のお客様で賑わいます。

 수원시�팔달구�화서문로37
 37�285186��127�012031
 12�00�22�00
 火曜日

炭酸がきつくなく、甘くてすっきりとし
た飲み心地。種も全部食べられます。
その他にオーナー手作りの素材を活か
したコーディアルは、販売もしていま
す。炭酸で割ってエイドとして提供。

パッションフルーツエイド
패션후르츠�에이드

5.0₩
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대안공간�눈B16

中庭を見ながらのんびり過ごせるギャラリ
ーカフェ。
オススメは、山で摘む野生の오디オディ
（桑の実）を使ったメニュー。オディパッピ
ンス、オディクッキー、オディジュース、オ
ディ茶など、他では味わえないメニューが
揃っています。

 수원시�팔달구�화서문로82�6
 37�285844��127�016475
 11�00�19�00
 月曜日

オディピンスは、粗めの氷にアイスクリ
ーム、コーンフレーク、求肥、小豆など
がたっぷりと入っています。小さい頃に
食べたことがあるような、どこか懐か
しいかき氷です。

オディパッピンス
오디빙수

10.0₩
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ヒノキを使ったベッドの販売所。
カフェではありませんが、休憩ス
ペースとして提供しています。店
内に入った瞬間ヒノキの香りで
ヒーリング。
飲 食の 持ち込 み はで きません
が、1時間50 0 0Wでドリンク付
き。カフェではできないごろんと
横になって休むこともできます。
次のスケジュールを立てるとき
に、ゴロンとしたくなったら、気
軽に立ち寄ってみてください。”
こんな所欲しかった！”旅行者に
とても嬉しい癒しスペースです。

The�쉼�ShuimB17

 수원시�팔달구�신풍로23번길59
 37�283664��127�011793
 10�00�18�00
 日曜60分5.0₩
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体験
金箔体験
いしかわあいレザークラフト体験
スンデ作り体験



水原南門市場の顧客センタ－２Fにあ
る金箔体験教室は、大人から子供ま
で楽しめます。
なんと驚きの体験料無料��
好きな絵柄を選んで、子供はキャンパ
スに、大人はグラスで金箔体験を。
先生は日本語不可ですが、とっても優
しく丁寧に教えてくれるので、見なが
ら真似をすれば誰でもできるので安
心です。出来上がった製品は、持ち帰
ることができます。

 수원시�
 37�277750��127�018451
 10�00�17�00
 無料
 30分�1時間�作品により異なる�
 月曜日、火曜日

金箔体験�금박�체험C1
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日本人奥様の名前が店名になっている
レザーショップ“いしかわあい”

店内に並ぶシンプルで大人かっこいい
商品すべてオーナーの手作り品。レザ
ーカラーや、文字入れなどオーダーも
可能�EMS発送対応�なので、とってお
きのものが作れます。
そんな　いしかわあいでは、レザーク
ラフト体験も行っています。水原旅の
記念に、世界に一つ　私だけのお土産
を作ってみませんか？

 수원시�팔달구�화서문로�43�
 37�2853077��127�0105657
 13�00～17�00
 作品ごとに異なる
 30分～1時間（作品により異なる）
 月曜日

カード入れ
約40分
15.0₩

コインケース
約20分
10.0₩

イニシャルキーホルダー
約20分
10.0₩

ミニキーホルダー、
イヤホンジャック
約20分 5.0₩

いしかわあい
レザークラフト体験
이시카와�아이�가죽�공예�체험

C2
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「スンデ」を食べたことありますか？　
スンデは、豚肉の腸に、もち米や、春
雨、豚の血を詰めて蒸したもの。朝鮮
半島の料理で、その独特な見た目に好
き嫌いが分かれるものとも言われてい
ます。でもスンデが大好きな人は、韓
国に来たら必ず食べる！という熱烈ぶ
り。スンデが大好きな人に是非体験し
ていただきたい、スンデタウンのある
池洞�ジドン�市場でしかできない特別
な体験をしてみませんか？

 수원시�
 37�277687��127�019250
 수요일��토요일�오전�10�12시
 無料

スンデ作り体験�
순대�만들기�체험

C3
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市場·美味しいお店
八達門市場

栄洞市場
池洞市場

ミナリグァン市場
モッゴル総合市場

取材中に見つけた美味しいお店　　

八達門

八達門市場
栄洞市場

水
原

川

南門ファッション１番街市場

池洞市場

ミナリグァン市場

モッゴル総合市場



八達門市場は、李氏朝鮮の第22代国王「正祖」により全国の有能な商
人たちを呼び集めて開設された「王の作った市場」です。4592
約220年の歴史があり、衣類、雑貨、靴、カバンなどが主流の市場で
す。市場の醍醐味は、安くて楽しい買い物。3000Wの洋服、3000Wの
巨大蒸しパンあなたはどちらを選びますか？？
アーケードがあるので、天候に関係なくショッピングを楽しむことがで
き、中にはマートもあります。

味噌がベースのチュオタン。大根の葉を乾燥さ
せたシレギがたっぷりと入っていて、甘みを出し
ている。臭みもなくとても食べやすい。またキ
ムチがとても美味しいので、こちらも注目！平日
のお昼にはかなり広い店内も大混雑です。掘り
ごたつ席も用意されています。

 수원시�팔달구��
 37�277205��127�017658
 

南門ファッション１番街市場

 37�275703��127�018261

2016年に完成したアーケード街は、女性用衣類やバッ
グ、アクセサリー雑貨など様々なアイテムが揃います。
市場の奥にあるおでん屋さんが大人気です。

 수원시�팔달구�팔달로2가49
 37�277606��127�017906
 10�00�21�00
 

 수원시�팔달구�팔달문로5�10
 37�277902��127�018250
 10�00�21�30
 

8.0₩

6.0₩

칡は、葛のこと。消化にいい葛をそば粉に炒め
て混ぜ練りこんである冷麺です。20年の歴史が
あるこちらのお店には、市場で働いている人が
よく訪れます。
お酢を入れていただくとより一層さっぱりとし
た味わいです。クラシックギターをやっている
女性オーナー。バンド活動のため11月～2月の4
か月間お店がお休みになりますので�
チャンスを逃さず食べに行きましょう。

ファホンチュオタン
화홍추어탕

ソンアクチクネンミョン
송악칡냉면

地元市民のマスト八達門市場�팔달문시장�D1
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韓国の伝統韓服や寝具類が中心の市場で、色とりどりの韓服にうっと
り。子供用の韓服専門店もあり、その可愛さについ足が止まります。栄
洞市場の２Fには、2017年7月にオープンした“28青春青年モール”があ
ります。青年モールでは、フードコートやカフェがあり、スイーツ、工芸
品などの販売もしています。お手洗い、休息スペースもあるので、休憩
するのにぴったりです。

 수원시�팔달구�
 37�276927��127�018659
 

地元市民のマスト

韓国でカレー？！と思うことなかれ。韓国的で、
韓国っぽいカレーを提供しているカレー専門
店。珍しい「전통떡갈비카레�トッカルビカレー」
「뚝배기치즈카레�トゥッペギチーズカレー」は
ぜひ召し上がってほしい一品。
トッカルビカレーは、見た目ハンバーグカレー
ですが、トッカルビが甘くてピリッとしたカレー
にマッチ！�トゥッペギチーズカレーは、一人用
の韓国式土鍋に入ったカレーで、あっつあつの
カレーがいただけます。カレーは、3種から選ぶ
ことができます。（ほうれん草、野菜、チキン）
日本で働いていたオーナーは、日本語が可能です。

 수원시�팔달구�수원천로255번길 
 6�영동시장�가동�2층�

 37�277409��127�018615
 11�00�20�30
 月曜日

 수원시�팔달구�수원천로255번길 
 6�영동시장�A동�2층�2217호�

 37�277298��127�018594
 10�30�20�00
 月曜日

0.0₩

3.5₩

テイクアウトの食パン専門店。８種の食パン
を提供しています。その中でもダントツに人気
があるのが、미나리콩ミナリコーンパン3500W　
セリの酵素とコーンが入った米粉食パンは、も
っちりとしていて香りが良くお店の看板メニュ
ーです。焼かずにそのままちぎって食べるのが
美味しい食べ方です。常温で1日～2日、冷凍で1
か月保存可能です。青年モールにあるカフェに
持っていって食べることもできます。領収書を
見せるとお得な特典もあります。

シナブロカレー
시나브로카레

ミナリパンチプ�
미나리빵집

栄洞市場�영동시장D2
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1951年に開場した池洞市場は、スンデタウンを中心とした、
スンデ、コプチャン、精肉店お餅など食べ物に特化した市場
です。若者から中高年層まで様々な年齢層が足を運びます。
40年の伝統を誇る池洞市場スンデタウンには지동순대と한양
순대の２種類のスンデを取り扱っているスンデ店が約25ヶ所
集まっています。気になるお店でぜひスンデを食べてみてくだ
さい。

 수원시�팔달구�
 37�277687��127�019250
 

地元市民のマスト

30年営業しているミラルスンデ。池洞市場では
老舗のスンデ屋さんです。왕순대　ワンスンデ　
10000Wを頼むと、野菜スンデとマクチャンスン
デの２種がお皿にのってきます。マクチャンスン
デは、春雨ではなくもち米を使用、28種の具材
が詰まっています。ここでしか食べられない老
舗のオリジナルスンデは必須です。

スンデタウンの中にあるチョッパル（豚足）屋
さんは、地元や市場で働く人に大人気。ヤンニ
ョムをたっぷり使い伝統的な方法で作ってい
るという社長自慢のチョッパルは、クセがなく
とても食べやすい。栄養豊富で、脂が少なく、コ
ラーゲンたっぷりという美容食。昔は何軒もあ
ったチョッパル屋さんが、この味に勝てず撤退
して行ったのだとか。ぜひ地元市民が愛するチ
ョッパルを食べてみてください。

 수원시�팔달구�팔달문로20 
 �B동�1층�

 37�277539��127�019736
 10�00�21�30
 

 수원시�팔달구�팔달문로20 
 �B동�1층�

 37�277878��127�019629
 
 

10.0₩

0.0₩

ミラルスンデ
밀알순대

チョッパル
방자족발

池洞市場�지동시장D3
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昔市場のあたり一帯がセリ畑だったことからこの
名前がついたミナリ�セリ�市場。直接作ったものを
売る露店が一つ、二つと誕生し市場が形成されま
した。現在は約60店舗ほどのミナリ市場は、惣菜、
野菜、お餅など食材が中心に販売されています。

 수원시�팔달구�
 37�277031��127�020176
 

地元市民のマスト

精肉店を営んでいた主人の練炭焼肉店。뒷고
기�200g�12000wは、뒷には後ろという意味があ
り、首の後ろの部位の肉という意味と、美味し
いので店主がこっそり後ろに隠す肉という意味
があるそうです。その美味しいお肉を、オーナ
ーが手作りしている“太刀魚の塩辛”で作った味
噌をつけていただくのが最高！お一人様でも食
べられるお店です。

週末には、2000人が来店するという60年続く
ドーナツ屋さん。始めた頃からメニューや製法
をを変えずに提供しています。イーストを使わ
ず18時間かけて自然発酵させているため、酵
母や乳酸菌が自然に出てくるので10個食べて
も消化がいいそう。人気のソンカラドーナツ　
４個1000Wは、指に見た目が似ていることから
名付けられたそう。クロワッサンのようですが、
食べるとモチモチ。皆に愛されるコスパも味も
最高のドーナツはミナリグァン市場では欠かせ
ません。

 수원시�팔달구�지동400�18�
 37�277010��127�020026
 10�00�23�00
 

 수원시�팔달구��
 37�277085��127�019598
 08�00�18�00
 月曜日

12.0₩

1.0₩

ヨンタングイ�練炭焼き�
연탄구이

チュオクエドーナツ�思い出のドーナツ�
추억의�도너츠

ミナリグァン市場�미나리광시장D4
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綺麗に整備されたアーケードのある活気溢れる
市場で、南門市場の中でも一番人が多いところ。
野菜、お餅、魚、肉、惣菜、洋服まで何でも揃う
市場です。市場で運営するモッゴル放送局があ
り、市場の人がDJを務め多彩な文化活動を行っ
ています。

 수원시�팔달구�
 37�276091��127�020510
 

地元市民のマスト

昼食時間には、長蛇の列ができて常に満席の
お店。全てが手作りで、味もボリュームも文句
無し！驚くのは、その値段。なんと손칼국수�カ
ルグクスは、3500W��夏限定の냉면�冷麺は、
4000W。そして濃すぎるぐらいのパンチの効い
た콩국수�コングクスは5000Wです。ソウルでグ
ラフィックデザイナーだったご主人の華麗なる
転身。ご主人が愛してやまないカルグクスを食
べずに帰るわけにはいきません。ピーク時間を
ずらすと並ばず食べられるかも？！

脂っこくないホットクは、何と２枚で1000W�目
の前で焼いているので店先にはいい香りが。火
傷に注意しながら熱々を頂きましょう。

 수원시�팔달구� 
 중부대로39번길3�13

 37�276155��127�020653
 09�30�19�30
 2週目火曜日

 수원시�팔달구�
 37�276024��127�020746
 
 

3.5₩

1.0₩

トングンカルグクス
통큰칼국수

ウコンホットク
울금호떡

モッゴル総合市場�못골종합시장�D5
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こんなうどん見たことない！ 
フライドチキンが１本うどんに入っている斬新す
ぎる닭튀김우동に開いた口がふさがらない！！イ
ンパクト大　SNS映えするうどんを食べてみませ
んか？

닭튀김우동��통밀면�9000₩
사누끼면（讃岐うどん）8000₩
２つのタイプの麺から選ぶことができます
水原華城で讃岐うどんの新しい食べ方チャレン
ジしてみませんか？

週末は1000羽も出るという、水原華城チキン通
りの中でも1位2位を争う有名店。地下から２階ま
でのある客席は、いつ行っても混んでいます。
甘めのソースがたっぷりかかったチョイピリ辛の
양념�ヤンニョム�チキン。カリッと感も残りクセに
なる美味しさ。
オススメは、반반（半々）。양념チキンもフライド
チキンが両方半分ずつ出てくるので、食べ比べが
出来ます
フライドチキンは基本は塩でいただきますが、マ
スタードソースとヤンニョムソースがあるので、味
に変化を加えながら食べるのも◎。

 
 37�279587��127�017584
 
 

 
 37�280060��127�014996
 
 

9.0₩

0.0₩

8.0₩

E1 E2十二アルうどん屋�열두알우동집 ヨンソントンタック�용성통닭
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수원화성의 밤

어둠이 내리면  

수많은 경관조명이 수원화성을 밝힌다. 

‘플라잉수원’을 이용하면 수원의 야경을 만날 수 있다.
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夢の建築���世界文化遺産

水原華城
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場所です。
学問と武術に長けていた若き王が夢見た新しい都市、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ます。

華城行宮前の広場「新豊樓」では無料公演が楽しめます。 水原華城は徒歩観光もできますが華城御車に乗ってぐるっと

回ることも可能。

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

を超える区間を観覧できます。
�大人4000ウォン　
�10：00から16：30まで30分ごとに華城行宮から出発

3月～11月初旬の間、華城行宮か

ら出発する自転車タクシーで水原

華城や伝統市場を見て回ること

ができます。
※�天候などにより変更となることがあります。予めご了承ください。

無料公演も要チェック！ 華城御車に乗ってみよう。

環境にやさしい自転車タ
クシー

武芸24技

壯勇營守
衛儀式

土曜常設
公演

朝鮮伝統の武芸と中国と日本の優秀な武芸を積極的に受け
入れて作った24種類の実戦武芸

朝鮮第22代正祖大王の親衛部隊である壯勇營の兵士たちの
軍事訓練の様子を再現

水原華城築城を記念した宴で繰り広げられた伝統公演から
代表的なものをお見せする常設公演

�1月～12月�毎週火～日曜日��11�00

�4月～10月�毎週日曜日��14�00

�4月～10月�毎週土曜日��14�00
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よすみまり
Yosumi�Mari

1990年に初めて韓国を訪れてから渡韓歴は100回以上。

最近一番楽しみにしているのは韓国のカフェ巡り。

韓国のカフェは、地方を中心に200軒ほど巡っている。

現在よもぎ蒸しサロンを経営する傍ら、韓国に関するイベントや

ツアーを行い、SNSにて韓国について発信中。

http���yomogimari�com
https���www�facebook�com�mariko�yosumi
https���www�instagram�com�4su3mari




