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min

Seoul Stn. ↔ Incheon Airport

Airport Railroad
Express train

With a non-stop express train and an early check-in
service at the seoul station city airport terminal,
the road to Incheon International Airport is relaxed and comfortable.
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夕日がキレイな西海、目の前に広がる平野、トゥルレ道に沿って続く素敵な尾根。こんなにも美しい自然の上に、京畿道の歴史、
建築、美食、文化を一つずつ積み上げていきます。伝統と現代が調和し、観光客と空間が触れ合うことで完成していく京畿道の情緒。

旅行地は時には映画やドラマなどの背景に、時には音楽のインスピレーションを与えてくれる存在です。
そのおかげで、京畿道のあらゆる所は、韓流コンテンツという服を着て、新しい魅力を生み出しています。

AKMUのアルバムジャケットで童話のような雰囲気を醸し出している前谷港は、ラッパーであるイ·ヨンジ氏のYou Tubeの動画で、
海の生き生きとしたムードを感じさせます。観光客はドラマのヒロインの足跡をたどって、美しい千年の古寺を歩き、穏やかな庭園で一
息つきます。古宅のテチョンマルで過ごす静の時間。しばらく人生の速度を落とし、ローカルピープルのように暮らしてみようと心の声

がささやきます。そのうち四季の驚異を経験し、ソフリ森でBTSの曲を口ずさみます。これから京畿道をフォローしてみてください。
隠れた宝物のような場所を見つけ、31の市郡の上に自分だけの特別な旅行地図が書けますように。



京畿道を構成する31の市郡には、固有のストーリーを持ち、感覚を引き起こす魅力的な場所がある。 
時折美しい映像の背景にもなる場所。観光客は主人公の足跡をたどりながら新しい旅行の仕方を学ぶ。

ローカルピープルの溜まり場のような空間は、観光客の新しい場所を見つけたい気持ちを刺激し、
インフルエンサーのコメンタリーは同じ場所を別の観点から再解釈できるようにする。

こうして魅力的な場所を収集していくうちに、観光客はインスピレーションが感じられるだろう。。

FOLLOW ME
クリエイターにインスピレーションを与える場所をたどる旅

自分だけの個性で創作活動をしている韓流スターのインタビューをチェックし、京畿道の韓流テーマ旅行を楽しんだ二人の
インフルエンサーの京畿道旅行記を読んでみよう。韓国ドラマに魅了され、韓国語を学び留学までしにきたタイのインフル

エンサーのプレ氏。彼女はドラマの主人公たちがロマンチックな瞬間を過ごした空間をたどりながら旅行の記録を残す。 
美しいものを愛するファッションモデルのエリック·ワーナー氏は京畿南部へグルメの旅に出て、 

幸せな思い出をたくさん作り、その記憶を持ったまま日常に戻る。

CITY GUIDE
京畿道の韓流旅行スポットをキュレーションする

京畿道にある5つの都市(高陽、坡州-漣川、龍仁、城南、水原)の魅力を見つける。
注目すべき点は、DO IT、SEE IT、EAT IT、BOOK ITという4つのセクションに合ったスポットを都市ごとにキュレーション
するという点。都市別に作ったイラスト地図では、周辺のおすすめ旅行地も紹介しているので、それを参考に自分だけの

コースを考えることもできる。また、TIPS記事を通じて旅行地をより豊かに楽しめる。

LIKE A LOCAL
ローカルピープルが案内する旅行の仕方を共有する

一風変わった京畿道旅行をしたい人は、このページに要注目。「LIKE A LOCAL」では、MZ世代の代表、 
ラッパーのイ·ヨンジ氏が教える京畿海の楽しみ方から、BTS聖地巡り、夜景がきれいなスポットとインスタ映え空間まで、 

計10のテーマについて紹介する。テーマごとに書いてあるローカルピープルのコメンタリーも面白い。

COLUMN
韓国料理の本質を学ぶ

韓国人のソウルフード、「キムチ」の多様性と京畿道キムチの特徴を紹介し、お酒の歴史を教えるとともに京畿道の伝統酒
をおすすめする。加えて、興味深いご飯の話と地域ごとに味が違う京畿道のお米についても紹介する。

GOOD STAY
好みによって選択する宿泊施設

穏やかな美しさを経験できる韓屋ステイ、完璧な状態で心身を癒すラグジュアリーホテル、 
旅行の経験を共有しあえるゲストハウスと、自然の中で休む休養林まで。

FOUR SEASONS
京畿道を季節ごとに楽しむ

京畿道の桜のトレイルから、白い雪原が広がるスキー場まで、四季の魅力を100％経験できるおすすめスポットを紹介する。

Website
jp.ggtour.or.kr

Instagram
gyeonggi_tour

Facebook 
ggtour.en

Youtube
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テミン氏のK-POP

新しいことへのチャレンジ
を恐れないようにという気
持ちで舞台に臨みます。

自分が一生懸命準備してき
たことをそのまま出したい

と思います。
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次の「テミン」
がどんな音楽と
舞台を作るのか、
知りたいと思って

ほしいです。
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ームを楽しんだり、スポーツを楽しんだりしています。ま
た、スケジュールの移動時間に目に留まる風景を写真に撮
るのも楽しいです。こういう経験でリフレッシュしていま
すね。その結果、歌手テミンに戻った時に、良いエネルギ
ーを発散させられるんだと思います。

Q	 	最近「Road	 toKingdom」でテミンさんのファーストソロ
アルバムのタイトル曲「怪盗（Danger）」をカバーしたパ
フォーマンスがすごく話題になりましたね。「怪盗」のMV
の撮影地は覚えていますか？京畿道にある清心平和ワー
ルドセンターでした。	初のソロアルバムをリリースすると
いうことで思い入れが格別だったのではと思いますが、撮
影現場の雰囲気はどうでしたか。

A  ソロデビュー曲だっただけに、いつも以上に情熱がこもり
ましたね。上手くやりたいと思って、僕の情熱を全て注い
だMV撮影だったので、想い入れも大きかったです。初め
てのソロだったのでとても緊張しましたし、それに伴って
プレッシャーもすごく大きかったです。本当に頑張ったの
に、全く大変さを感じませんでした。MV撮影は、数日間徹
夜することがよくあります。「怪盗」を撮ったときはとても
集中していたからか「もう終わったの？」と思うほど時間
があっという間でした。

Q	 	最も記憶に残っているステージについて、そしてそのステー
ジが印象に残っている理由について教えていただけますか？

A  「怪盗」のMVが一番印象に残っていますね。僕を現す新
しいアイデンティティを作るきっかけになったと思いま
す。撮影現場もとても楽しかったし、その日のために初め

Q	 	テミンさんは最近どう過ごしていますか？一日のスケジ
ュールを教えてください。

A  最近は自分自身を見つめなおす時間をとっています。過
去のステージの映像をモニタリングしながら、練習もし
ています。常に自分を磨く時間を過ごしていますね。まず
朝起きたら軽くウォーミングアップをしてストレッチする
ことから1日を始めます。習慣になっていますね。ストレ
ッチングをさぼらず続けていないと踊る時に体が鈍くな
るので、欠かさないようにしています。うーん、寝る前は
大体YouTubeを見ていますね。最近のトレンドがどうな
っているか常に研究しています。前はこんなダンスでした
が、最近はまた違うダンスが流行って、本当にすぐに変
わりますからね。活動歴が長くなると、どうしても前から
やってきたことに慣れているのが本音です。慣れたもの
に頼らず頑張らなければならないと思っています。それ
で新しい流れに自然についていけるよう普段から努力し
ていますね。

Q	 	最近、はまっているものについて聞かせてください。歌
手テミンさんが好きなものと、93年生まれの素のテミン
さんが好きなものは何ですか？

A  歌手としてはやっぱり音楽でファンの皆さんとコミュニ
ケーションをとるのが好きです。SNSのアカウント（イン
スタグラム）を作って、写真を自分で選んでアップしたん
ですが、それを見てファンの皆さんに喜んでもらえたのが
とても嬉しいです。僕の平凡な日常をシェアしながら、
ファンとたくさん交流したいと思っています。93年生まれ
の素のテミンはアクティブな遊びが好きです。友達とゲ

テミン インタビュー
中学生の頃、SHINeeのメンバーとしてデビューし
たテミン。幼い少年の顔をしたダンスが上手な
SHINeeの末っ子は、5枚のソロアルバムをリリー
スしいつのまにかナイスガイに成長していた。テ
ミンはアルバムをリリースするたびに、いつも見た
ことのない表情でステージに立つ。彼がこれから
どんな活動をしていくのか知りたくて、質問を投
げかけてみた。そして彼の音楽とパフォーマンス、
プライベート時間と旅行についても聞いてみた。

NOW 
& 

THEN

FOLLOW COVER STORY

TAEMIN INTERVIEW
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て必死にダイエットも頑張りました。もちろん、初のソロ
曲だからそうできたのかも知れないですけど（笑）。「怪
盗」の振り付けはイアン·イーストウッドというとても有
名な振付師が担当してくれました。振り付けがとても気
に入りました。僕の新しいスタイルのステージを作ってい
く過程がとてもワクワクして楽しめました。それで印象に
残っています。たぶん何年経っても忘れられないと思い
ますね。

Q	 	ワールドツアー公演もご自身を成長させていると思いま
す。特別なエピソードや印象深い経験があれば教えてい
ただけますか。

A  海外公演に行くとその地域で何かをすることがあります
よね。ショッピングとか観光とかそういう新鮮な経験
が、やっぱり印象に残っています。韓国とは風景が全く
違うので不思議です。空の色も違うし、感じる気候はも
ちろん、食べものもコミュニケーションの仕方も違いま
す。その度に、まだ僕の知らない世界は、こんなに広いん
だなと実感します。余裕があれば今までできなかった新
しい経験をたくさんしてみたいです。そして旅行をしてい
ると僕に気付いてくれる方がいます。初めて来た国の路
上で自分を知っている方に出会うということ自体がとて
も不思議で刺激になります。そういう経験が毎回ターニ
ングポイントになるみたいです。「え!僕が知らない所で
も自分を見守ってファンになってくれているんだ」と思う
ともっと頑張りたいという気持ちになります。

Q	 	そうやっていつも新しい旅に出られるんですね。ではテ
ミンさんはどんなスタイルの旅行がお好きですか？

A  自然に行く旅ですね！山、渓谷、海のような場所です。
大自然が織りなす景色と風景を見ながら、脳裏に焼き付
けるのが好きです。自然の中に深く入っていくと、考えが
はっきり喚起されるのを感じます。新しいものを作り出
すのに、ともて役に立ちますね。そういえば京畿道にも
山、渓谷、海がありますね。自然で楽しめるアクティビテ
ィもたくさんありますしね。僕のような旅行スタイルが好
きな方なら、京畿道への旅行コースを計画してみるのも
お勧めですね。

Q	 	思い付きで旅行を楽しむ方ですか？それとも事前に細か
く計画を立てる方ですか。

A  一応旅行の大枠は決めておく方です。今回はとにかく
休みに行く旅だったり、グルメツアーだったり、何かを学
ぶ旅だったり、旅行のコンセプトは決めてから旅立ちま
す。その後、目的地に着いたら、決めた枠の範囲で自由
に旅しますね。たまには思い付きで旅行に行くこともあ

ります。そんな時はソウル近郊に日帰りで行くことが多い
です。僕が日帰りでお勧めしたいところは楊平ですね。
特別な計画を立てないで北漢江沿いをドライブするだけ
でも癒されますよ。また、景色の良いカフェやベーカリー
が多くて、スイーツ好きにもおすすめです。

Q	 	最近は、ドラマ、ミュージックビデオなどの撮影を京畿道
で行うことが多いです。そのため、多くのファンがその場
所を訪れることが増えています。京畿道旅行を計画して
いるファンの皆さんに、どんなところがお勧めか教えて
いただけますか。

A  僕は議政府で食べたプデチゲがとてもおいしくて忘れら
れません。ファンにもおすすめしたいくらいです。スープ
が本当に最高なんです。じっくり煮込んだ濃いスープはも
ちろん、たくさんの具材を一度に味わえるのもとても良
いですね。やっぱり旅行はグルメ旅じゃないですか？さっ
きお話しした通り、「怪盗」のMV撮影で加平に行ったこ
とがあります。京畿道の観光地としても有名な場所です
よね。（笑）僕みたいに自然が好きなファンの方なら、本
当にお勧めしたいです。その中でも加平の「アチムゴヨ樹
木園(朝の静かな樹木園)」は、自然を満喫しながら散歩
できるので、ヒーリングを求めている人にぴったりだと思
います。また加平は、アクティブな遊びが好きなファンも
満足できる多様なレポーツがあります。テレビのバラエテ
ィ番組でも紹介されていましたが、家族や友達と一緒に
マリンレジャースポーツを楽しむのもお勧めですね。

Q	 	旅行先では普通、何をしますか？
A  できることは全部やってみようとトライします。トレッキ

ングをしたり、アクティビティを楽しんだりして疲れたら
ヒーリングできる場所に寄って休みます。学べることが
あれば学ぶし、新しい経験ができないか探しながら旅行
する方ですね。

Q	 	「テミンというジャンルを作りたい」という話をされまし
たよね。音楽、個人での今後の活動計画を教えていただ
けますか？

A  「テミン」というアイデンティティを、もっとしっかり構築
していきたいです。誰かを追いかけるのではなく、自分に
しかできない音楽とアイデンティティのあるステージを
作りたいです。「テミンらしい音楽」というよりは、誰も
歩んでいない新しい自分だけの道を作りたいです。これ
から「テミン」がどんな音楽とパフォーマンスを作るのか
楽しみにしてもらえたらいいですね。今も次のアルバム
のために、たくさん準備しています。これからも一生懸命
努力するので、ぜひご期待ください。
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#1 愛らしいピンク色
始興ベゴッハヌル公園海水プール
真昼の太陽とヤシの木が織りなす異国的な空間
で旅をスタートしよう。

ウォルゴッから始華MTVまで15kmの海岸線が
続く。Kゴールドコーストと呼ばれるこの場所に
美しい夕日で有名なペゴッ·ハヌル公園がある。
都心から西海岸を臨める絶景スポットで、どこか
異国的なムードが漂う。さらに、海水を引いた海
水プールが旅行者を迎える。おしゃれなデザイ
ンのプールと素敵な造園で、映える写真を撮る
のにもおすすめ。流線形のガラスの手すりがつ
づくテラスに上がると、遠くに西海と松島国際都
市の姿を臨むことができる。

   京畿道始興市正往洞2590

#2 キラキラ幻想的に輝く
光明洞窟
現実の時間から解放され、宇宙を泳ぐように洞窟
を歩きながら幻想的なムードに浸ってみよう。

様々な歴史がそのまま残された光明洞窟。ここを訪
れる旅行者は近代化、産業化を経て洞窟に残された
痕跡に触れることができる。1972年の廃鉱後、えび
の塩辛の倉庫として使われていたという独特な歴史
も興味深い。現在は、洞窟の幻想的で秘密スポット
のような特性に、様々な文化コンテンツが加えられ、
新しい空間になりつつある。様々なアーティストとコ
ラボし、複合文化芸術空間として生まれ変わること
で、世界的にも注目を集める場所となった。特に洞窟
内部のごつごつしたラインに沿って小さな照明がきら
めくと、まるで異世界に入ったような錯覚を覚える。

   京畿道光明市駕鶴路85番キル142

Red	Velvetと巡るスペシャルな旅

# 1

L o v e l y

# 2

M y s t e r i o u s

LOCATION & TRIP

RED VELVET - IRENE & SEULGI EPISODE 1 "(NAUGHTY)"
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#3 芸術的な感性を刺激する
安養芸術公園
モニュメントで想像力を刺激して眠っていた感
性を呼び起こそう。

冠岳山から三聖川に沿って甘いブドウが取れる
場所。現在はぶどう畑がなくなり、山でヒーリン
グを求める登山客で賑わうようになった。そして
2005年から「安養公共芸術プロジェクト」が始
まった。周辺の景色に溶け込む芸術作品を自然
の中に飾り、特別でユニークな芸術スポットに変
身させた。国内外52人の有名作家の作品を賞し
ていると、時間が経つのも忘れてしまう。作品を
ただ鑑賞するだけでなく、直に触り入ってみるこ
とができ、芸術を肌で感じることができる。

   京畿道安養市万安区芸術公園路

#4 モダンでトレンディな
楊州	照明博物館
光の歴史を展示した博物館でRED	VELVETとの
旅を終える

照明に関する全てのことが詰められた韓国で唯
一の照明博物 館である「楊州照明博物 館」。
伝統照明館、近代照明館、現代照明館があり、
光の過去と現在、そして未来まで見ることができ
る。それだけでなく、光の想像空間ではテーマご
とにインタラクティブ作品を体験することがで
きる。また、近代ヨーロッパの芸術的なアンティ
ーク照明が空間を多様に照らす。照明によって変
化する様々なムードを楽しめば、京畿道の1日コ
ース旅行が幕を閉じる。

   京畿道楊州市広積面広積路235-48

Red Velvetのアイリーンとスルギが初ユニット活動を軽やかに展開している。モンスター(Monster) 
活動に続く第2弾の 旅は「遊び(Naughty)」だ。特に、今回のMVは、京畿道の様々なスポットで撮影さ
れ、注目を集めている。2人のそれぞ れ違った魅力が各撮影場所で花を咲かせた。 MVのシーンを辿って
京畿道の旅を始めてみよう。

# 3

A r t i s t i c

# 4

M o d e r n
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K-LOCATION 

JOURNEY TO GYEONGGI 



13

THE 
SENTIMENTAL 

OF TRAVEL
ドラマの主人公になって、美しくてロマンチックな旅をする。 

時間と空間を越えて繰り広げられるストーリーの中に入ってみよう。
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夢のように美しい瞬間を過ごせる、粤華苑
人通りが少ない午前、プレが訪れた一番目の
ドラマロケ地は、韓国で中国式の庭園が見ら
れる「粤華苑」。ここは『麗〜花萌ゆる8人の
皇子たち〜』の撮影地として有名だ。主人公
のイ·ジウン氏(IU)とイ·ジュンギ氏が皇宮で初
めて会う場所で、またカン·ハヌル氏がイ・ジウ
ン氏に告白した場所でもある。中国の広東地域
にある伝統庭園の特色を活かした粤華苑の独
特な雰囲気を十分味わった後、中庭と橋梁を
背景に最高の写真を撮ってみよう。その後、粤
華苑が位置している孝園公園をゆっくり歩きな
がら、無為な時間を過ごすのもいいだろう。

 京畿道水原市八達区東水原路399 
 1899-3300  平日09:00~22:00
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爽やかな夏に緑陰の隙間から

太陽の光が差してくる粤華苑の朝。

粤華苑の美しい橋梁を歩き

繊細に彫刻された木造建築の素敵な姿を目に収める。

旅で出会った京畿道のロケ地は

自分が一番輝く瞬間を堂々と見せていた。
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1000年以上の歴史と美しい石段、石南寺
韓国仏教の雰囲気を感じたいのなら、瑞雲山
に位置している「石南寺」に訪れてみよう。こ
こは仏教信者であるプレがロケ地の中でも一
番楽しみにしている場所、ひっそりとした山の
雰囲気が感じられるため、心の奥まで平穏な
気分になる。ドラマ『トッケビ』で主人公のコ
ン·ユ氏が妹と高麗王の名前を書いて天灯を
飛ばした場所であり、また入り口から大雄殿
まで続く石段が特にキレイな場所でもある。
新羅時代の文武王の時に建てられ、朝鮮時代
初期には国の繁栄と王室の安寧を祈る「資福
寺」に選定されるくらい、あらゆるところから
歴史の深さが垣間見える。

 京畿道安城市金光面上村セマルギル3-120 
 031-676-1444

あなたのために祈ります。

『トッケビ』の中の主人公キム·シンが

愛する妹と王様を思う気持ちで天灯を

飛ばしたあの日のように。

山の向こう側から夏の風 

がそよそよ吹いてくると

石南寺の軒先に吊るされている風鈴か

ら清らかな音が響きます。
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植物に慰められる、オランジュリー
オランジュリーは、熱帯植物が独特な雰囲
気を醸し出しているため、ドラマや広告など
様々な作品に登場したカフェだ。特にドラマ
『九尾狐伝』では、キム·ボム氏がイ·ドンウ
ク氏のコーヒーに薬を混ぜる緊張感が増す
シーンの背景として登場したこともある。オ
ランジュリーで一番人気が高い座席は2階
で、景色が美しいため、あっという間に満席
になってしまう。様々な緑の植物も販売して
いるので、プランテリアに興味がある人は
ぜひ訪れてみよう。目の前に広がる緑色の
風景を見て、プレも元気をもらった。

 京畿道楊州市白石邑機山路423-19  
 070-7755-0615 
 毎日11:00~21:00、年中無休 
 アメリカーノ8,000ウォン、ココナッツマンゴース

ムージー1万2,000ウォン 
 instagram(@orangerie_official)
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巨大な温室の中で楽しむティータイム。

お茶の香りを堪能した後、周りを見ると

ヤドリフカノキ、アロカシア、モンステラなど

亜熱帯の木がキレイに生い茂っています。

爽快な緑のエネルギーを発散するオランジュリーで過ごす午後は

「幸福」という二文字を思い浮かばせてくれます。
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あなたへ向かう道、漢灘江ハヌル橋
日が沈む頃、最後のロケ地である漢灘
江ハヌル橋に着いた。ドラマ『愛の不時
着』でヒョンビン氏とソン·イェジン氏が
一緒に橋を渡るシーンが撮影された場所
として有名。ここは一人で歩いても橋が
揺れるためスリル満点だ。ハヌル橋の中
間に設置されているガラス製のスカイウ
ォークに足を踏み出すと、まるで空の上
に浮いているような感覚になる。ちなみ
に、最大1,500人が同時に歩いても問題
ないくらい丈夫に設計されているため、
安心してスリルを堪能してみよう。

 京畿道抱川市永北面ピデゥルギナンギル207  
 09:00~18:00
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美里川聖地 
ドラマ『トッケビ』に登場する美里川聖地は、2021年ユネス
コ世界記念人物に選ばれた初めての韓国人司祭、聖キムデゴ
ン·アンドレア神父の墓所があるカトリック教の代表的な聖
地だ。聖地の中にある103位韓国殉教者諡聖記念聖堂は、ド
ラマ『トッケビ』でキム·ゴウン氏がコン·ユ氏を呼び出した場
所でもある。美しいゴシック様式の建築がそのシーンをより
美しく演出してくれた。

 京畿道安城市陽城面美里川聖地路416  031-674-7762  09:00~17:00 
 www.mirinai.or.kr

INFLUENCER.Prae (プレ)     HIPRAE  BABOPRAE
YouTube チャンネル「ハイプレ Hi Prae」を通じて、韓国旅行、文
化、日常などを 64 万人の登録者に共有しているタイの少女「プレ
(Prae)」。彼女は最近 Netflix のシットコム『ホント無理だから』と
バラエティ番組『大韓外国人』などに出演し、女優とタレントとし
ても活動している。普段から特有の明るさで韓国の素敵な旅行地を
紹介している彼女と一緒に、韓国の京畿道にあるドラマロケ地旅に
訪れてみた。
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THE 
TASTE OF 
TRAVEL

韓国料理の味の深さを経験し、 
美しいグルメの世界へ一歩踏み出す旅を始めよう。

K-TASTE 

JOURNEY TO GYEONGGI 
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季節の変化を盛り込んだ料理、斗数庫房
精進料理は、ヘルシーな韓食を代表する固有の食文
化の一つ。自然から得た食材と調理する人の気持ち
が込められた精進料理は、食べる人に大きな力を与
える。斗数庫房は精進料理の大家、「正寛僧侶」の哲
学が反映された場所で、韓国伝統の菜食の膳立てが
経験できる。精進料理であるだけに、化学調味料や五
辛(ニンニク、ネギ、ヒメニラ、ニラ、ラッキョウ)などを
使わないため、健康な旬の食材本来の味が感じられ
る最高のお昼ご飯である。僧侶が無所有を実践し、
鉢を手に持って食物を乞う修行形態である「托鉢」を
し、余った食料を保管して必要な人たちに共有する
空間という意味の斗数庫房は、決まったメニューがな
い。「本日の供養」といって旬の食材と節季によって
毎日メニューが変わるからだ。

 京畿道水原市霊通区光敎湖水公園路80 アラウンドライフ3階 
 031-548-1912  毎日11:30~20:00  
 本日の供養1万8,000ウォン  instagram(@doosoogobang)

旅行の醍醐味は急がないことにある。

普段より余裕をもって動いてもいいし

普段よりゆっくりと食事をしてもいい。

季節の変化を表す食材で作った

斗数庫房の料理。

ゆっくり味わい過度なものを除く 

暮らしについて考える。
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心まで満たしてくれる最高の食事、新羅カルビ
夕食をがっつり食べたくて、水原カルビを選
択した。数多くのカルビ屋の中でも特に美味
しいといわれる水原3大カルビ屋の一つであ
る新羅カルビは、韓国産1等級韓牛の生カル
ビを使うことで有名だ。ここのヤンニョムカ
ルビは辛くないので、外国人も食べられる。そ
の秘訣は、生カルビ本来の味を保存するため
に、塩ベースのタレに熟成させて、タレの味が
ちゃんと染み込むようにしたからだ。カルビは
サンチュなどに包んで食べるのが一般的。し
かし、新羅カルビでは香ばしくてさっぱりした
生カルビの味を最大限生かすために、塩を付
けて食べるのをお勧めしている。逆にヤンニョ
ムカルビは甘酸っぱいサラダと一緒に食べる
と相性が抜群だ。

 京畿道水原市霊通区東水原路538  031-212-2354  
 毎日11:00~22:00 旧正月·秋夕は休店  
  王生カルビ1人前4万9,000ウォン、王ヤンニョムカルビ
1人前4万6,000ウォン、韓牛生カルビ6万9,000ウォン、 
韓牛ヤンニョムカルビ5万3,000ウォン
 www.shillagalbi.co.kr
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古い韓屋でゆっくり煮て作る、セソリムルソリ
ここは、オーナーの14代祖の祖父が生きていた
朝鮮時代中期から代々続いてきた敷地をカフェ
にした場所。韓屋の周囲には樹齢300年以上の
ケヤキがあり、他にも八角亭、池、井戸がある
ため、まるで遠くに旅行に来たような気分にな
る。小豆粥は、小豆の食感が柔らかく甘すぎな
い味がするため、食べるとお腹も心も満たされ
る。それだけではなく、クルミ、栗、松の実、銀
杏、シナモンパウダーがトッピングとして加わっ
ているため、多彩な色と味が楽しめる。

 京畿道城南市寿井区梧野南路38番ギル10 
 031-723-7541 
 毎日11:00~22:00、旧正月・秋夕は休店  
  小豆粥1万1,000ウォン、なつめ茶1万ウォン、 
五味子茶(アイス)1万ウォン、団子セット5,000ウォン
 solicafe.site123.me
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古宅で迎える朝は

軒先に降り注ぐ日差しとともに始まる。

そして、オーナーが丁寧に下ごしらえした小豆を

長時間かき混ぜながら煮込んだ小豆粥には

心まで慰めてくれる暖かさが込められている。
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INFLUENCER. Eric Warner (エリック·ワーナー) 
 @ERIC94KOREA

ファッションモデルとして活動しているエリック (ERIC) と韓国の京
畿道南部へグルメの旅に出かけた。美しいものを愛する彼にとって
今回の旅行は、食材本来の味を堪能し、様々な調理法の韓国料理を
経験することができた。料理を目の前にして自然と微笑む彼の姿は、
心の奥まで満たされているということが垣間見えた。
韓国料理の風味を満喫した一日。彼の幸せな瞬間を記録した。

優雅な形のデザートに魅了される、イド家
人気バラエティ番組『ユン食堂』が海外に紹介され
てから、韓国のデザートへの関心が高まっている。
韓国伝統のデザートを食べてみたくて訪れたイド家
は、韓国伝統の餅や韓菓などについて学べるところ
だった。子供も食べられる健康で安心できる韓食デ
ザートが作りたかった姉妹が意気投合して2013年
から餅、韓菓、ケーキのクラスを運営している。この
日、エリックは松餅の生地と発酵蒸し餅の上に花を
乗せてみるワンデークラスを受講した。このクラス
では、餅作りの基本的な原理からもち米の餅、うる
ち米の応用まで、深く学ぶことができる。普段から韓
国伝統のデザートに興味があり、健康で安心できる
おやつを作ってみたいと思っていた人におすすめ。

  京畿道竜仁市水枝区星福2路76番ギル26-3 ドリームタワー
211号室
 010-9772-2730  www.eedoga.co.kr
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高陽市はアクティビティで溢れる楽しくて活気の
ある都市だ。SBSやMBCなどの韓国放送局とス
タジオがあり、あらゆるバラエティ番組とドラマ
の撮影地としても有名な場所。Kカルチャーバレ
ーが開発されるなど、放送界のメッカとなってい
る高陽市で特別な一日を過ごしてみよう。

一風変わった経験で特別な一日を、「高陽」
GOYANG

POINT SPOT

❶ スポーツモンスター高陽店 ─ 4.8km(車で14分) ─ ❷ レッツランファーム元塘 ─ 21km(車で30分) ─  
❸ アクアプラネット一山 ─ 9.7km(車で20分) ─ ❹ EAT イッタリファドク ─ 9.8km(車で20分) ─ ❺ 現代モータースタジオ高陽 
─ 1.3km(車で4分) ─ ❻ ENJOY 一山湖水公園 ─ 3.4km(車で7分) ─ ❼ STAY ソノカーム高陽

CITY GUIDE

高陽市役所

漢江

漢江

一山西区

一山東区

ミメーシスアートミュージアム

高陽総合ターミナル
大谷駅

陵谷駅

炭峴駅

3

6

5

7

2

1

4
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室内で楽しむ遊び場、�
高陽スポーツモンスター�
ここは大人のためのキッズカフェと呼んでもいいだろう。老若男女問わず楽しめる室
内テーマパーク、「スポーツモンスター」では、アーチェリー、バスケットボール、サッカ
ー、クライミングなどが体験できる。また、VRを用いた運動器具やエキサイティングな
ローラージップなどが用意されている。ラウンジでは一息つけるように軽食と飲み物
を販売している。利用には制限時間があるので、戦略的に遊ぶ知恵も必要そうだ。

 京畿道高陽市徳陽区高陽大路1955 4F  02-1668-4832  毎日 10:00-21:00  
 2時間利用券 大人2万5,000ウォン、青少年·子供2万ウォン  www.sportsmonster.co.kr 

DO IT 
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海洋生物に会える、�
高陽アクアプラネット一山�
入り口で口を大きく開けた巨大なサメが来館者を迎えてくれ
る。膨らんだ期待感を持って中へ入っていくと、海の中をそ
のまま再現したかのような神秘的かつ夢幻的なアクアリウム
が待っている。サメ、ペンギン、セイウチ、ワニ、カワウソ、カ
メなどを間近で見ることができる。超大型水槽では多彩な
水中ショーが開かれ、3階のオーシャンアレーナではマスコッ
トのセイウチを見ることができる。海の中の生物だけではな
く、アライグマ、ビーバー、サル、ミーアキャットにも会えるの
で、動物好きにはたまらない場所になると思う。

 京畿道高陽市一山西区韓流ワールド路282  1833-7001  毎日10:00-
18:30(最終入場17:30)  平日券 大人2万5,000ウォン、子供(13歳以下、65
歳以上)2万3,000ウォン／週末券 大人3万1,000ウォン、子供(13歳以下、65
歳以上)2万8,000ウォン  www.aquaplanet.co.kr/index.do

馬が自由に走る大平原、�
高陽レッツランファーム元塘�
神秘的な雰囲気が漂う並木道を歩いていくと広 と々した草原
が現れる。牧歌的な風景が印象的な牧場では、馬がのほほ
んと歩いていたり、草を食べたりする姿が見られる。その美し
い自然景観があったおかげで、ドラマ『ミスター·サンシャイ
ン』の撮影地にもなった。ただ、レッツランファーム元塘はも
ともと騎手候補生などを教育する空間なので、静かに散歩し
ながら癒しの時間に満喫することをお勧めする。草地の中の
フォトスポットで草原を背景に記念写真も撮ってみよう。週
末には先着順で子供の乗馬体験もできる。興味があれば事
前に問い合わせてみよう。

 京畿道高陽市徳陽区西三陵ギル233-112  02-509-2672  
 月曜·火曜は定休日、水曜~日曜まで営業、09:00~17:00(現在は新型コロナ

ウィルス感染症対策防止のため、臨時休業中)  入場料無料  
 krafarm.kra.co.kr

SEE IT 
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ひとつの車を完成していくドラマ、�
現代モータースタジオ高陽�
韓国の「現代自動車」が建てた自動車展示場。地上9階から地下5階まである韓国最
大の体験型自動車テーマパークだ。ここでは鋼鉄を溶かし車体を作ってつなぎ、色を
つけて部品を組み合わせる製造工程を見ることができる。現代自動車一台が誕生する
全過程を直接見て触りながら体験することができるのだ。その中でも人とロボットが
力を合わせて車を完成していく過程は、子供たちにとって新鮮な学習現場となる。自
動車の運行に影響を与える風と動きを研究する過程、そして音が作られる過程は子供
たちの五感を刺激する。常設展示している『In to the Car』は、事前予約が必用だ。遊
びながら車について学べるキッズワークショップも開かれている。英語のガイドツア
ーを申請すると、100％英語で行われる。チケットの購入は午後5時30分まで可能だ。

 京畿道高陽市一山西区キンテックス路217-6  1899-6611  常設展示10:00-19:00、試乗案内
10:00-17:00、1月1日&旧正月の当日と翌日·秋夕の当日と翌日は休館  大人1万ウォン、青少年7,000ウ
ォン、子供と高齢者5,000ウォン  motorstudio.hyundai.com/goyang/ln/main.do

TIP

坡州ミメシスミュージアム
四角いビルばかりの出版団地で断然
目立っている白くて大きな建物。その
柔らかい曲線に心が和む。中に入って
みると、白い壁に自然の採光が室内
を飾り、独特な雰囲気を醸し出してい
る。ミメシスは出版社「開かれた本た
ち」が設立した芸術専門の出版社で、
美術、デザイン、建築、漫画、映画、
写真、文献学など、あらゆる分野の芸
術に関する本を出版している。１階の
ブックカフェの窓際に座ってコーヒー
と本を楽しみながら、窓の向こう側か
ら見える芝生を背景に素敵な写真も
撮ってみよう。

 京畿道坡州市文発路253  031-955-4100  
  春&秋10:00-18:00、冬10:00-17:00、 
夏10:00-19:00 

 大人5,000ウォン、学生4,000ウォン 
 www.mimesisart.co.kr

AROUND SPOT
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韓国は世界唯一の分断国家である。その背景から
歴史的かつ生態学的に意味のある都市が京畿道北
部にある坡州と漣川だ。ここでは、朝鮮半島の現状
が分かり、過去と未来をつなぐ現在を体験できる。
韓国戦争で生まれた非武装地帯(DMZ)が含まれて
いる「漣川平和ヌリ12道コース」では、DMZの様々
な姿を発見できるため、最近多くの人々が自転車に
乗ってここを訪れている。

PAJU &
YEONCHEON

POINT SPOT

❶ 臨津閣展望台 ─ 143m(徒歩2分) ─ ❷ 平和ヌリ公園 ─ 28.54km(車で28分) ─ ❸ ENJOY 坡州知恵の森 ─ 13.20km(車で17分) ─ 
❹ EAT 坡州ファーマーズテーブル ─ 47km(車で49分) ─ ❺ 給水塔 ─ 18km(車で23分) ─ ❻ 大光里廃トンネル(逆つらら) ─ 
21.55km(車で40分) ─ ❼ タンチョウテーマパーク ─ 13km(車で24分) ─ ❽ STAY 朝鮮王家

分断の歴史が残っている平和の都市、「坡州」と「漣川」

CITY GUIDE

3

2

1

4

坡州市役所
坡州プレミア 

ムアウトレット

臨津江

漢江

坡州市

   

6

8

7

5

漣川郡役所

漣川郡

大光里駅

白馬高地駅



37

分断の歴史が体験で
きる、�
坡州臨津閣展望台��
臨津閣は、北朝鮮記念館、各種記念
碑、統一公園などがある統一安保観
光地だ。ここはソウルよりも北朝鮮の
首都「平壌」に近く、韓国の分断の歴
史を間接的に見たり感じたりするこ
とができる特別な場所。展望台の望
遠鏡で、北朝鮮の民間人統制区域の
姿と自然景観を直接見ることができ
る。見渡す限りの美しい風景とは裏
腹に、近くて遠い所ということを改め
て感じさせる悲しい場所でもある。

 京畿道坡州市汶山邑臨津閣路148-53(住所が
特にないため、展望台前の駐車場の住所を表記) 

 031-953-4744  09:00-20:00 
  展望台の利用は無料 
(望遠鏡の利用料500ウォン)
 www.imjingak.co.kr

DO IT 
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DO IT 

悲しくて美しい、�
坡州平和ヌリ公園��
臨津閣平和ヌリ公園は、韓国と北朝
鮮の風がひとつになるところで、韓国
と北朝鮮の和解、相生、平和の象徴と
して建設された。軍事分界線から南
方向へ7km離れているここは、板門店
とは違って手続きが不要であるため、
気軽に訪問できる。主要建築物であ
る臨津閣は、1972年に北朝鮮からの
避難民のために建てられた。歴史的
に深い意味を持つところだが、その風
景だけは心が温まるものである。風の
丘にある公園のマスコット「風車」は
ロケ地としても人気がある。

 京畿道坡州市汶山邑馬井里618-13 
 031-956-8300 
 年中無休 
 入場料無料 
 www.imjingak.co.kr
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韓国戦争の痕跡が残っている、�
給水塔��
水を供給するために建てられた給水塔は、1967年を最後に使
われなくなったが、韓国の登録文化財第48号として昔のままの
姿で保存されている。給水塔には韓国戦争の時、爆撃で穴が
空いた壁面や銃弾の痕跡などが残っていて、当時の姿を思い
浮かばせる。その上に勝手に育ったツタは、どれだけ時間が経
ったかを感じさせる。給水塔の下に展示されている蒸気機関
車、そして機関車が描かれた壁画の前で写真を撮ってみよう。

 京畿道漣川郡漣川邑車灘里34-373  031-839-2561  入場料無料

自然の神秘、�
大光里廃トンネル(逆つらら)��
寒波が訪れる時期になると、韓国で最も美しい自然の芸術
作品が見られる。通常つららは天井からぶら下がる形だが、
下から上の方に伸びる大小様々な逆つららは神秘的な雰囲
気を醸し出している。毎年違う形で伸びるつららは見る人を
魅了させ、どんなものに似ているのか想像力を発揮させるの
も一つの観賞ポイント。ただ、逆つららは安全上、廃トンネル
の中には入れないが、外から見ることができる。

 京畿道漣川郡新西面大光里山173  入場料無料

DMZ生態の出発点、�
郡南洪水調節地タンチョウテーマパ
ーク��
軍事境界線からわずか6km離れた地域にある洪水調節地。
臨津江流域の洪水被害と北朝鮮側の無断放流を防ぐため
に2011年10月に作られた。高さ26m、長さ658m、貯水容量
7,000万tの巨大なコンクリートダム。韓国初の自然型魚道を
取り入れ、魚がダムの上下流で自由に移動できるように設計
したのが特徴だ。渡り鳥の飛来地である周辺の環境を保存し
ているため、韓国で代表的な冬の渡り鳥であり、天然記念物
でもある「タンチョウ」「マナヅル」「ナベヅル」が毎年200匹
以上ここに訪れている。川の周辺にも「カワウソ」「キバノロ」
「ヤガタニゴイ」など、希少な動植物が生息している清浄な
自然生態地域だ。郡南洪水調節地のすぐ隣には平和の象徴
であるタンチョウのテーマパークが位置している。入り口に
展望デッキが設けられていて、一番上に上るとダム全体と臨
津江の景色が一望できる。

 京畿道漣川郡郡南面仙谷里614-9  031-839-2061

SEE IT
DO IT 
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先端技術と自然環境が共存している都農複合形態市「龍仁」。 龍仁のテーマパークでは特別
な経験をすることができる。韓国の伝統文化を直接体験できる「民俗村」、華やかなパレード
とスリル満点のアトラクションが楽しめる「エバーランド」は、韓国旅行における必須コースの
ひとつ！退屈な日常から離れ、一日を楽しく過ごしたい人におすすめ。

エナジェティックなエンターテインメントの都市、「龍仁」
YONGIN

POINT SPOT

❶ 韓国民俗村 ─ 28.02km(車で42分) ─ ❷ ジップライン龍仁 ─ 7.8km(車で19分) ─ ❸ ENJOY カリビアンベイ ─  
1km(徒歩18分) ─ ❹ エバーランド ─ 8.09km(車で22分) ─ ❺ STAY 孝悰堂 ─ 7.94km(車で22分) ─  
❻ EAT ソンジョン·ヌルンジ·ベクスク ─ 31.58km(車で48分) ─ ❼ ENJOY 龍仁大長今パーク 

CITY GUIDE

龍仁市処仁区

ラマダ龍仁ホテル

龍仁農村テーマパーク

龍仁農村 
テーマパーク

舞峰山
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DO IT 

タイムスリップしたかのような特別
な体験ができる、�
韓国民俗村��
韓国の伝統文化を直接体験したい人には、龍仁の韓国民俗
村がおすすめ。ここはありふれた伝統文化の体験型施設とは
違うのだ。スタッフが「山神」「地方官」「イケメンの物乞い」
「九尾の狐」など、韓国の昔話の登場人物に扮してリアルな演
劇をしているためである。まるで過去へ戻ったかのような錯覚
が起こり、より楽しい時間が過ごせる。さらに、天然染めなど、
シーズン別に様々なプログラムを体験することができる。ドラ
マ『成均館スキャンダル』『太陽を抱く月』など、多くの歴史ド
ラマの撮影地としても有名で、一年中見どころや楽しいことで
いっぱいだ。

 京畿道竜仁市器興区民俗村路90  031-288-0000  09:30-19:00  
 入場券1万5,000ウォン~2万ウォン、自由利用券(大人)2万8,000ウォン、

(青少年)2万5,000ウォン  www.koreanfolk.co.kr
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DO IT 

森の中を飛ぶスリル、�
ジップライン龍仁��
ジップラインは、簡単な説明を受けるだけで楽しめるエコテイ
ンメントだ。「ジップライン」という名称は、ワイヤーロープを
滑り降りる際に「ジ〜ップ」という音がすることから名付けら
れたという。ジップライン龍仁では、全長1,238mのダイナミッ
クなジップラインを体験でき、季節や天気などに関係なく運営
している。空を飛びながら感じられるスリルが日常のストレス
を解消してくれるはず。龍仁自然休養林で楽しめる6つのジッ
プラインコースは、海抜562mの正光山の南側に位置している
ため、景色が素晴らしい。また、コースごとに経験できるポイ
ントが異なるため、ダイナミックな経験が可能だ。 3番目のタ
カコースが一番景色が素晴らしくて、一番スピードが速い難易
度の高いコースだ。最初は怖さを感じるかもしれないが、1番
目から5番目まで経験するにつれて自信がつき、6番目になる
と登山客と挨拶をしたり手を振ったりすることができるように
なる。ジップラインの打ってつけの季節は秋。色とりどりの紅
葉を見ながら、空を飛び風を切る快感を思う存分味わえる。

 京畿道龍仁市処仁区慕賢邑草芙路220  1588-5219  09:00-19:00 
(冬季17:00)  大人、子供3万5,000ウォン  www.ziplineyongin.co.kr

夢と希望の国、�
エバーランド��
コースを考えずに、一日中遊べる場所を探しているならテーマ
パークがおすすめ。見所満載で、好みに合わせて選べるアトラ
クションの前では、並ぶことさえ楽しく感じる。特定の時間に
開かれる華やかなパレードが一番のハイライト。四半期ごとに
チューリップフェスティバル、ハロウィンなど、独特なイベント
も実施されるので、その時期に合わせて訪れるのもおすすめ。
入場料は日付によって異なるので、訪問する前にホームページ
のカレンダーをチェックしよう。

 京畿道龍仁市処仁区蒲谷邑エバーランド路199  031-320-5000 
 10:00-21:00  (入場料)大人·青少年は約5万〜6万ウォン、子供·高齢者

は約4万〜4万8,000ウォン  www.everland.com

© Everland
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TIP

韓国最大規模の歴史ドラマセット、�
龍仁大長今パーク��

『朱蒙』『太陽を抱く月』『トンイ』『イ·サン』『善徳女王』など、数多くの歴史ドラマ
が撮影されたオープンセットである。延べ84万坪の敷地は韓国最大規模。三国時代
から朝鮮時代まで、時代別の建築様式と生活空間を再現しているため、過去への旅が
できる。普段から歴史ドラマが好きな人は、各空間を見物しながらドラマのシーンを再
現した写真を撮ってみよう。きっと特別な思い出になるはずだ。フォトスポットと宮廷
衣装体験は韓流観光に来た外国人観光客に人気が高い。コロナ禍によって休業とな
る可能性もあるため、訪問する前に必ずホームページをチェックしよう。

 京畿道龍仁市処仁区白巖面湧泉路330  031-337-3241  09:00-18:00 (冬季17:00)  
 (入場料０大人9,500ウォン、中高生8,000ウォン、48カ月~小学生7,000ウォン、48カ月未満は無料  
 djgpark.imbc.com

室内で体験できるスカイダイビング、
フライステーション
フライステーションは、季節を問わず
誰もが簡単かつ安全に室内でスカイ
ダイビングが楽しめる。安全なウイン
ドトンネルで最大360km/hの風に乗
り、何の機械装備も身に着けずに空
中に浮くという不思議な経験ができ
る。初心者は浮いているだけで精一
杯であるため、専門家が難易度の高
い芸術的なポーズを取るだけで、周
りから感嘆の声が聞こえてくる。1回
の定員は最大12人。30分間運営され
るため、現場での受付だと希望する
時間の利用が難しいかもしれないの
で、ホームページで事前予約は必須。
最近は『スーパーマンが帰ってきた』
『ようこそ韓国は初めてだよね？』な
ど、人気バラエティ番組のロケ地とし
ても登場したため、注目されている。

 京畿道龍仁市処仁区蒲谷邑城山路521 
 1855-3946  
 平日 10:30-19:30, 週末&祝日 10:30-20:30 
 平日6万6,000ウォン、週末7万6,000ウォン 
 www.flystation.kr

ACTIVITY
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城南を代表する「板橋」は、ゲー
ム、検索エンジン、SNSの代表
的なIT企業が集まっている、韓
国のシリコンバレーと呼ばれる
ところ。韓国No.1の検索エンジ
ン「NAVER」から、韓国人のラ
イフラインとなっているKakao 
Talkを作った「Kakao」、ゲーマ
ーの間で有名な「Nexon」と
「NC Soft」まで！板橋は最速で
新しいサービスが誕生する先端
都市だ。板橋のキレイな街並み
を歩いていると、韓国の輝かし
い未来が垣間見える。

POINT SPOT

❶ Kakao板橋オフィス ─ 537m(徒歩9分) ─ ❷ Nexon ─ 248m(徒歩4分) ─ ❸ NEOWIZ ─ 414m(徒歩9分) ─ ❹ NC Soft ─ 
147m(車で2分) ─ ❺ コートヤード·マリオットソウル板橋 ─ 1.8km(車で7分) ─ ❻ 柏峴洞カフェ通り(レディッシュブラウン、 
オープンコーヒー、コーヒーストーン、アイムホーム) ─ 3.4km(車で8分) ─ ❼ グルメ横丁 ─ 981m(車で5分) ─ ❽ NAVER

SEONGNAM
韓国をリードするIT都市「城南」

CITY GUIDE

書峴駅

二梅駅

亭子駅

板橋駅
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DO IT 

誰もが認めるゲーム王国、�
Nexon��
韓国で大人気の『カートライダー』『クレイジーアーケード』を
制作したゲーム会社。カートライダーのキャラクター「タオ」と

「ベッチ」、「メイプルストーリー」のキノコのロゴは、ゲームをし
ていない人でも一度は見たことがあると思う。かわいいキャラ
クターを簡単に操作できるカジュアルゲームをはじめ、『風の
王国』『サドンアタック』『マビノギ』『エルソード』『ファイナ
ルファンタジー14』など、ゲームマニアに愛されるゲームをたく
さん作りだしてきた。

 京畿道城南市盆唐区板橋路256番ギル7  1588-7701  
 company.nexon.com

伝統のゲーム名家、�
NEOWIZ��
気持ちが落ち着くギター演奏が魅力的な癒し系ゲーム『ギタ
ー少女』、懐かしい思い出を呼び起こす2Dピクセルアートのア
クションゲーム『スカール』、ビデオゲームとPCで同時に楽し
める『ブレス·アンリーシュド』など、多様なゲームをサービス
している会社。韓国の旧正月および秋夕の時、親戚が集まって
一緒に楽しむ「花札」をオンラインゲームにした『ピマン·ニュ
ーマッゴ』もこの会社の代表的なゲーム。板橋のIT会社の中で
は、裁判所という別名が付くほど独特なデザインのビルが有
名。最近はビデオゲームを力を入れている。

 京畿道城南市盆唐区大旺板橋路645番ギル14  031-8023-6600  
 www.neowiz.com/neowiz

もはや生活のインフラとなった会社、�
Kakao��
Kakaoは、コミュニケーションアプリをはじめ、ポータルサイ
ト、SNS、ショッピング、ウェブコミック、ゲーム、タクシー、バ
ンクなど、生活と密接した様々なサービスを提供している最
強のIT企業。KAKAO FRIENDSのキャラクターが迎えてくれる
Kakaoオフィス7階では、外部の人も利用可能なカフェが運営
されている。会社の自由な雰囲気が反映されたインテリアが
印象的。他にもキャラクターストアや休憩空間などがあり、韓
国のIT会社の雰囲気を体験できる。

 京畿道城南市盆唐区板橋駅路235エイチスクエアN棟  1899-1326  
 www.kakaocorp.com/page/

© Neowiz
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DO IT 
SEE IT

マニア層から絶対的な信頼を受けている�
NC�Soft��
NC Softはゲーマーなら見逃せない会社。NC SoftのNを思わせ
るビルのデザインは、板橋のランドマークともいわれるほど、
象徴的な存在となった。内部施設も素晴らしく、会社内には社
員専用のサウナ、ジム、保育園、メディカルセンターなどが備
えられている。社員らがクリエイティブなアイデアを出しやす
くするために構築した社屋が気になるなら、青少年を対象に
行う見学プログラムを申請してみよう。社員ではない人も出入
り可能な1階のカフェで、ゆったりとしたコーヒータイムを楽し
みながら、好きなゲームのキャラクターが誕生した場所に訪
れた喜びを感じるのもいいだろう。

 京畿道城南市盆唐区大旺板橋路644番ギル12 NC Soft  
 02-2186-3300  kr.ncsoft.com/kr/index.do

グローバルIT企業、�
NAVER��
韓国No.1ポータルサイトであるNAVERは、知識INやウェブコミ
ックなどのサービスで世界のデジタルトレンドをリードし、も
はやグローバルIT企業となっている。 NAVERを象徴する緑色
を植物で表した本社のライブラリー図書館とカフェは、外部
の人も利用可能だ。ブラウン、サリー、コニーなどLINEの可愛
いキャラクターグッズを販売するストアもあるので、本社に訪
問した記念品として購入するのもいいだろう。NAVER本社1階
にある図書館は、残念ながら今は新型コロナウィルス感染防
止のため、外部の人は利用できなくなっている。

 京畿道城南市盆唐区佛亭路6  1588-3830  平日 10:00-19:00  
 www.navercorp.com
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 CAFÉ PICK

日常のスローライフ 
柏峴洞カフェ巡り

TIP

CAFÉ PICK 2 コーヒーストーン
実際、中に入ってみると思ったより空間が広く驚いたというレビュー
が多いところ。カフェの内部はナチュラルブラウン系の原木をベー
スにしていて、様々なコンセプトの空間が共存しているので、カフェ
のインテリアにどれほど力を入れたかが見て取れる。オーナーが
コーヒーのロースティングはもちろん、コーヒー豆の選別も直接行
う。アメリカーノは1回おかわりが可能だ。ロースティングコーヒーは

「ハンドドリップ」「エスプレッソ」「ダッチコーヒ
ー」に分けられていて、お茶、スムージー、フルー
ツジュースのようなドリンクも用意されている。

 京畿道城南市盆唐区板橋駅路10番ギル8  
 031-8017-0529  11:00-23:00

CAFÉ PICK 1 レディッシュブラウン
ここは柏峴洞カフェ通りの一番目のカフ
ェ。俳優のシン·セギョン氏とイム·シワン
氏が出演したドラマ『それでも僕らは走り続ける』にも登場す
るほど、室内インテリアが素敵だ。オーナーは味への信念を守
るために、良い材料を使い、その材料に合ったレシピを作り出
した。ここの代表メニューは小豆入りのカキ氷。適切に焙煎さ
れた豆で淹れたコーヒーの味は絶品。カキ氷は韓国産の小豆
を使い、本来の味を生かすために、甘すぎないように力を入れ
たという。

 京畿道城南市盆唐区板橋駅路18番ギル30  031-8016-2055  
 12:00-21:00, 月曜日は定休日  @redish_brown_

CAFÉ PICK 3 オープンコーヒー
板橋でロースタリーカフェとして有名な所。コーヒー豆とドリッ
プバッグを直接買いに来る客がいるほど常連客から愛されてい
るため、コーヒーの味は保証できる。1階は、ブラック＆ホワイト
の大理石が施されており、2階の半分は書店、半分はギャラリー
のようなインテリアが魅力だ。窓から東屋のある公園が見える

景色がとても素敵。代表メニューはシング
ルオリジンコーヒー。カフェラテ、オープン
ブルーイング、コルタードなどもおすすめ。

 京畿道城南市盆唐区板橋駅路14番ギル15  
 070-4633-0691  月-木 10:00-22:00  

金-日 10:00-23:00  @opencoffee_roasters

CAFÉ PICK 4 アイムホーム
まるで外国のファストフード店に来たかのような、魅力的なカラー
のインテリアが魅力的なお店。入り口の紫色の扉がフォトスポッ
ト！入る前に写真も撮っておこう。内部へ入ると可愛らしい雰囲気
で会話をしている客たちを見ることができる。ブランチカフェであ
るため、食事とデザートを一緒に楽しめるのが特徴。ブランチを楽
しみたいならサラダ、パスタ、サンドイッチがおすすめで、デザート
が食べたい人にはスフレパンケーキ、バナナプリン、リアルブラウ

ニー、牛乳入りのかき氷がおすすめだ。
 京畿道城南市盆唐区板橋駅路10ギル3-1  
 070-4418-0415  月-木 10:00-23:00  

金-日 10:00-24:00  @imhomecafe
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水原では、昔からの伝統がトレンドとな
り、新たな空間が都市の歴史を作って
いく。市内の真ん中に位置している水
原華城は、ユネスコ世界遺産として登
録されため、歴史への好奇心を刺激す
る。また、訪花隋柳亭の夜景は、恋人た
ちの心をときめかせる。ある韓国映画
に登場した「水原王カルビチキン」が味
わえるチキン通りから、地域住民の憩
いの場となっている水原華城近くの「ヘ
ンリダンギル」まで、楽しい経験が待っ
ている。

歴史のある文化都市「水原」
SUWON

POINT SPOT

❶ 水原伝統文化館 ─ 155m(徒歩2分) ─ ❷ 水原華城 ─ 1.07km(徒歩16分) ─ ❸ 水原チキン通り ─ 924m(徒歩14分) ─  
❹ ヘンリダンギル(チョンジヨン·コーヒーロースターズ、行宮81.2、カフェ7209、パターソンカフェ) ─ 1.65km(徒歩25分) ─ 
❺ フライング水原 ─ 1.03km(徒歩16分) ─ ❻ 訪花隋柳亭 ─ 753m(徒歩11分) ─ ❼ オンセミロ ─ 139m(徒歩2分) ─  
❽ 韓屋ステイ固有

CITY GUIDE

水原工房通り

八達門

水原市�
行宮洞

華城行宮
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正祖の息遣いが残っている、�
水原華城��
1997年にユネスコ世界文化遺産として登録された水原華城
は、世界初の計画都市。朝鮮時代の正祖が統治していた時、
当時の技術を集約させて2年6カ月で完成した。敵の様子を窺
う「東北空心墩」と脱出用の「暗門」などがある。また、兵士
たちが見張りをしていた東一舖楼は、今は一息つける東屋と
なった。なだらかな華城に上ると、水原市内が一望できる。特
に韓国の名所100選として選ばれたここの夜景は絶対見逃さ
ないように。

 京畿道水原市長安区迎華洞320-2  031-290-3600  3-10月 09:00-18:00, 
11-2月 09:00-17:00  子供500ウォン、大人1,000ウォン  www.swcf.or.kr

韓国の礼と美を学ぶ、�
水原伝統文化館��
水原のヘリテージを体験したいなら、ここの伝統文化体験プ
ログラムに注目してみよう。大人は閨房工芸でチョガッポ風鈴、
チョガッポ鏡、結び腕輪、結びしおりなどを作ることができ、
子供は弘斎書堂で礼儀の基本、挨拶の仕方、四字小学などが
学べる。色とりどりのお花餅を作り、蒸し餅の上にのせて完成
させたモノをお茶と一緒に楽しむ画中之餅プログラムも人気
だ。また、去年行われたパンソリ名人たちの公演「名人熱戦」
が大好評であり、新型コロナウィルスの影響によりオンライン
で行う「お家で国楽遊び」のようなオンライン体験プログラム
も開催されている。プログラムは季節ごと、もしくは毎月構成
が変わるので、訪れる前にホームページで確認してみよう。

 京畿道水原市八達区長安洞18-11  031-247-5613  
 09:00-18:00 (月曜日は休館日)  『画中之餅·絵に描いた餅』受講料

3,000ウォン、『市民定期過程』受講料2時間5万ウォン  www.swcf.or.kr 

DO IT 
SEE IT
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竜が住んでいるかのような神秘的な池、�
訪花隋柳亭��
華城の城郭を見ながら歩いていくと、ピクニックの場所として
有名な訪花隋柳亭が出てくる。清楚な美が感じられる池の周
辺には、ピクニックに訪れる人々が多く見られる。訪花隋柳亭
に訪れた際は、楼閣から見下ろす風景を絶対見逃さないよう
に。昼間の景色も美しいが、照明の明かりがある夜に訪れて、
疲れた一日を過ごした王様のように、ゆったりと夜の散歩を楽
しむのもいいだろう。

 京畿道水原市八達区水原川路392番ギル44-6  031-290-3600  
 年中無休24時間  入場料無料

暖かい雰囲気が落ち着くフュージョ
ンレストラン、�
オンセミロ��
塀が低い家が集まっている道の内側にあるオンセミロは、母
と息子が運営している趣のある韓食フュージョンレストラン。
今年3月にオープンしたこのお店は、飾りに使われている食用
花とハーブを小さな庭で栽培しているため、日差しの良い日に
は食材を天日干ししている懐かしい風景が見られる。シェフの
イ·デハン氏は、ユッケやサーモンなど最も新鮮な食材を購入
するために、毎日朝早く市場に訪れてその日の料理を準備す
る。メインメニューは4つ、サイドメニューは3つある。いつも新
メニューの開発にも励んでいる。テーブルの数は外の席も含め
13テーブル。一番人気メニューは、カプサアオノリ·クリームリ
ゾット、ユッケビビンバ、ハンバーグチーズステーキ。

 京畿道水原市八達区華西門路42番ギル61階  031-244-5424  火-日 
11:00-22:00, 月曜日は定休日(ブレークタイムなし、ラストオーダーは9時) 

 チーズハンバーグ1万6,500ウォン、ユッケアボカドビビンバ1万3,000ウォン

DO IT 
EAT IT

都市全体を一望できる、�
フライング水原��

最高高度150mから水原華城の全体が見られる、一風変わっ
た観覧施設。ヘリウム気球の定員は最大30人までで、安全の
ために訓練を受けたパイロットが同乗する。気球は欧州航空
安全機関規定のJoint Aviation Requirements(JAR21)を満た
し、韓国の建設交通部から安全検査の承認などを受けた。ま
た、毎週の月曜日の午前に安全点検を実施しているため、安心
して体験ができる。チケットは現場でだけ購入することができ、
1回当たりの飛行時間は約10分。ただし、天気と風速によって
運航の有無を決めるため、急な気象悪化の際には事前案内無
しで搭乗が中止されたり、運航がキャンセルされたりする可能
性がある。

 京畿道水原市八達区京水大路697  031-247-1300  
 大人1万8,000ウォン、中高生1万7,000ウォン、小学生1万5,000ウォン(水

原市民は身分証を提示すると割引あり)  www.flyingsuwon.com
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 CAFÉ PICK

TIP

一味違う故宮の鑑賞方法
ヘンリダンギルのカフェ巡り

CAFÉ PICK 1 カフェ7209
ラタンバスケットの中にサンドイッチ、飲み物、レジャーシート
を一緒に提供するピクニックセットで有名。カフェから10分の
距離にある訪花隋柳亭でのピクニックは、旅行地での特別な
経験になるだろう。イチゴサンドイッチ、雲トースト
は味も良いが、見た目もかわいいのでインス
タ映えする。ピクニックセットの予約は
InstagramのDMで受け付けている。

 京畿道水原市八達区新豊路23番ギル54  
 031-302-1111  12:00-22:00, 木曜日は定休日  
 @cafe7209

CAFÉ PICK 2 行宮81.2
昼過ぎに日が沈む風景を眺めながら余裕を満喫できる広 と々
したカフェへ行きたいなら、ここが打ってつけの場所。素敵なイ
ンテリアに魅了された人々が飲み物を席に置いたまま、写真を
撮りに店の中を回っている姿が見られる。代表メニューは甘い
苺ヨーグルトスムージーとアインシュペナー。他にも飲
み物と一緒に食べられるケーキ、マドレーヌ、
スコーンなどのデザートも販売している。

 京畿道水原市八達区新豊路56  
 031-257-0812  毎日 10:00-22:00  
 @haenggung_81.2

CAFÉ PICK 3 チョンジヨン·コーヒーロースターズ
このカフェは古い住宅を改造したため、ビンテージさと気楽な
雰囲気が漂っている。上品なコーヒーの味を常に維持してい
るため、長い間観光客に愛され続けている。1階はカウンター、
ベーカリー、ロースティングルームがあり、2階にはそれぞれ異
なるコンセプトの部屋があって、独特の構
造となっている。ここの魅力は何といって
も長安門と城郭が一望できるルーフトップ。

 京畿道水原市八達区正祖路905番ギル13  
 070-7773-2017  12:00-22:00, 月曜日は定休日 
 @jungjiyoungcoffee

CAFÉ PICK 4 パターソンカフェ
４階建ての白い建物の外壁に「Paterson Coffee」と書いてあ
るのが印象的なカフェ。様々なデザインのコーヒーカップ、書
籍、大型スピーカー、音楽CDなどが感覚的に陳列されている
ため、見る楽しみがある。運が良ければ
カフェの中でジャズのライブ公演も鑑
賞できる。デザートは基本的に日替わり
(Today’s Dessert)。

 京畿道水原市八達区華西門路33  
 070-4257-0515  12:00-22:00  
 @patersoncoffee
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Hot Beaches
素敵な海を見ているだけはつまらない。海の匂いまでたっぷり感じられる体験は、大海の真の魅力を教えてく
れる。MZ世代(96～2012年生まれ)の代表、ラッパーのイ·ヨンジ氏が京畿道の海に行ってきた。彼女がおすすめ
する京畿道の海はどこなのか？

イ·ヨンジ氏のPICK!最近人気の京畿道の海

K-LOCATION

LIKE A LOCAL 1 

Mini Interview

ラッパー、イ·ヨンジ氏

「夏はいつも海へ行ってましたが、今年は
コロナウイルスのせいで遠くには行け
なかったです。スケジュールが忙しくて
もふらりと行ける京畿道の海は、私にと
って癒しの場所です。海を見るだけでも
気分がよくなりますが、漁村体験プロ
グラム、釣り、カヤック体験、干潟体験
など、個性的な旅行もできますよ」
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京畿道華城に位置している百味里村は、きれいな海と果てなく広がる干潟が印象的な美し
い漁村だ。穏やかで平和な雰囲気に魅力を感じた観光客がまたリピートするほどである。こ
こではハゼ釣り体験が一番人気が高い。体験場までは1km以上もあるため、最大40人まで
乗れる干潟馬車に乗って体験場まで移動する。釣り、潮干狩り、カヤック体験、建干網、サド
ゥジルなど、様々な体験プログラムがある。都市ではなかなか接することのない海洋生態系
を知るいい機会だ。英語と中国語のカタログから、外国人観光客への配慮がうかがえる。

 京畿道華城市西新面百味ギル210-35  031-357-3379  大人(中学生以上)：8,000ウォン、 
30か月~小学生：5,000ウォン、レンタル料金：長靴2,000ウォン、ねじり鎌1,000ウォン  

 www.xn--oy2b2bw6grgz84bvicm0oduan74d.kr/expintroduce 

干潟体験は、韓国でしか経験できない珍しくて馴染みの薄い体験のはずだが、いざやってみると
印象的な体験の一つだ。体験の際には、童心に帰って自然の中で楽しく遊ぶことができる。何も
準備しなくても、大人は1万ウォン、子どもは8,000ウォンを払えば、手袋、ビニール袋、ねじり鎌、
長靴などの基本装備を提供してくれるので心配無用。干潟体験だけではなく、「貝殻ネックレス作
り」「干潟地図で炭島港生物を知る」など、家族みんなが休んだり、食べたり、楽しんだりすること
ができる。また、スタッフが英語で親切に案内してくれるので、外国人も不便なく利用できる。何よ
り夕焼けの頃になると、誰もが写真を撮りたくなるほど、日の入りがとても美しい。

 京畿道安山市檀園区大阜黃金路17-34  032-885-3745  毎日 00:00-23:00 * 毎日潮時によって体験時間は変
動する可能性あり  (体験費)大人9,000ウォン、子供7,000ウォン  www.tando.or.kr

リアルな体験ができる干潟体験場、百味里漁村体験村 

日の入りが美しい場所、炭島漁村体験村 

01

02
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Night View 
夜はあれこれ考えることをしばし止め、目の前の風景に集中できる時間だ。日が沈んだ夜、美しい夜景を見なが
ら一日の旅行を振り返り、新たな夜の旅行を始めてみよう。昼よりロマンチックな雰囲気でデートを楽しめるた
め、忘れられない思い出になるはずだから。

夜景がきれいなデートスポット

Mini Interview

<National Geographic 
Traveler>  韓国版 
@natgeotravelkor

京畿道旅行といえば美しい夕
日の鑑賞が欠かせません。特に
赤い夕焼けが綺麗な「宮坪港」
と、紫色とオレンジ色の素晴ら
しい調和が一望できる「安山落
照展望台」は、写真家たちを魅

了してやまないものでした。

01

宮坪港は、水産市場の向こう側から日が沈むと、その周りに広がる夕日の色が
とても美しい場所だ。ゆっくり釣りを楽しんだり、宮坪港周辺の海水浴場を散
歩したりしながら時間を過ごすのもいいだろう。揺らいでいる波と海上を飛ん
でいくカモメたちを見ていると、自然が与える余裕をたっぷりと感じることが
できる。宮坪港周辺の漁村体験村で潮干狩り、干潟体験、アサリ採り、干潟ソ
リ体験、ハゼ釣り、水上レジャー体験など、日の入りを見る前に時間が過ごせ
る体験が豊富であるため、日の入り前の時間も退屈ではない。

 京畿道華城市西新面宮坪港路1049-24 宮坪漁村体験村案内所  031-356-7339

印象的な夕焼けの風景、宮坪港の日没 

K-LOCATION

LIKE A LOCAL 2 
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ファッション中心の「夜市通り」、新鮮な「食材通り」、唐辛子粉·ごま油·餅
を作る「パンアッカン通り」、主に牛肉と豚肉を販売する「精肉通り」、ステ
ミナ食と見どころ満載の「マムズ通り」があって、5つの特色を持つ市場とい
う意味から「五色市場」と名付けられた。金曜日と土曜日の夜に市場が開か
れ、世界各国の料理が楽しめる。五色市場で開発した手作りビールを販売
している「クロディ」というお店があり、他にも野外舞台では多様なジャンル
の公演、路上ライブ、イベントが開かれているため、見どころ満載だ。

 京畿道烏山市烏山路272番ギル22  031-376-4141(カスタマーセンター)  
 www.5colormarket.com

闇の中から童話のような風景が広がる安山星光村。約200匹の
動物模型と一緒に様々なコンセプトの写真が撮れる。木と模型
には桃色、緑色、赤色、青色など、色とりどりのきれいな照明が
きめ細かく設置されているため、さらに美しい。また、目を向け
るとあちこちにフォトスポットがあり、どこで撮っても照明のお
かげでキレイな写真が撮れる。

 京畿道安山市常綠区水仁路1723  031-484-5050  月-金 16:00-
23:00 土曜日&祝日 15:00-24:00  入場料 大人7,000ウォン、 
子供5,000ウォン、障がい者&高齢者5,000ウォン  www.ansanstar.net

100年の伝統がある、烏山五色市場 光の森の中へ、安山星光村フォトランド

平沢国際中央市場は、週末になれば夜市「ソンフランシスコマーケット」が
開かれて昼より賑やかになる。米軍基地の近くであるここは、松炭プデチ
ゲが誕生した本場であり、またハンバーガーが有名な場所でもある。厚くて
美味しい具材が定番の手作りハンバーガー店「ミスリハンバーガー」は、近
くの米軍基地から訪れる外国人はもちろん、遠くからもお客様が訪れるほ
ど有名。それだけでなく、タイ、トルコ、モンゴル、ブラジル、アフリカ、ヨー
ロッパなど、世界各地の様々な料理が味わえる楽しいところであり、新しい
カフェやレストランなどもどんどんできている南部地域の人気スポットだ。

 京畿道平沢市中央市場路25番ギル11-4

韓国の西海で美しい日没と仁川大橋が鑑賞できる展望台だ。赤
い灯台と雲の帯を巻いている太陽の造形物が見えるのなら安山
落照展望台で間違いない。ここを訪れた人たちは造形物の真ん
中の穴に座ってポーズを取り、後ろに見える日没と海を背景に記
念写真を撮る。日が沈む前の昼過ぎに訪れて、ゆったりと風景を
眺めてみるのは、人生で忘れられない思い出となるはずだ。 

 京畿道安山市檀園区大阜北洞山23

平沢の梨泰院通り、平沢国際中央市場 日没が美しい、安山落照展望台 
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Your Viewfinder
Instagramには特有の感性がある。直接見ても美しいが、写真に収めるとさらに特別で価値があるように見えて
こそ、インスタで映えるといえる。誰でも行ける都心の人気カフェとお店ではなく、自分だけの特別な雰囲気の
写真を投稿したいと思っている人のために、知る人ぞ知るインスタ映えスポットを紹介する。

インスタ映え空間

Mini Interview

Instagrammer 
キム·ナムヒ 

@namhee_in_stars

「夢見るカメラ」は写真家であ
る私をときめかせる場所です。
夢のリストを書くイベントに参
加したらもらえる「夢の写真」
をしおりとして使っていますが、
ずっと私を温かく見守ってくれ
ているような気がします。

野外テラスで目の前に広がる漢江の景色を眺められる2階建てのルーフトップカフェ。芝生と花で
きれいに整った野外庭園は自由な構造となっているため、気楽に散歩できる。どこから見ても漢
江の景色が見えるようにカフェ内部の窓を大きくしているため、窓の向こう側から見える絵に描い
たような風景がとても印象的だ。代表メニューは新鮮な旬のフルーツと牛乳クリームを入れた「香
港ワッフル」と、オーガニック上下牛乳とイチゴがたっぷり入れた「苺ボトル」。夕日を背景に素敵
な食事タイムを楽しみたいなら、オーストリア産の清浄牛カルビで作った粗挽きカルビ焼きステー
キがおすすめ。

 京畿道南楊州市高山路232-24  031-576-2505  毎日 10:00-22:00  
 香港ワッフル1万2,000ウォン、苺ボトル7,000ウォン、粗挽きカルビ焼きステーキ1万9,800ウォン

美しくて魅力的な漢江の景色が見られる、南楊州フォラデイ三牌店 

K-LOCATION

LIKE A LOCAL 3 
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両水里は、水煙が立ち込める日の風景が美しく、また散歩路が緩や
かであるため、軽い気持ちで散歩できる。水が流れる河の周辺に30
隻の船が出入りしていた渡し場があり、今は過去の痕跡だけ残ってい
る。ドラマ『彼女は綺麗だった』で主人公の男女がここでキスシーン
を撮ったことでさらに有名になった大型フォトフレームの構造物は、
今も多くの人が訪れる人気フォトスポット。両水里を訪問する際、必
ずホットドッグのお店「両水里蓮ホットドッグ」へ行ってみよう。楊平
でも有名なここは、ホットドッグの生地に蓮の葉を入れて作る、甘口
か辛口かが選べるので、小腹が空いたらぜひ行ってみよう。

 京畿道楊平郡楊西面両水里  031-770-1001

夢見る写真機のオーナーは、毎日写真を見ながら自分の夢を再
認識することで、その夢が叶うと信じている。実際、夢を叶えた
話やノウハウなどをお客様に伝えている。カフェに準備されて
いる紙にバケットリストを書くと、直接ポラロイドで撮った「夢
の写真」を無料でプリントしてもらえるため、特別な経験ができ
る。お店の名前のように、中には古いカメラやミニアチュアカメ
ラなどが展示されていて、それだけでも楽しくなる。

 京畿道楊平郡竜門面ハンソルギル35  031-771-3264  
 火-土 11:00-18:00, 旧正月&秋夕は休店  カプチーノ·カフェラテ 

4,500ウォン、ブレンド茶5,000ウォン  dreamycamera.synology.me

漢江の二つの水流が会う場所、楊平両水里 夢が叶う場所、夢見る写真機 

「韓米文化の広場」という名前の空地の周辺に、世界各国のレストラ
ンがある。きれいに作られた屋台通りでは、店内での食事と持ち帰
りもできる。キンパプ、トッポッキ、ステーキ、パスタ、肉のチヂミ、ホ
ットドッグ、ケバブなど、多様な料理を販売している。各国の特徴を
生かした看板とメニュー、外国人の姿で賑わっているここは、まるで
韓国の中の外国に訪問したような独特な気分になる。特に低層のレ
ストランの壁を飾っている華やかな色のグラフィティアートは、ヒッ
プスターのInstagramを占めているほど人気のあるフォトスポットだ。

 京畿道東豆川市生淵洞571-31

2005年から始まった「安養公共芸術プロジェクト」によって再誕
生したここは、想像力を刺激する要素でいっぱいだ。遊園地の
あちこちに韓国と外国の52人の有名な作家が作った作品が設置
されているのが特徴。周辺の自然と調和する形で芸術作品が設
置され、芸術家のための特別な空間に変身した。らせん構造の
APAP展望台に上ると、山頂と芸術公園路が見えるので、感性豊
かな写真を撮ることもできる。

 京畿道安養市萬安区石水洞山21

ヒップスターの聖地、東豆川外国人観光特区 芸術的な感受性を刺激する、安養芸術公園 
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Winery Tour
いい水と健康な土が美味しいお酒を作る。さらに、その地域ならではの材料を入れることで、最上級の味を実現
している京畿道のお酒。丁寧に醸した韓国の伝統酒マッコリからビール、ワインまで、好みに合ったお酒が飲め
る場所を紹介する。

京畿道のお酒旅行記

Mini Interview

Instagrammer 
キム·ヒョンジョン 

@insta_train95

「山ぶどう農園」のワイン熟成トン
ネルへと向かうごつい木製の扉
は、まるで中世時代の秘密通路
のような場所で、オーク樽の香り
が漂い、神秘な雰囲気を醸し出し
ていました。ツアーのメインは山
ぶどうワインの試飲でした。

韓国の伝統酒を保存し広報することに力を入れている山査園は、お酒好きには天国の
ような場所だ。韓国の伝統酒「家醸酒」について、理解を高めるために設けられた展示
空間があり、販売もしている。果実酒、薬酒、蒸留酒など、裵商冕酒家の約30種類の製
品を飲んでみることもできる。入場する際にもらえる試飲カップで気になるお酒を試飲
および購入することもできるため、好みのお酒を見つける楽しさがある。種類が多くて
選びにくいのなら、今月のお酒人気販売ランキングがあるので、それを参考にするのも
いいだろう。

 京畿道抱川市花峴面花東路432番ギル25  031-532-9300  08:30-17:10、 
旧正月&秋夕の連休は休店  大人4,000ウォン、40人以上の団体3,500ウォン  www.soolsool.co.kr

韓国伝統酒の魅力が感じられる、伝統酒博物館「山査園」

K-LOCATION

LIKE A LOCAL 4 
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大きな阜という意味の大阜島をフランス語にすると「グランコト」にな
る。約40の農家が組合に参加し、2000年からワインを生産し始めた。
展示場では、試飲だけでなく醸造場も見学できるワイナリーツアーと
ワインスパなど、様々なワイン体験ができる。大阜島では、そのまま食
べても美味しい「キャンベルぶどう」と「青水品種」でワインを作って
いる。マスカットで作った韓国最初のぶどう品種「青水品種」からで
きた青水ワインが代表商品。赤ワインは渋みがなく、ぶどうの香りが
強い。青水はそのまま食べても美味しいが、ワイン材料としても優れ
た品種だ。今年は20年を熟成したビンテージ青水を販売する予定。

 京畿道安山市檀園区ポクク山ギル107  032-886-9873  月-土 09:00-
18:00、日曜日は定休日  スペシャルワイン講義2万ウォン、見学&テイスティン
グ1万ウォン  www.grandcoteau.co.kr

韓国の伝統酒造りという家業を3代目として引き継いでいるペ
ヘジョン都家は、マッコリを生産している代表企業。「又麯生
酒」と「虎生マッコリ」が一番人気のある商品だ。生米を粉にし
て発酵させる方式でお酒を醸すペヘジョン都家は、伝統酒の味
にトレンドを加え、気楽に楽しめる世界的なお酒を作りたいと
いうブランドの哲学を持っている。特に、プレミアムマッコリで
ある「富者シリーズ」は、ブランドの品格を高めるために京畿米
を使った。

 京畿道華城市正南面棲鳳路835  031-354-9376  平日 09:00-18:00 
訪問可能  紫芋マッコリ3,500ウォン、トウモロコシ·マッコリ1,500ウォン、
虎生マッコリ2,300ウォン  www.baedoga.co.kr

農家型ワイナリー、大阜島グランコト 韓国伝統酒のプライド、ペヘジョン都家 

青い山を眺めながら作り立てのビールが飲める手作りビール工場。
窓の向こう側から巨大な醸造機械が見られるため、ビールが作られ
る工程を直接確認できるのが特徴だ。手作りビールは種類が多くて
選択の幅が広い。注文したビールを機械から直接注ぐシステムとな
っている。事前予約をするとブルワリーツアーができるので、醸造施
設の見学、ビールの試飲、フードペアリングが楽しめる。

 京畿道加平郡上面清郡路429  031-585-5977  平日 11:00-22:00(ラストオ
ーダー 21:00)  クレーマーリー·ヴァイツェンボック8,000ウォン、クレーマーリ
ー·ピルスナー7,000ウォン  www.instagram.com/kraemerlee

1979年から野生の山ぶどうを直接栽培し始めたここは、香りが良
くて糖度の高い山ぶどうを生産し、山ぶどう汁とワインを作り出し
た。山ぶどうの伝統酒を飲んでみたい観光客が多く訪れるここは、
ワイナリーツアーが有名。ワイン熟成室、ワイン洞窟、ギャラリー、
山ぶどうトンネルなど、農場を見学できるコースが用意されている
ため、また、子供たちが喜ぶチョコレート、山ぶどうジャム、石鹸作
り体験もできるので、家族みんなが楽しく体験することができる。

 京畿道坡州市積城面ウィッベウニギル441-25  031-958-9558  09:00-17:00 
 ワイナリーツアー3,500ウォン、「山ぶどうワイン作り」＋「ワイナリーツアー」 

＋「試飲」2万2,000ウォン  www.sanmeoru.com

ビールの風味が感じられる、 
クレーマーリー·ブルワリーㅁ

野生の山ぶどうで作ったワイン、坡州山ぶどう農園 
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Be Pretty!
普段からK-Beautyに興味がある人なら見逃せない情報を整理した。ヴィーガン、環境、オリエンタルセラピー、
インナービューティーなど、京畿道を旅行する際、お勧めしたいビューティースポットを紹介する。ここを訪れ
て、よりキレイになる経験をしてみよう。

ビューティーアイテムの買い物かごをチェック

01 02

ここだけの特徴は、韓国伝統の青銅方字鍮器を使うというこ
と。お客様の体温に合わせて温めた鍮器の曲がっている部分を
利用して、首元の筋肉や脊柱起立筋の周りなど、手ではマッサー
ジしにくい部位の緊張した筋肉を柔らかくほぐしてくれる。繊細
なタッチとソフトな手の動きがザ·ベルスパならではの特別な雰
囲気を感じさせる。

 京畿道水原市八達区徳霊大路902ノボテルアンバサダー水原2階ザ·ベルスパ 
 031-547-6708(ノボテル水原店)  毎日 10:30-20:00 毎月3番目の月曜日は定休日 
 ボディマッサージコリアンテクニック90分19万5,000ウォン、アロマストーン

セラピー90分19万5,000ウォン  www.bellespa.co.kr

ミランダホテルは、ナトリウム成分が含まれた室内温泉水が1年中
湧き出ているスパ施設で、プール、チムジルバン、サウナが一つの
空間にある。最上級の温泉水を使用している。また、菊·菖蒲·ワイ
ンなど天然成分の露天イベント風呂で肌のケアができる。特に木
醋湯は、純粋な木醋液を希釈した韓方温泉水を使っているため、
肌がツヤツヤになり抜け毛にも効果的だ。

 京畿道利川市中里川路115番ギル45  031-639-5000  全体の営業時間 
06:00-18:00(各スペースについては、ホームページで要確認)  

 ウォーターゾーン(大浴場＋ウォーターパーク)大人4万4,000ウォン、 
子供3万8,000ウォン／スパゾーン(大浴場)大人1万2,000ウォン、子供8,000ウォン 

 www.mirandahotel.com/renewal/index.asp

ラグジュアリーオリエンタルスパ、 
ザ·ベルスパ

真のインナービューティーを満喫できる、
ミランダホテルスパプラス

K-LOCATION
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03 04

Hot Beauty 
Item 5

シコルで出会
ったベストビ
ューティーア
イテムを紹介
する。 

シコル·コレクション 
[ファイナルステップ·シャド
ウパレット＃ホットデート]
メイクアップの世界を広
げてくれる24色アイシャ
ドウパレット。普段使っ
ても派手すぎないデイ
リーカラーから特別な
日にポイントとして使え
るビビットなカラーまで
入れた。 
21g、4万9,000ウォン。

ラゴム  
[セラップマイクロ·フ
ォームクレンジャー]
低刺激成分の二重水分
遮断システムで肌のバリ
ア機能を強化し、洗顔
した後、つっぱり感がな
く潤いを守ってくれる。
もちもちの泡で肌の深
いところまでしっかり洗
ってくれる。 
150ml、1万8,000ウォン。

オノマ  
[Wonder Tomorrow 
Essence]
オイルテクスチャーで塗
りやすい高濃度美容液。
水分と栄養を供給するこ
とで、肌バリアの保湿力
を高めて弾力のある肌を
維持してくれる。 
35ml、5万2,000ウォン。

クレアス  
[フレッシュリジュース
ド·ビタミンドロップ]
純粋なビタミンC成分を
安定化させ、敏感肌も
使えるようにした低刺
激ビタミンセラム。透明
なタイプであり、肌に吸
収された後もベタつき
なく仕上がる。 
35ml、2万1,900ウォン。

環境保護のためのエコビューティーを経験できる空間。捨てられるコ
コナッツ殻と無機質を利用して、プラスチックの使用を30％減らした
環境に優しい「ディスペンサー」に、シャンプーとボディソープを詰め替
えることができる。店内は様々な体験ができる空間になっている。自
分にピッタリのファンデーションカラーを探してくれる「シェードピッカ
ーサービス」、様々なアモーレ製品のサンプルがもらえる店内の「光敎
マーケット」は大人気サービス。

 京畿道水原市霊通区光敎湖水公園路80 134-137号室  031-212-5659  
 毎日 10:00-22:00、毎月4番目の月曜日は定休日

コスメ好きなら全ての化粧品を一か所で見られる空間を夢見る
だろう。「シコル」にはプチプラコスメからデパートコスメのブラ
ンドまで入店しているため、いろいろな商品が比べ安い。数多く
のメイク製品が用意されているため、直接塗ってカラーを試すこ
ともできる。自分に一番似合うコスメを見つける楽しみがある場
所だ。

 京畿道高陽市徳陽区高陽大路1955 スターフィールド高陽店2階シコル  
 031-5173-1555  毎日 10:00-22:00  www.chicor.com

環境を愛するビューティープレイス、 
アモーレ光敎リフィルステーション

多様なブランドに会えるコスメセレクトショップ、
高陽スターフィールドシコル(メイクアップ)

アーバンディケイ  
[オールナイターメイクアッ
プ·セッティングスプレー]
メイクアップフィクサー
を何個も使ってみた人
の間ではすでに有名な
アイテム。メイクをした
後、軽く噴射すると肌に
染み込んで密着される
ため、キレイなメイクが
維持できる。 
118ml、4万ウォン。
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BTS 
世界各地から多くのARMYがBTSツアーのために韓国を訪れている。このツアーはBTSのアルバムジャケットの登場場所や
ミュージックビデオの撮影地などを訪問する。ファンをときめかせ、団結力を高めてくれる京畿道のBTSツアーの代表スポ
ット4か所を紹介する。ミュージックビデオの素敵なシーンを完成してくれた場所を実際に訪れたら感動が倍になるはず。

聖地巡り

01 02

日迎駅は、現在列車が走らない廃駅だ。ここでBTSの曲『春の
日(Spring Day)』のミュージックビデオの最初のシーンが撮影さ
れた。長く続いている線路、歳月が感じられる古い駅舎、人の
気配もない静かな雰囲気が魅力的だ。BTSの曲を聴きながら
線路に沿って歩いてみたり、ミュージックビデオのシーンを思い
浮かべてみたりすることもいいだろう。BTSのプレイリストを聴
きながら、ベンチに座って今後の旅行計画を立ててみるのも悪
くないだろう。

 京畿道楊州市長興面三上里327  031-855-5582

島の形が牛に似ている、あるいは陸地から牛の鳴き声が聞こえ
るという理由から、「牛音島」と名付けられた。島に着いて回り
を見てみると、広 と々した葦原とウェトリナムが作り出している
美しい風景が魅力的だ。『春の日(Spring Day)』のミュージック
ビデオの寂しい雰囲気によく合っている場所だ。エコ生態探訪
をはじめ、地質名所の学習の場としても良い。また、天然記念物
第414号に指定された「恐竜卵化石地」としても有名だ。ここに
訪問すれば、自然の広さを感じることができる。 

 京畿道華城市松山面古井里  牛音島エコティアリング 031-355-8610

アナログの感性が感じられる、日迎駅 広 と々した平地が印象的な場所、牛音島 

K-LOCATION
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03 04

BTSのメンバーであるSUGAが『大吹打』のミュージックビデオで袞竜
の御衣を着て登場した「仁政殿」と、自由にぶらついていた「市場町」
が印象的だったシーンは、「大長今パーク」で撮影された。ここは歴史
ドラマのロケ地で、実際にあらゆるドラマ、映画、CMなどの撮影地と
しても人気が高い。宮廷衣装の体験も可能であるため、韓服を着て写
真を撮るのもいい思い出になるだろう。是非体験してみよう。

 京畿道竜仁市処仁区白巌面湧泉路330  031-337-3241  (11月-2月)  
毎日 09:00-17:00, (3月-10月) 毎日 09:00-18:00  大人9,500ウォン、 
中高生8,000ウォン、48カ月~小学生7,000ウォン、48カ月未満は無料  

 djgpark.imbc.com

BTSを愛しているARMYなら要注目。生い茂っている木々が魅力
的な「ソフリ森」は、休憩を取りながらBTSの息吹が感じられる場
所。ここは、「シラカバ」と「チョウセンゴヨウ」が有名だ。BTSの
メンバーが野原で気楽に休んでいる姿をコンセプトに写真を撮っ
た場所でもある。木の葉が風にそよいでいる音を聞きながら、高
くそびえ立っている木の間を歩いてみると、フィトンチッドを体全
体で吸収しているような気がする。

 京畿道楊平郡西宗面コブックバウィ1ギル200  031-774-2387  
 毎日 09:00-18:00(17時から入場締め切り), 水曜日は定休日、ただし、 

祝日は水曜日も営業  入場料一般7,000ウォン、学生·障がい者·高齢者· 
国家有功者·団体6,000ウォン、子供5,000ウォン  www.seohuri.com

韓国の歴史ドラマの本場、大長今パーク 平和な散策路、楊平ソフリ森 

Mini Interview

Instagrammer ホン·ダヨン @youtube_twinmix

ARMYの私と妹はBTSのメンバー、「SUGA」さんがミュージックビデオの撮影のために訪れた「大長今パ
ーク」に行ってきました。ビデオに登場する場所で写真を撮ったり踊ったりしました。特に、後ろに「日月
五峰図」がかかっている仁政殿の王座を見ると、袞竜の御衣を着て剣舞を舞っていたSUGAさんが思い
浮かび、また雄大さと上品な雰囲気が感じられ、胸の奥が熱くなりました!
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01

K-Location
新たな観点から旅行を楽しみたい人には、ドラマやミュージックビデオなどの撮影地に訪れることをお勧めする。 
印象深かったシーンが撮影された場所へ訪れて、そこに込められている情緒とストーリーを感じることができる
はずだ。

ドラマ＆ミュージックビデオのロケ地10

高句麗鍛冶屋村は、ソウルと九里市をつなぐ峨嵯山の下に位置している。山を挟ん
でいるため、ソウルと近い所にもかかわらず、まるで森の中に入ったかのように感じ
られる。高句麗鍛冶屋村は、高句麗の壁画で見られる家の構造を再現した所で、高
句麗の鉄器文化がうかがえる遺跡テーマパークだ。ドラマ『太王四神記』『快刀ホ
ン·ギルドン』の撮影地でもあったここは、鍛冶屋、コムル村、ヨンホゲチェ、タムド
クチェのような「野外展示館」と、歴史が込められている「遺跡展示館」、伝統文化
の体験が可能な「学習場」を運営しているため、様々な体験ができる。

 京畿道九里市牛尾川ギル41  031-550-2363  平日 09:00-18:00, 週末&祝日 09:00-19:00  
 入場料無料  www.guri.go.kr/main/gbv 

高句麗の偉大さがうかがえる場所、高句麗鍛冶屋村 

K-LOCATION
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京畿道唯一の内湾潮流路と塩田があった痕跡が見られる場所。ここ
は塩生植物、各種魚類、両生類が生息していて、2012年国家湿地保
護区域に指定されるほど意味がある場所だ。風が吹くと葦林全体が
ゆらゆらと揺れて素敵な光景を作り出す。ドラマ『ボーイフレンド』
でパク·ボゴム氏とソン·ヘギョ氏が手をつないで上っていた「フンド
ゥル展望台」は必ず訪れるべき必須コースだ。

 京畿道始興市東西路287  031-488-6900  10:30-17:00(体験別に運営時
間が違うので、ホームページで要確認)  塩田体験場4,000ウォン、海水体験場
4,000ウォン、電気自動車2,000ウォン、複数人乗りの自転車30分1万ウォン  

 www.siheung.go.kr

神話の中の「神」になったような気分になる「西洋式庭園」、美
しい演出で有名な映画『お嬢さん』とドラマ『ホテルデルーナ』
に登場した清楚な東洋式庭園が目を引く「碧草池樹木園」。 
６つのテーマから作られた東洋式と西洋式の27の庭園が観覧で
きる。繊細に管理されている庭園は余白を生かしているため、歩
いていると心が癒される感じがする。観覧した後、「花の展示場」
と「フラワーヒル」で香しい花を直接見て購入することもできる。

 京畿道坡州市広灘面復興路242  031-957-2004 
  毎日 09:00-19:00(4月-9月), 販売締め切り18:00  9,000ウォン、 
青少年7,000ウォン、子供6,000ウォン  www.bcj.co.kr

目の前に広がる葦林が有名な、 
ケッコルエコパーク

東洋と西洋の美が感じられる、碧草池樹木園

ドラマ『九尾の狐とキケンな同居』とバラエティ番組『ランニングマ
ン』の撮影地として有名な洞窟。ワームホール広場に入ると、それぞれ
のテーマにつながる通路が見える。闇の中で輝くアートが魅力的な光
の空間では、ファンタスティックな照明が醸し出している独特な雰囲
気が体験できる。また、洞窟の中で緑の植物が育っている洞窟植物
園があり、洞窟アクアワールドでは豊富な地下岩盤水を利用して洞窟
の中に水中世界を作り出したため、世界各地の様々な魚に会える。

 京畿道光明市駕鶴路85番ギル142  070-4277-8902  毎日 09:00-18:00 
(ラスト入場17時、月曜日は定休日)  入場料 大人6,000ウォン、 
軍人4,000ウォン、青少年3,500ウォン  www.gm.go.kr/cv

神秘的な洞窟の中で広がる世界、光明洞窟 

抱川ピドゥルギナン瀑布は、『キングダム』『私のオオカミ少
年』のような作品の撮影地になるほど、美しい景色で有名だ。
階段を下りてくると、エメラルド色の渓谷が見える。その素敵
な景色から目が離せない。神秘的なピドゥルギナン瀑布は、浸
食に弱いところが河川の流れによって削られて形成されたとい
う。現在も浸食が進んでいるため、洞窟はさらに大きくなってい
る。さらに瀑布を抱えている柱状節理の絶景が独特な雰囲気
を醸し出している。

 京畿道抱川市永北面大回山里415-2

天然記念物第537号、抱川ピドゥルギナン瀑布

02 03
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© Byukchoji Garden
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本が好きな人には、シェア書斎かつ複合文化空間でもある「知恵の森」をお勧
めしたい。元々坡州は、出版図書団地として有名な地域だ。その中でも知恵の
森では、学者、知識人、研究所、出版社から寄贈してもらった図書をジャンル別
に分類して誰もが利用できるように展示している。特に、「ライブラリーステイ
紙之郷」は、出版社の物語をドラマ化した『ロマンスは別冊付録』の撮影地と
しても有名だ。団体訪問案内サービスは、訪問日の7日前までに申請する必要
があり、10人以上から行われる。

 京畿道坡州市匯東ギル145アジア出版文化情報センター  031-955-0082  
 毎日 10:00-18:00  入場料無料  forestofwisdom.or.kr

感覚的なデザインのシェア書斎、坡州知恵の森

01

Mini Interview

Instagrammer ヒョン·ヘウォン  @oneday.hyun

「同じ波は二度と来ない」とサーファーたちは言います。しかし「ウェイブパーク」では、透明な波が同じ大き
さで押し寄せてきます。ただ準備して美しい波に乗るだけです。夕方には西の空の夕焼けが水面に広がり、
まるで夢の中で波に乗っている気がします。これが都市サーファーならではの幸せではないでしょうか。
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独特な建築が印象的な「カフォレギャラリー」は、ドラマ『ハ
イエナ』の撮影地になった場所。絵·写真·彫刻像など、様々な
作品に会えるギャラリーカフェで、ギャラリー内の作品は展示
会が終わると他の作品に変わるという。広 と々した空が絵の
ように広がっている4階のループトップでは、南漢江の光景が
一望できる。素敵な夕焼けを眺めながら旅行の最後を満喫す
るのもいいだろう。

 京畿道楊平郡江下面江南路458  031-775-5342  毎日 10:00-20:00 
 ギャラリー入場券 大人8,000ウォン、子供5,000ウォン、ドリンク込み  
 cafore.co.kr

ここではドラマ『星から来たあなた』の名シーンであるキム·スヒョン
氏とチョン·ジヒョン氏のキスシーンが撮影された。フランスのとあ
る小さな村をそのまま移しておいたかのようなキレイな空間だ。他
にも、ギニョール人形劇やオルゴール試演など、多様な公演が開かれ
ている。仮想現実(VR)を利用した「星の王子さま体験」と、フランス
のモンマルトルの丘にあるジュテームの壁を実現した「アモールブル
ーフォトゾーン」は、必ず訪れるべきコースだ。最近はイタリア村もオ
ープンしたという。

 京畿道加平郡清平面湖畔路1063  031-584-8200  毎日 09:00-18:00 年中
無休  入場料 大人1万ウォン、青少年8,000ウォン  www.pfcamp.com

ルーフトップが印象的な場所、カフォレギャラリー韓国の中のフランス、プチ·フランス

Red Velvetの『ノリ(Naughty)』のミュージックビデオにも登場し
た場所。海水でできているので、自然に優しい水遊びができる。
日差しとヤシの木の調和がエキゾチックな雰囲気を醸し出して
いる。水深によって「大人プール」と「子供プール」に分けられて
いるので、子供と一緒に行く予定なら安心してもいい。涼しい陰
の下で素敵な風景を眺めながら余裕を満喫できる小屋は事前
予約が必須だ。

 京畿道始興市正往洞2590  毎週月·金は休場

パク·ボゴム氏とパク·ソダム氏が主演を務めた『青春の記録』のロ
ケ地になったことで有名な場所。世界最大規模の人工サーフィンパ
ークである「ウェイブパーク」では、海でしかできないと思っていた
海洋スポーツが思う存分に楽しめる。特に、サーフコーブの暖房シス
テムを利用して平均水温を維持しているため、１年中サーフィンを楽
しむことができる。四六時中サーフィングを楽しみたい人々にお勧
め。サーフィンの初心者向けのサーフィンアカデミーも運営されてい
るので、ぜひ挑戦してみよう。

 京畿道始興市コブクソムトゥルレギル42  031-431-9600  
 平日 10:00-18:00  パーク利用券4万ウォン、ビギナーレッスン10万ウォン 
 www.wavepark.co.kr

エキゾチックな風景のプール、 
ペゴッハヌル公園海水体験場 

四六時中楽しめるサーフィン、ウェイブパーク

02 03

04 05

ⓒPetite France 

ⓒWave Park © Baegot Hanwool Park
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01

Fly High
K-LOCATION

LIKE A LOCAL 8 

退屈な日常から離れ、新しい刺激となるチャレンジがしたい人におすすめのカテゴリー。 
限界を乗り越え、チャレンジに成功すれば、以前より成長している自分を見て嬉しくなるはずだ。

スリル満点のスカイラインに乗って、度胸試しの旅を

「有明山」には韓国で一番高度の高いパラグライダー滑空場がある。一番高度の高い所から出発し
て、美しい北漢江の風景を眺めながら着陸する快感が感じられる。特に、紅葉が美しい秋と、雪で
真っ白になった冬の風景が印象的だ。ここには30年以上パラグライダーを運営している韓国代表
パラグライダーグループがある。その中でも「パララブ」は、最高の講師チームを保有する専門会
社として、あらゆるドラマやバラエティ番組などにも出演し、テレビ番組最多出演という記録があ
るくらいレベルが高い。予約制で運営しているが、天気の状況によってはキャンセルされる可能性
もあるので、訪問日の天気は要チェック。

 京畿道楊平郡玉泉面東幕ギル49 パララブ·パラグライダー着陸場  010-4255-1102  
 毎日 07:00-19:00(天気によって変動あり)  体験飛行基本11万ウォン、カップルデート飛行コース1人15万ウォン

素敵な自然を空の上で眺めよう、パララブ
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02 03

四輪バイクに乗ると、風を感じながら目の前に広がる風景をより
自由に心行くまで楽しむことができる。特に加平駅レジャーは、
山·野原·水など、様々なコースを走れる四輪バイクの専門店。搭乗
すると体全体で感じられるスピードはスリルと満足感を与える。コ
ースは初級、初中級、中級、上級、最上級などに分けられており、
所要時間は短いコースは40分、長いコースは120分と、コースと難
易度によって異なる。

 京畿道加平郡加平邑達田里627-1  010-9616-0081  09:00-18:00,  
年中無休  正常価格基準ベーシック(初級)40分2万5,000ウォン、フォローミー
(中級)4万ウォン、エクストリーム(最上級)80分5万ウォン

エレベーターなしで高さ15階の建物から速やかに降りる方法は、
義王スカイレールに乗ることだ。旺松湖を背景に、長さ350mを
時速80kmというスリル満点のスピードで、あっという間に下まで
降りることができる。ラインが3つあるので、一人では怖いと思って
いる人でも友達と一緒に出発することもできる。勇気が出せる人
は降りてくる間に目を開いて、周りの風景を眺めてみよう。

 京畿道義王市旺松モッ東路307  031-8086-7372  (3-10月)  
毎日 09:00-18:00, (11-2月) 毎日 毎月一番目の月曜日は定休日。 

 利用料金1万5,000ウォン  uiwangpark.uuc.or.kr

迫力あふれる経験、加平四輪バイク 空中でハラハラと吊られる経験、 
義王スカイレール

素敵な自然を空の上で眺めよう、パララブ

Mini Interview

Instagrammer チョン·ヒョンユン @rubieonni

高所恐怖症の私は「スカイレール」に乗ることを最初は迷いましたが、悩んだ末に挑戦しました。いざ安
全装備を着用してみたら、かなり安定感がありました。最初は怖くて目を閉じていましたが、勇気を出して
少し目を開けると素敵な景色が目の前に広がりました。旺松湖とレソルレパークをぼーっと眺めていると
すぐ到着!再挑戦したい気持ち100％です。
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Tasty Road
異国の文化を一番簡単かつ速やかに知る方法は、その国の食べ物を食
べること。真剣に勉強する必要はない。オープンマインドで一つずつ
挑戦していけば、いつの間にかその国の文化を理解しているだろう。 

美食ロードツアー

Mini Interview

Instagrammer パク·ジウ 

@eenomsiki

「水原チキン通り」でお店を選ぶ
際には、各お店の特徴を比べてみ
ましょう。あるお店は王カルビソー
スが特徴で、あるお店は砂肝の唐
揚げサービスが特徴、またあるお
店は鶏足の唐揚げが特徴!数十年
のノウハウが込められたチキンの
美味しさは当然のことです。

安山には、様々な国籍の人が住んでいる。特に「安山多文化村特区」では住民の3人中2人
が外国人だという。ここが魅力的な理由は料理。週末になると中国、ロシア、インド、ベトナ
ムなど、世界各国の料理が市場に登場し、異国情緒あふれる光景となる。遠くまで行かなく
ても、まるで外国へ訪れたような気分になるため、韓国人からも愛されている。中国式チヂ
ミ、月餅、熱帯フルーツ、海外の食材を販売するスーパーもあるので、訪問する前にリストを
作成して、何を食べるか幸せな悩みを楽しんでみるのもいいだろう。

 京畿道安山市檀園区元谷洞870

世界中の料理を一箇所で会えるところ、安山多文化飲食通り

K-LOCATION

LIKE A LOCAL 9 
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水原を代表する名所となったチキン通り。大きな釜に油を入れて鶏
肉を揚げるチキンのお店が、1970年代から10店以上オープンしたこ
とで有名になった。この通りを代表する3大チキン屋は「ヨンソン·チ
キン」、「チンミ·チキン」、「ナンムン·チキン」で、店ならではの方法
でチキンを揚げている。今はチキンのチェーン店も多く存在してい
るが、ここのチキンが愛され続けている一番目の理由は、心を込め
て丁寧にチキンを揚げるその懐かしい風景があるからだ。二番目の
理由は、昔ながらのチキン特有の味が忘れられない人たちが訪れて
いるからだろう。元々有名ではあったが、映画『エクストリーム·ジョ
ブ』に水原チキンが登場してからさらに有名になった。

 京畿道水原市八達区正祖路800番ギル16の近く  
 フライドチキン基準1万6,000ウォン台

市場は、その国と地域の特産物やおやつなどが食べられる場所
であるため、旅行の際に必ず訪れたくなる場所だ。楊平市場道
は、韓国の伝統市場で韓国人の「情」が感じられる場所だ。焼き
立てのホットクと美味しく調理されているそばのチヂミなど、嗅
覚と視覚を同時に刺激する料理をあちこちで食べられる。料理
だけでなく、日常ではあまり見たことがない独特なアイテムを見
物できるのも魅力の一つ。

 京畿道楊平郡楊平邑楊平市場道11-1

今までこんな味はなかった、水原チキン通り 人と人との情が感じられる素朴な市場、 
楊平市場道

韓国産の小麦(ウリミル)を使ったカルグクス専門店が集まっている
場所。その中でもウリミルカルグクスでは、海鮮物を使って深い風味
を出しているため、さっぱりとしたカルグクスが味わえる。海辺に位
置しているため、新鮮な海鮮物を使っており、無農薬の小麦を使っ
ているため、消化しやすい。味付けも濃すぎず、さっぱりした出汁が
魅力的だ。スープが沸騰したら麵を入れ、茹で上がったら食べるの
が定番の食べ方。

 京畿道安山市檀園区大阜黃金路1361 ウリミルカルグクス  032-884-9083 
 毎日 09:00-21:00、年中無休  ウリミル浅蜊カルグクス9,000ウォン、ウリミ

ル海鮮カルグクス1万8,000ウォン

登山後はやはり何か食べたくなるものだ。雲岳山を登る人は必
ず寄るという村。入り口に入ると多くの豆腐専門店が目を引く。
お店に入ってみると、手作り豆腐の寄せ鍋と豆腐チヂミ、スンド
ゥブ定食、豆腐キムチなど、豆腐をメインとする料理を販売して
いる。登山の後、空いたお腹を満たしてくれる豆腐は、柔らかい
食感と香ばしい味で老若男女問わず愛され続けている。

 京畿道加平郡朝宗面懸燈寺ギル14  070-7719-7763  
 豆腐の寄せ鍋2-3万ウォン台

カルグクスの美味しいお店が集まっている、
安山ウリミルカルグクス通り

柔らかく消化がしやすいヴィーガンフード、
加平雲岳山豆腐村 

02 03

04 05
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Happy Bread
「美味しいパンを売っているお店を喜んで探し回る」という意味の「パン地巡礼(パン屋さん巡り)」をパン好きなら

知っているはずだ。韓国人はもちろん、外国人まで魅了させたパンの世界へようこそ。

パン屋さん巡り

「ガーリッククリームチーズ」「キャラメルイチジク」「クリームベリー」「ダブル抹茶あんバター」「アッ
プルクランブル」など、なかなか味わえない種類のスコーンを販売しているお店。フランス産のバター、
天日塩、生砂糖を使って高級感が溢れる深い風味のスコーンを作っている。代表メニューはスコーン
を細かく砕いて、その上にクリームとあらゆるトッピングをのせた「ケーコーン」。ケーコーンの種類は、

「チョコバナナケーコーン」「よもぎきなこ餅ケーコーン」「生イチゴケーコーン」があり、メニューは常時
変わる可能性がある。飲み物は「デカフェダッチコーヒー」「生イチゴ牛乳」「ミルクティー」などを瓶
に入れて販売している。特にミルクティーは、フランス産のマリアージュフレール茶葉で淹れている。

 京畿道議政府市平和路483番ギル10-3  010-4017-2322  水-金 12:00-22:00, 土日 12:00-20:00(月曜日·火曜
日は定休日)  濃いミルクティー7,800ウォン、フィナンシェ2,500ウォン

議政府のスコーン専門店、ウンビスブレッド

K-LOCATION
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Mini Interview

Instagrammer パク·ソナ 

@sunah_c

うっそうとした緑の森の中で、
鳥の鳴き声を聞きながら楽しむ
ヨーロッパ家庭料理風のパンと
香ばしいコーヒーの組み合わせ
は完璧でした。「ザ·フォレ」の
おかげで心身ともに癒される
経験ができました。
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キレイに管理されている庭園と韓屋が魅力的なベーカリー。韓国伝
統の韓屋と現代のインテリアが共存しているここは、すべての空間
がフォトスポットだ。フルーツと生クリームをのせたクロワッサンか
らスコーン、食事用のサンドイッチまで、食べるのがもったいないく
らい可愛いパンがたくさんある。マンゴーが好きな人には、リアルマ
ンゴースムージーがおすすめ。マンゴーの半分が丸ごと乗せられて
いるため、口と目の保養になる。

 京畿道楊平郡西宗面汶湖里338-1  031-772-8333  
 平日 10:30-21:00, 週末 9:00-21:00, 祝日 9:00-22:00(大型連休は変動あり) 
 ハウスコーヒー7,000ウォン、リアルマンゴースムージー9,900ウォン

韓国の有名グルメ番組『美味しい奴ら』でも紹介された人気ベ
ーカリー。坡州プロバンス村を代表するパン屋である「リュ·ジ
ェウンベーカリー」は、1997年のオープンした以来、ずっと愛さ
れている。ニンニクを使ってカリカリ焼き上げたガーリックトー
ストが一番有名だ。甘くて濃厚なソースが絶品。坡州で生産し
ているハンスウィ米を使用したカステラ、坡州の特産品である
長湍大豆を使ったパン、手作りあんパンも人気商品。

 京畿道坡州市炭県面ヨプンギル265  031-939-8493  毎日 09:00-
22:00  ガーリックトースト8,500ウォン、パネットーネ1万3,500ウォン、 
あんパン2,500ウォン  www.instagram.com/ryoojaeeunbakery

穏やかな韓屋カフェ、ハウスベーカリー 甘いガーリックトーストが美味しい、 
リュ·ジェウンベーカリー

南漢山城に位置しているベーカリーカフェ。1階ではパンを販売
しており、2階ではのんびりとコーヒーが楽しめる空間となってい
る。ウィーベイクの真の魅力は野外テーブルにある。ここから涼
しい渓谷が眺められ、うっそうとした木の下には日差しが避けら
れるようにパラソルが置いてある。流れる水の音は素敵なBGM
のように聞こえる。

 京畿道広州市南漢山城面南漢山城路59-3ウィーベイク  031-798-0959 
 年中無休 10:30-21:00  プチケーキ6,500ウォン、ビスケットシュー3,000ウォン 
 www.instagram.com/webake_namhansanseong

2020年にオープンした観光農園「ザ·フォレ」は、若い農夫らが運
営している森の中の小さな村をコンセプトにしたベーカリー農園
カフェだ。8,000坪の大規模な文化空間で、森の中で気楽に休め
る丸太小屋のようなウッドキャビンが独特だ。ベーカリーとコー
ヒーが楽しめる「丸太小屋」「温室庭園」「野外テラス」のうち、
好きな空間に座ればいい。アイスアメリカーノはいつも人気ラン
キング1位。ベーカリーは雑穀ホットク、チョコクロワッサン、スコ
ーンの順で人気がある。

 京畿道華城市郷南邑トゥロンバウィギル49-13  031-352-9291  
 毎日 10:00-21:00, 年中無休  アメリカーノ5,500ウォン、グレープフル

ーツエード7,800ウォン  www.instagram.com/thefore_4

渓谷が風情を添えるパン屋、ウィーベイク ヨーロッパ農場をモチーフにした、華城ザ·フォレ

02 03

04 05
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韓国人のソウルフード「キムチ」
大家族が登場する韓国のドラマでは、家族みんなが集まり一度に大量のキムチを漬けるシーンがよく出てくる。

大きな赤いゴム製のたらいに塩漬けした白菜を入れ、キムチの素を一枚ずつ塗りながら、楽しく会話をする。
キムチをつける際にそういう過程があるからか、存在を忘れるときもあるが、やはり「キムチ」は韓国人に
とって欠かせないソウルフードの一つだ。炊き立てのご飯においしくできたキムチをのせて食べる瞬間を

想像しながら、キムチについて色々話してみよう。

HOT & 
SPICY

K-FOOD 

COLUMN
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キムチは、味よりそこに込められた記憶を味
わうのかもしれない
欧米にはチキンスープというソウルフードがあるが、韓国ではキムチがそれ
に該当するものだろう。それは、キムチが単純に伝統のある食品だとか、乳
酸菌·無機質·ビタミンなどの栄養素が豊富だからといった理由ではない。
韓国人がキムチを「ソウルフード」と呼ぶ理由は、そこに込められた「記憶」
があるからだろう。
今は季節を問わず新鮮なキムチを買って食べるのが日常化したが、わずか
数年前までは「キムジャン」がどの家庭も必ず行う年中行事だった。11~12
月になると主婦たちはキムジャンする最適な日を決める。その日は家族全
員が集まり、一緒に大量の白菜を運び、大根を千切りにし、キムチの素を
塗り、キムチを作った。朝から昼過ぎまで続くキムジャンで体は疲れるが、
作り立てのキムチの素を白菜の上にのせて食べる楽しさがあった。塩漬け
した白菜がキムチへの変身を果たした頃、香ばしい茹で豚のにおいが漂っ
てくる。これは、キムジャンが終わりを迎えているシグナルなのだ。茹で豚
が完成すると、母はその場でお肉を食べやすく裂いたキムチで巻いて我々
の口の中に入れてくれた。その記憶があるからか、キムジャンのことを思う
だけでも自然とよだれが出てくる。塩辛いキムチと淡白なお肉の味が調和
し、口の中で幸せを感じたその記憶が深く強く残っているからだ。そして、
キムチを手で直接裂いてくれた母、あるいは祖母の温かい愛を私たちは覚
えている。韓国人にとってキムチは懐かしさと温かさが一緒に込められて
いるものなのだ。だからこそより特別である。

キムチの味が家庭ごとに異なる理由
キムチの味が家ごとに異なるのもキムチがソウルフード化したもう一つの
理由だ。同じキムチのはずなのに作る人によって、また地域によって味が異
なる。キムチは元々冬になっても新鮮な野菜の摂取ができるように作られ
た発酵食品だ。周辺環境や気候などによって保存方法が異なるため、塩度
と材料も異なる。気温が温かい南部地方では、キムチを長く保存するため
により塩度が高く、味もより辛くする。それに比べて寒い北部地方では、キ
ムチが発酵しづらいため塩と唐辛子粉を少なめに入れ、味付けも淡白にす
るのでさっぱりとした味になる。つまり、作る人の出身·好み·個性によって
味が異なるため、家庭ごとにキムチの味も異なるのだ。ちなみに京畿道で
は、周りの山間地域から簡単に山菜の採取ができ、また西海岸と接してい
るため海産物も豊富なので、キムチの材料も多様化している。地理的に見
ても朝鮮半島の真ん中に位置しているため、しょっぱすぎず薄すぎず、バラ
ンスのいい味がするのだ。
 
韓国人もキムチの種類を全部知っているわけ
ではない
それではキムチの種類は一体どれほどあるのか。この質問については韓国
人すら答えることができない。地域によって食べるキムチの種類も違うし、
個性的な新しいキムチを作ることもできるからだ。
キムチは基本的に「白菜」「大根」「大根若菜」「キュウリ」「エゴマの葉」「イヌヤ
クシソウ」「高菜」「ニラ」などのような野菜を使い、「唐辛子粉」「塩」「砂糖」「生
姜」「ニンニク」「ネギ」「塩辛」などでキムチの素を作って、それにキムチを漬け
る。一般的によく食べるのは、「白菜キムチ」「大根若菜キムチ」「小大根キムチ」

「からし菜キムチ」「ネギキムチ」「大根の水キムチ」「キュウリキムチ」などだ。

ここでキムチ作りの体験ができます!
哨城キムチ村

京畿道漣川郡青山面に位置している「哨城キム
チ村」は、韓国伝統のキムチを世に広めるため
の活動をしている。約2万2千㎡規模の「キムチ
テーマパーク」、キムチの歴史と文化を紹介す
る「展示室」、そして「キムチ広報館」などの施設
が設けられており、キムチの歴史と文化が学べ
る。その中で最も人気が高いのは、地域の農産
物を使った「キムチ作り体験」だ。定番の白菜
キムチだけでなく、「コッチョリ」「キュウリキ
ムチ」「小大根キムチ」「カクトゥギ」など、様々
なおいしいキムチが作れる。

 京畿道漣川郡青山面平和路209  
 031-835-0381 
 毎日00:00-24:00(流動的)  
  哨城キムチ村、当日プログラム3万5,000ウォン、
コッチョリ作り体験1万5,000ウォン、豆腐作り
8,000ウォン
  https://sciolto2.wixsite.com/choseongkimchi
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知っておくとより楽しい「韓国酒」の旅
お酒は、旅行をより楽しくしてくれる存在だ。韓国酒の歴史と文化を理解した上で飲んでみると、

旅行の記憶がより深くなるだろう。見物するだけでも楽しい醸造場、 
そして韓国酒と相性抜群のおつまみを一緒に紹介する。

DRINK

K-FOOD 

COLUMN
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説話を通じて伝わる記録
韓国のお酒の歴史がいつから始まったのか、最初はどういう方法で作っていたか正
確な記録は残っていない。ただ、粳米やもち米などの穀物を主な材料としているこ
とを考えると、農業が始まった時期から発達してきたのではないかと推測できる。
記録として残っているお酒と関連した最も古い話は、高句麗という国を建てた「朱
蒙」の建国神話が書いてある『古三國史記』だ。天帝の息子だった解慕漱が、河伯
の長女「柳花」にお酒を飲ませた後、縁を結び朱蒙を産んだという説である。これ
は説話ではあるが、韓国のお酒の歴史が短くないということがうかがえる。

製造方法によって異なる韓国酒の種類
米·小麦·麦のような穀物で作る韓国酒は４種類に分けられる。漉し立てという意味
の、白く濁って見えるお酒は「マッコリ」、漉して澄んだお酒は「薬酒」または「清酒」
と呼ぶ。薬酒と清酒の一番の違いは、発酵剤の麹をどれだけ使ったかだ。麹を1％未
満で使い、米で作った粒麴を使ったのが「清酒」、伝統的な麹を使ったのが「薬酒」
だ。簡単に言うと、穀物以外の薬材を入れた澄んだお酒は「薬酒」、純粋な穀物でだ
け作った澄んだお酒は「清酒」だ。最後に、焼酎は「マッコリ」「薬酒」「清酒」などを
蒸留して作ったお酒。一般的にスーパーで購入できるチャミスルとは違う。

韓国酒と相性抜群のおつまみは？
フランス語で「結婚」を意味する「マリアージュ」は、飲み物と料理との相性が良いとい
う意味でも使われる。韓国のお酒も一緒に食べると相性がいい料理がある。もちろん
個人の好みもあるが、基本的にお酒と料理がそれぞれの味を補う組み合わせがあり、
どちらの味を深く感じたいのかによって異なってくる。例えば、お酒の味と香りを強調
したい場合は、味と香りがあまり強すぎず、さっぱりとした料理がよく合う。逆に、料理
に合うお酒を選びたい場合は、その料理の特徴によって最適なお酒も異なるのだ。
キムチの蒸し物や海鮮鍋などの辛い料理には、アルコール分が低く甘めのお酒がよく
合う。茹で肉のように油が多い料理には、アルコール分が高いか酸味のあるお酒とペ
アリングすると口の中をさっぱりとさせてくれる。また、甘い韓菓のようなデザートに
は、淡白なお酒よりは甘いお酒がよく合う。甘い料理を食べてから淡白な味のお酒を
飲むと、苦いと感じるかもしれないからだ。すっぱい冷菜料理のように酸味の強い料
理は同じく酸味のあるお酒と楽しむのが、料理の味をよりおいしくする秘訣だ。

知っておくと役立つお酒を飲む際のマナー
お酒を正しく飲むためには、文化を知っておくべきだ。韓国は特に昔から飲み会で
のマナーを重要視してきた。韓国で昔から伝わるお酒の代表的なマナーは、朝鮮
時代に儒生が郷校に集まり、酒宴を開いて楽しむ「郷飲酒礼」だ。郷飲酒礼は、そ
の村の地方官が主催者となり、知識と経験が豊富で尊敬される長老を招待する行
事のこと。郷飲酒礼にはお酒の注ぎ方や飲み方などについても記録されている。韓
国は飲む人同士で杯を酌みかわしたり飲みまわしたりする酬酌の文化圏であり、そ
の文化が今も続いている。　
目上の人とお酒を飲む際のマナーを紹介する。まずは、目下の人がその飲み会で一番
目上の人にお酒を注ぎ、なみなみではなくグラスの7~8割くらいを目安に注ぐのがマナ
ー。目上の人からお酒を受ける際は両手で丁寧に受け取り、乾杯をする際にはグラス
を目上の人より低くした方がいい。目下の人がお酒を飲む時は首を横に回し、グラス
を持つ手と反対の手で口とグラスを少し隠して飲むのがマナーだ。友達と飲む時はあ
まり気にせず気楽に飲んでも問題ない。
そして最も重要な飲酒マナーは酔わないほどに飲むこと。飲みすぎは飲み会を交流の
場と考えた先人たちの趣旨にそぐわず、無理やり飲ませるのも下品なことだと昔から思
われていた。お酒は適度に、気心の知れた人たちと飲むのが一番楽しいものだろう。

1932抱川二東生米マッコリ
抱川に韓国軍の部隊が多く、民
間人になった軍人たちが抱川二
東マッコリの味が忘れられず訪
れるようになってから有名にな
った。85年間の伝統がある、こ
こならではの秘訣と、清渓山の
清浄な地下岩盤水を利用してお
酒を醸した。味はまるで雲のよ
うに軽く柔らかい。
アルコール分：6.0% 
製造者：(株)抱川二東マッコリ

ハニームーンワイン
約20の京畿道の農家から直接
収穫したハチミツと清浄な楊平
の水で醸したワイン。ハチミツ
からする花の香りがほのかに漂
う。シトラスの香りと味が食欲
をそそぎ、食前酒として愛され
ている。
アルコール分：10.0% 
製造者：アイビー営農組合法人

安城マチュム生マッコリ
安城市が品質を保証する新米
の安城マチュム米を使ってい
る。ソウル市無形文化財に指
定された「松節酒」の技能保
有者、イ·ソンジャ代表がこの
お酒を作っている。軽快な味
が特徴で、バナナミルクの香
りがほのかに漂う。
アルコール分：6.0% 
製造者：汗酒醸造

ムンベ酒ヘリテージ
2000年の南北首脳会談の際、金大
中大統領と金正日総書記に提供さ
れた酒。高麗時代、王様に献上し
た清らかなお酒で、現在は伝統食
品名人第7号である名人イ·ギチュ
ン氏が作っている。
アルコール分：23.0% 
製造者：ムンベ酒醸造院

千秘香の火酒
千秘香薬酒を常圧蒸留した最高
級の火酒。発酵した穀物の芳醇
な香りがするのが特徴。その名
の通り、口の中が燃えるように
熱くなるが、刺激はない。鴨肉
によく合うといわれている。
アルコール分：40.0% 
製造者：農業会社法人(株)チョウンスル

韓国京畿道の酒コレクション
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「ご飯」への思い
韓国では「ご飯の力で生きていく」という表現があるくらい、ご飯への思いが真摯だ。 

ただ空いたお腹を満たすことではなく、人生の原動力になるという話だ。 
韓国人がご飯を愛している理由とご飯の種類について紹介する。

RICE

K-FOOD 

COLUMN
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何よりも重要なご飯
ご飯とは、「米」「玄米」「麦」「アワ」「キビ」などの穀物を研いで釜の中にしかけ、適量の水
を入れ米粒がつぶれないように炊いたものを指す。誰かは「ご飯は韓国人の主食だから
重要なのが当たり前」だと考えるかもしれない。しかし、欧米の人が「パンの力で生きて
いく」「パンこそが補薬」と話すことを見たことはあるか。韓国人は「ご飯」のことをとて
も大切に思っている。大人たちは「ご飯こそが補薬」といって丁寧に食事を準備し、国語
辞典にはご飯を食べたことでできた力を意味する「パブシム」という単語が登録されてい
る。このようにご飯を重要視する理由の一つは、韓国人の食生活と関係がある。ご飯は汁
物やおかずなどと一緒に食べる。おかずの数と種類は時によって異なるが、ご飯だけは欠
かさず登場する。その分、韓国人の食生活はご飯が中心になっているのが分かる。
ご飯に関する記憶も強く残っている。韓国では「ご飯は食べましたか」が挨拶になるくら
い、貧しかった歴史があった。韓国戦争勃発から100年も経っていない。戦争を経験した
昔の世代はまともな食事すらできなかった。そうした経験から戦争が終わった後も、ちゃ
んとご飯は食べたか確認することが挨拶となり、1日3食を食べているということは特に問
題なく元気に生きているという意味になった。

毎日食べても飽きない、ご飯の秘密
ご飯をちゃんと食べることを重要視しているため、ご飯の種類も様々。それがご飯を毎日
食べても飽きない理由だ。
何といっても基本は「米のご飯」だ。米だけで炊いたご飯は食感が柔らかく、どんな料理
にも合う。ご飯の味は、「米の品種」「ご飯を炊く釜の種類」「水の量」によって異なる。
米にキビ、黒米、アワなどの多様な穀物を入れると「雑穀ご飯」になる。たまには豆を入
れ、旬の食材のジャガイモやトウモロコシを入れて特別なご飯にすることもある。
ご飯にあらゆる野菜と目玉焼き、薬味となるお肉をのせ、コチュジャンとゴマ油を入れて
混ぜると「ビビンバ」になる。ビビンバにはどんな食材を入れてもおいしい。
スープにご飯を入れた料理を「クッパ」という。特におかずがなくても美味しく食べられる

一品料理で、スープの種類によって名前が決まる。スンデスープにご飯を入れると「スンデ
クッパ」、豆もやしスープにご飯を入れると「豆もやしクッパ」になる。「トルソッパプ」は、
石釜に米を入れ、キノコ、栗、銀杏などをのせて炊いたご飯のこと。炊き立てのご飯を他
のお皿に移し、石釜に水を入れおこげ湯にして食べるのが定番。ご飯を炊く際に豆もやし
やカキなどを入れて炊いた後、唐辛子粉やニンニクなどを入れたヤンニョム醤油をかけ混
ぜて食べてもおいしい。
遠足弁当の定番メニューはやはり「キンパプ」だろう。海苔の上にご飯をのせ、ニンジン、
ホウレンソウ、卵、ハムなどを入れ、巻いて完成させるキンパプは見た目も味もよく、子ど
もたちも喜ぶ。
フライパンに油を少し引いて、ご飯とあらゆる材料を入れて炒めた「チャーハン」も入れる
材料によって種類は様々。最も人気があるチャーハンは、飽きない味の「キムチチャーハ
ン」だ。

お米の選び方について
米は、ご飯の味を左右する最も重要な決め手の一つ。まず、新米を購入した方がいい。古米
は水分が少なくご飯を炊いてみるとバサバサするかもしれないし、また栄養素の一部が破
壊されている可能性もある。その次に確認が必要なのは搗精の日付。なるべく搗精してから
2週間が経っていない米を選ぼう。最後に、米の品種の特徴を知っておくと役立つ。秋晴れ
は米粒が小さくもっちりしているのが特徴だ。シンドンジンは米粒が大きく食べ応えがある。
コシヒカリは米粒が透明で、ご飯を炊いたらつやが出る。ゴールドクイーンは香ばしい香り
がする香味で、粳米ともち米の中間くらいの食感だ。三光はタンパク質の含量が低く、食感
が柔らかくてもっちりしている。韓国の農村振興庁から最高の品質が認められた品種の一
つである。五台は食感があっさりしていてご飯を炊いたら抜群のおいしさを誇る。

地域によって味が異なる、 
不思議な京畿道の米

安城「安城マチュム米」
ライ麦農法を利用して健康な肥土で栽培した
秋晴単一品種の米。米穀処理場の最新の機械
施設を使って、完全な形の米を選別すること
で高い品質を維持している。コシヒカリ品種
の米も栽培している。

驪州「大王様印」
驪州は黄土地帯として、栄養分が豊富で一日
の気温差が激しく、質の高い米が生産でき
る。韓国で開発した進上品種を使い、食感が
柔らかくもっちりした味が特徴。通常の米よ
り水の吸収量が少ない。

利川「王様印の利川米」
利川の米は、朝鮮時代の初中期に紫彩品種
として栽培された。その美味しさが認めら
れ、王様にも進上された米だ。秋晴米、ア
ルチャン米、ヘドゥルなどの韓国産品種の
米がある。

華城「秀香米」
ヒマラヤの古代米と在来稲を研究および開発
して作った「ゴールドクイーン3号品種」で
栽培した米。ご飯を炊く際、香ばしいポップ
コーンの香りがするのが特徴だ。
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TRADITION

韓屋ステイ「ヒ」は、約3,000坪の広い韓屋村である。深みのある伝統木材と芸術的要素
が反映された高級な韓屋に泊まることができる。南漢山城から流れてくる細流と数百年
間生きてきた松の木に囲まれた穏やかな景色が韓屋の趣を感じさせる。伝統韓屋でしか
味わえない奥深くて上品な雰囲気の中で、心を安らげることできると思う。

 京畿道広州市セオゲギル39  031-766-9677  チェックイン15:00、チェックアウト11:00  
 18万~24万ウォン  www.hanokmaeul.com/sub/stay.php

朝鮮王家の「念斳堂」を京畿道漣川郡に復元したここは、1807
年から大韓帝国の時代まで宗廟祭礼祭を管掌してきた皇室の家
屋をそのまま移し建てたものだ。朝鮮王家で時間を過ごすだけ
で、歴史の登場人物になったような気分になる。悠々自適に散歩
できるように作られた芝生の上を歩いていると、韓屋と調和する
松の木とチャントクテが目に入り、心が落ち着く。「訓育セラピ
ー室」で、専門家の考証に基づいて作った王室伝統の天然生薬
を通じて休憩を取るのもいいだろう。

 京畿道漣川郡漣川邑峴文路339-10  031-834-8383  チェックイン
15:00、チェックアウト11:00  24万2,000ウォン~49万5,000ウォン  

 www.chosun1807.com

プライベートな一日が過
ごせる、 
韓屋ステイ「ヒ」  

古い伝統が生きている、 
漣川朝鮮王家  

GOOD STAY

穏やかで静かな美しさを満喫する #韓屋ステイ
 都市の忙しさから逃れて静かな所でしばらくの間、安らぎたい人には、韓国文化の精髄である韓屋で一日を過
ごすことも良い経験になるだろう。過去の歴史が感じられる空間で心身が安らぐ時間を満喫してみよう。
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「固有」という名前は、韓国固有の美を表現したいという意味で
ある。伝統と現代が調和しているこの場所は、水原の小ぢんまり
とした路地に位置している。韓屋としては珍しい構造で、天井が
高くて壮大で優雅な魅力を持っているロフト付きの1.5階の部屋
が特徴。客室のタイプは「ロフト付きツールーム」と「ワンルー
ム」。１日に一組しか利用できない。建築設計士であるオーナー
が直接デザインした。開放的な構造のため、外から内部を見る
こともできる。また、韓服体験も可能だ。

 京畿道水原市八達区華西門路42番ギル34  010-4893-6056  
 チェックイン16:00、チェックアウト11:00  25万~32万ウォン  
 goyoo2020.modoo.at 酔翁芸術館は、韓国観光公社から品質の認証を受けた韓屋ステ

イである。韓国の伝統庭園、小さな池、韓屋の瓦が調和し、穏
やかで上品な雰囲気を醸し出している。本を読みながら瞑想が
できる「一軒家」から、松の香りでリラックスできる「黄土オンド
ルルーム」、実家のように心地よく過ごせる自然と調和する「客
室」、窓の向こうから清流亭と美術館が見える「分離型客室」ま
で、目的に合わせて個性のある客室が選べる。

 京畿道加平郡上面樹木園路300 祝霊山酔翁芸術館  031-585-8649  
 チェックイン15:00、チェックアウト11:00  
 8万8,000ウォン~28万6,000ウォン  site.onda.me/20419

韓国の美が映っている、 
水原「固有」  

自然とともに時間を過ごせる、 
加平酔翁芸術館  

癒洗斉は、朝鮮時代から100年以上守られてきた重要な地方文
化で、韓国の文化観光部に「韓屋体験業」として正式登録されて
いる古宅だ。「癒洗斉」という名前には「綺麗に治癒する」という
意味が込められている。お茶を飲みながら談笑や読書などが可
能な伝統韓室と茶道ルーム。懐かしい実家が思い浮かぶサラン
バン、最大5人まで宿泊できる韓室など、色々なコンセプトの客
室が用意されている。また夜になって黄色い照明が照らされる
と、韓屋の魅力は倍になる。旅行の最後の日や疲れた日にここ
に泊まると、きっと心身が癒されるはず。

 京畿道楊平郡楊東面チャンマンデギル89-11  010-2311-4366  
 チェックイン15:00、チェックアウト11:00  38万~45万ウォン  
 www.yooseonjae.com 

心の声に耳を傾けるようになる、 
癒洗斉  
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完璧な癒しの時間 #ラグジュアリーホテル＆リゾート
旅行に対する価値観は人によって様々。グルメにはこだわりたくなく、泊まる場所で全てを解決したい人や、 

素敵な景色と心地よい眠りまで逃したくないタイプなら、ホテルとリゾートがおすすめ。そして、 
希望する全ての経験を可能にしてくれる独特なホテルを紹介する。

韓国式釣り灯籠と灯蓋、韓服の結び紐など、韓国の伝統的な
素材をモダンに表現したホテル。屋外プールやジムから仕事が
できるビジネスセンター、サウナに至るまで、様々な施設が設
備されている。ホテルに泊まる顧客が重視するレストランは、
ビュッフェレストラン「クチナエム」、中華レストラン「チュンリ
ム」、カフェ「イルラーゴ」があり、ラグジュアリービュッフェの
「シェフスキッチン」では、合理的な価格でヘルシーな韓食と
和食、デザートを提供している。特に、ペットを愛する客のため
に、ペット関連プログラムやペットも一緒に泊まれる客室も充
実していて、ペットとともにリラックスできるのも長所の一つ。

 京畿道高陽市一山東区太極路20  031-927-7700  
 チェックイン15:00、チェックアウト12:00  19万2,600ウォン~24万

1,900ウォン(テーマバス)往復1万ウォン  www.mvlhotel.com/goyang

ブルームビスタには「生色を取り戻し、潜在力を発揮して、新し
いビジョンが見つけられる美しい場所」という意味がある。上流
社会を描くドラマでお金持ちの主人公が泊まる空間の撮影地と
して使われるなど、上品さが感じられるインテリアが印象的だ。
特にここのシグネチャールームは、子供が喜ぶキャラクタール
ーム。人気アニメ『トボット』『シークレット·ジュジュ』『コンス
ニ』を素材にしてデザインされたルームで、子供にとって特別な
思い出となるはず。新鮮な食材で旬の料理を提供するレストラ
ン、作家の作品が展示されているロビーはこのホテルの魅力の
一つ。

 京畿道楊平郡江下面江南路316  031-770-8888  チェックイン
14:00、チェックアウト11:00  23万1000ウォン~49万5,000ウォン  

 www.bloomvista.co.kr

京畿道北部圏域唯一の高級ホテル、
ソノカーム高陽  

子供のための特別なルームがある、 
楊平ブルームビスタ  

LUXURY
GOOD STAY
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ラマダアンコール平沢ホテルでは、赤い夕焼けを背景に西海大橋
と平沢港が調和する景色が眺められる。平沢で指折りのホテルで
あるラマダアンコールは、その快適な室内のため団体観光客から
愛されている。特に、スイートルームは他の客室とは違って、広くラ
グジュアリーなインテリアが目立つ。広 と々した窓の向こうから見
える最高の景色が鑑賞できるルーム。家にいるペットが心配で旅
行をためらう人なら、ここをぜひお勧めしたい。ペットホテルサー
ビスが用意されていて、専門家が丁寧にペットをケアしてくれる。
平日の宿泊だと朝食のビュッフェが無料であることも忘れずに。

 京畿道平沢市浦升邑平沢港路184番ギル3-10  031-229-3600  
 チェックイン15:00、チェックアウト11:00  宿泊33万~40万ウォン  
 www.ramadaencorepyeongtaek.com

平沢最高のホテル、 
ラマダアンコール平沢  

京畿道楊平郡江下面全寿里に位置する「ザ·ヒルハウス」は、エ
キゾチックな庭園が特徴のヨーロッパ風ラグジュアリーホテルで
ある。南漢江の景色と緑の芝生の上に立っている常緑の松を見
ていると、自然の中で心身が癒されていくのが感じられる。客室
はデラックスルームとオンドル式(床暖房)スイートルームがあり、
ホテル内のレストランでは多彩なメニューを提供している。ドラ
マ『相続者たち』と映画『ヨンパリ』で主人公の大邸宅として撮
影された場所でもあるため、より関心が高まる。

 京畿道楊平郡江下面江南路489  031-771-0001  チェックイン15:00、
チェックアウト11:00  電話で要確認  www.thehillhouse.co.kr 

利川市トドゥラム山の3万6,000㎡大地の上に建てられたホテル。
建築の設計は韓国最高の建築デザイナー、チェ·シヨン氏が担当
し、細かいところまで美しいデザインに仕立て上げられた。1万
1000㎡のエデンガーデンは、約200種類以上の花と植物で埋め
尽くされている。湖庭園と思索の庭園、ブルーベリーガーデンな
ど、色々なコンセプトの空間となっていて、散歩する楽しさがあ
る。宿泊料金も合理的なためコスパ最強のホテルといわれる。
また、遠くからも訪れるティーハウスは、手作りスコーンと一緒
に出るお茶の味が逸品だと評判になっている。

 京畿道利川市麻長面西利川路449-79  031-645-9100  
 チェックイン15:00、チェックアウト12:00  宿泊15万~60万ウォン  
 www.edenparadisehotel.com

庭園が美しい場所、 
エデンパラダイスホテル  

パノラマのように広がる南漢江の風景、 
ザ·ヒルハウス  
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旅行の経験を共有する #ゲストハウス
旅行の楽しみは何といっても、知らない人に出会ってその人のことを知ることだと思うタイプなら、 

ゲストハウスに泊まってみよう。これから紹介するゲストハウスは共用スペースで他の人と会話することができる。
それだけではなく、芸術的な雰囲気の中で思う存分に本を読むこともできる

紙之郷は、美しい書架と古書の香りが調和しているゲストハウスだ。木目のきれいな木
材を使ったインテリアと綿素材の寝具は、自然の中にいるような安心感を与える。特に、
テレビの代わりに至る所に用意されている本を読みながら真の思惟と黙想の時間が過
ごせるのが大きな特徴。また、アジア出版文化情報センターとつながっているため、大会
議室や多目的ホールなど、最先端研修支援施設と開かれた読書文化空間である「知恵の
森」を利用することができる。

 京畿道坡州市匯東ギル145アジア出版文化情報センター  031-955-0090  チェックイン15:00、 
チェックアウト11:00  ７万7,000ウォン~８万8,000ウォン  www.jijihyang.com

本と一緒に過ごせる特別
な休暇、 
坡州紙之郷  

EXPERIENCE
GOOD STAY
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京畿道坡州ヘイリ村に位置しているモチーフワンは、作家の父と
女優の娘が運営しているブックステイ。芸術を愛する父女は、こ
こに訪れる観光客がここで人生最高の作品となる素材やネタが
見つけられればと思い、モチーフワン(motif#1)と名付けた。書斎
にある１万４千冊の本を読んでみたり、窓が美しい部屋に座っ
て、内面の声に耳を傾けたりしてみよう。自分への特別な旅にな
るはずだ。

 京畿道坡州市炭縣面ヘイリ村ギル38-26  031-949-0901  
 チェックイン15:00、チェックアウト11:00  12万~26万ウォン  
 www.motifone.co.kr

人生を変える一夜、 
坡州モチーフワン  

教師夫婦が運営している平沢アルカブックスは、イタリア語で
「箱舟(避難先)」という意味を持っている。ここはプライベートな
一軒家のブックステイで、本好きの教師夫婦が「本と遊べる家」
をコンセプトに本と感情カードで家族が会話できるアナログ的
感性を生かした場所だ。ここでは、もっぱら空間だけに集中させ
るため、電子レンジと電気ケトル以外のモノは禁止されている。
庭にはプールがあり、使用には予約が必要。本は毎週変わり、午
後６時半からは書店棟を単独で利用することができる。

 京畿道平沢市玄徳面徳睦5ギル122-11  010-3140-8695  
 チェックイン15:00、チェックアウト11:00  別途要問い合わせ  
 www.instagram.com/arca_books/

読書好きの天国、 
平沢アルカブックス·ブックステイ  
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自然の中で休める #休養林
自然の中で一番自分らしい姿で、自分自身を振り返ってみる機会がほしいなら、 

しばらくの間は都心から離れて自然を堪能してみることもいいだろう。ゆっくり散歩しながら周りの風景を見て
いる間、いつの間にか悩みは消えてなくなるはず。

坡州童話ヒーリングキャンプ「メタセコイア」の散歩道でヒーリング。山に囲まれているた
め、空気がとてもキレイだ。山峡に位置しているため、キャンプの周辺はすべていい散歩
道である。メタセコイアの並木道を歩いていると、フィトンチッドで心身が癒される。「ト
ゥルレ道」は3つのコースがある。他にもオウムに餌をあげられる小さな動物園が子ども
たちに人気がある。宿泊は「プレミアムグランピング」、「森の中のグランピング」、「トレ
ーラーペンション」、「オンザヒル」、「VIPペンション」があり、それぞれ丘、森、渓谷に位
置している。夜になると美しい照明に照らされて、昼間とは違う魅力が感じられる。

 京畿道坡州市坡平面坡平山路363番ギル32-9  031-952-2002  チェックイン15:00、 
チェックアウト10:00  グランピング7万9,000ウォン~29万5,000ウォン  www.dwhealingcamp.com

自然と動物が調和する、 
坡州童話ヒーリングキャ
ンプ  

NATURE
GOOD STAY
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リーズナブルな価格かつ自然に優しい宿泊施設「パラ山自然休
養林」は、韓国政府が運営している施設であるため、料金が非常
に安く、韓国人の間で人気が高い。ソウルから公共交通で来られ
るほど近いことも人気の理由。宿泊を希望する人が多いため、毎
月ネットで申し込みを受け、抽選で当選した人しか泊まれない。
内部プログラムとして、木工体験、森の解説、森の治癒、幼児森
プログラムを運営しているが、人気プログラムは早期に定員が埋
まってしまう。野営場では、持ち込みのテントでキャンプができ
る。義王大幹とつながっている登山路は、パラ365希望階段と展
望台などにつながっているため、森林浴に適している。

 京畿道義王市プッコルアンギル96  031-8086-7482  
 毎日09:00-18:00  野営デッキ1万4,000ウォン、固定式テント2万8,000ウォン

／客室4人部屋の白雲山棟：オフシーズン＆平日4万9,000ウォン、オンシーズン＆
週末7万ウォン  www.barasan.uuc.or.kr

ここは風と渡り鳥が自由に南北を行き来する、臨津閣平和ヌリ
キャンプ場だ。首都圏からアクセスしやすく、34,000㎡(150面)で
規模も大きいため、平和な雰囲気でキャンプを楽しむことができ
る。施設はキャンピングカーとルーフトップを利用することがで
きる「ヒーリングキャンプゾーン」から、電灯とコンセント施設も
備えている「エコキャンプゾーン」、「平和キャンプゾーン」、「ヌ
リキャンプゾーン」、キャラバンが使える「キャラバンゾーン」ま
であるため、好みタイプのキャンプゾーンで楽しくて幸せなキャ
ンプができる。

 京畿道坡州市汶山邑臨津閣路148-40  1670-3856  
 チェックイン14:00、チェックアウト11:00  2万ウォン~18万ウォン  
 imjingakcamping.co.kr

森の中の自然を満喫できる、 
義王パラ山自然休養林  

野外で楽しむ特別な一夜、 
臨津閣平和ヌリキャンプ場  

東豆川自然休養林は、去年7月1日にオープンした。森の中でゆった
り休んだり、様々な体験をしたりすることができる滞留型の複合休
養体験空間である。客室はプライベートな時間が過ごせる一軒家
ペンションタイプの「森の中の家」と、少人数の家族から団体まで
利用可能なコンドミニアムの「山林休養館」、外で感性たっぷりの
キャンプが楽しめる「野営デッキ」がある。子ども連れのお客様に
は、休養林の中にある「ノルジャスップ」をお勧めしたい。大人も乗
りたくなるくらいアクティビティな体験施設が用意されている。

 京畿道東豆川市塔洞加山路1  031-860-3257  
 チェックイン15:00、チェックアウト11:00  16万ウォン~30万ウォン  
 www.foresttrip.go.kr/indvz/main.do?hmpgId=ID02030023

感性たっぷりのキャンピングができる、 
東豆川自然休養林  
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軍浦市衿井駅の桜道  
軍浦で春の訪れが一番よく感じられる場所は、地下鉄1号線と 
4号線が交差する「衿井駅」の周辺に作られた「軍浦桜道」だ。
軍浦8景の第5景であり、鉄路が交差する衿井駅の周辺に満開す
る白い桜の風景は壮観である。

 京畿道軍浦市山本洞

富川市陶唐山の桜祭り  
京畿道富川市遠美区陶唐山では、毎年春が訪れると桜の木が
花を咲かせる。40年近く、同じ場所を守っている1,000本あまり
の桜の木の華やかな開花は、富川市を代表する花の祭りとな
り、多くの人に愛されている。

 京畿道富川市陶唐洞

GYEONGGI FOUR SEASONS

京畿道の桜のトレイル
春が始まると京畿道のあちこちで桜が満開し、花のトンネルが作られる。 

ロマンチックな春のお祭りが始まるのだ。
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義王市庁舎の桜道  
義王市庁舎周辺の道は、春になると満開する桜を見るために、毎
年多くの市民が訪れる。義王市庁のバス停から降りると、左右に
植えられている大きな桜の木が花を咲かせ、まるで桜のトンネルの
ように桜が満開しているため、ロマンチックな雰囲気を醸し出す。

 京畿道義王市市庁路11 義王市庁

龍仁市稼室桜  
京畿道龍仁の湖岩美術館へ行く道である「稼室桜道」では、毎年

「龍仁市」「3軍司令部」「エバーランド」が力をあわせて、桜祭りを
開催している。数千本あまりの桜の木ときれいな湖との調和が
幻想的な場所である。

 京畿道龍仁市処仁区蒲谷邑稼室里190-14
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金浦アラマリーナ  
金浦アラマリーナ。土曜夜の花火大会。京仁アラベッキルに沿っ
て美しい夕日を見ることができるし、また大型のショッピングセ
ンターである現代プレミアムアウトレットで買い物もできるここ
は、首都圏最大規模のマリーナ施設だ。船着場に行けばヨット
に乗ることも可能で、またクルーズ体験もできる。特に、毎週の
土曜日にナイトクルーズに乗れば、船上公演と華やかな花火大
会をいい席で楽しめる。特別な日、好きな人と忘れられない思
い出を作るいいチャンスだ。

 京畿道金浦市高村邑銭湖里  031-999-7800  ヨットツアー3万ウォン 
 www.waterway.or.kr

GYEONGGI FOUR SEASONS

水遊びに込められた思い出
西海の美しい風景と都心の真ん中を横切る水流に沿って、京畿道での旅を楽しんでみよう。海水浴と干潟体験

がすべてではない。夏だけの特別な水遊びで楽しい思い出を作ってみたいと思っている人は要注目だ。

SUMMER
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金色水路ボートハウス  
都心の真ん中で船遊びができる場所がある。金色水路ボート
ハウスに行けば、韓国のベネチアラベニチェを見ることができ
る。一般的なボートではなく、夜空の月を水の上に移したかの
ようにデザインしたムーンボートは、水の上に浮いているだけ
でも美しい。ムーンボートは最大3人まで搭乗可能で、現場の
切符売り場でしか予約ができない。家族単位で訪問する予定
ならファミリーボートをおすすめ。水辺公園のきれいなフォトゾ
ーンと決まった時間に始まる噴水ショーが楽しめるので、待ち
時間も退屈ではない。

 京畿道金浦市場基洞2001-1  070-4242-0340  
 毎日 13:00-22:00 ブレークタイム16:45-17:45  
 ムーンボート2万ウォン、ファミリーボート2万5,000ウォン

前谷港ヨット体験(プレイヨット)  
全谷里ヨット体験場は、西海を代表するヨット体験場で、270台
あまりのヨットが停泊している。毎年6月になるとヨット祭りが開
かれ、恋人と家族単位でヨット体験場に訪れる。特に、プレイヨ
ットは数多くの番組と芸能人が利用している、ツートーンカラー
の高級感が溢れるフランス製高級ヨットだ。ただし、ネットでし
か予約ができない。また、電話で潮時とセーリングの有無を確
認する必要がある。プレイヨットは最大12人まで乗ることがで
き、ヨットの上で運転や釣りなどをしながらプライベートな時間
を過ごすこともできる。

 京畿道華城市西新面前谷港路50番ギル15-5  010-3763-4424  
 毎日 09:00-21:00(日の入り30分前まで営業)  1時間~1日コース、 

1時間25万ウォン(1日最大5回運営)  www.playacht.modoo.at

金色水路ボートハウス 
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楊州松楸渓谷の紅葉  
京畿道北部楊州に位置している松楸渓谷。首都圏からアクセス
しやすく、季節を問わず人気の場所だ。特に、秋には色とりどり
の紅葉を見るために遠いところからも訪れる。きれいに流れる
渓谷の上のこんもりとした森が赤色に染まると、圧巻の風景が
広がる。素敵な紅葉トンネルの下を歩きながら、秋の訪れを堪
能したい人には最適の場所。国立公園とつながっており、公園
内には野生の花、子どものための遊び場、自然景観の五峯をミ
ニアチュアにしたフォトゾーンもある。

 京畿道楊州市長興面鬱垈里松楸渓谷  ok.yangjusarang.com

漣川十二渓谷  
「十二渓谷」は橋がなかった頃、漣川法水洞から徳屯里へ行くた

めには「十二の渓谷」を渡る必要があったことから由来した名
前。山·木·渓谷が調和し、絵に描いたような風景を生み出してい
る。京畿道知事が指定する地方2級河川に選ばれているため、き
れいに管理されているのが分かる。じっと座って風の音と水が
流れる音に耳を傾け、色とりどりの紅葉を眺めていると、自然の
風景に慰められる特別な経験ができる。

 京畿道漣川郡青山面哨城里十二渓谷  031-839-2065

GYEONGGI FOUR SEASONS

雪の花が満開するスキー場
どこを見ても真っ白な雪の王国に行きたいなら、スキー場がうってつけ。 

目の前に広がる白い雪原の上でスキー、あるいはスノボに乗って楽しく滑降。それだけでなく、 
リゾート内の様々な施設を利用でき、暖かい冬の旅が満喫できる。

AUTUMN
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金銀砂江辺公園  
韓国で最大規模の生態公園。散歩路を歩いていると、秋の訪れ
を知らせる赤い紅葉が公園のあちこちを夕焼けの色に染めてい
る。外郭に沿って自転車道路と黄土道が作られている。また、こ
の公園は驪州で秋花の名所としても有名だ。プラタナス広場の
向こうで「サルスベリ」「風蝶草」「紫のコスモス」「夕焼けの色
の黄花コスモス」を10月末まで鑑賞することができる。それ以外
にも、「甕棺墓」「安鶴宮」「將軍塚」など、多数の名所旧跡もあ
るので、見どころが豊富だ。

 京畿道驪州市江辺遊園地ギル164
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南韓川辺神勒寺の秋
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広州昆池岩リゾート  
冬といえば何といっても「スノボ」と「スキー」。初心者だとスキ

ーレッスンも受けられる。収容定員が5,000人になっているくらい
規模が大きく、リフトの待機時間が短いため、より快適にスキー
を楽しめる。また、ミタイムパスやスロープ定員制などのサービ
スがあるため、利便性が高いという長所がある。昆池岩スキー
場の近くに「和談の森」「露天風呂」「ゴルフ場」「コンドミニア
ム」などもある。ソウルの江南から車で40分。板橋と驪州間を行
き来する電車もあるため、公共交通での移動も便利な、アクセス
の面でもメリットのある場所だ。

 京畿道広州市都尺面都尺ウィッ路278  02-1661-8787  
 07:30-23:00(付帯施設別の運営時間は要確認)  スキーシーズンだけ

運営、オフシーズン·オンシーズン·客室ごとに料金変動あり/ 
リフト券2時間利用券平日大人5万5,000ウォン、子供4万ウォン/週末大人 
6万5,000ウォン、子供4万8,000ウォン  www.konjiamresort.co.kr 

利川芝山フォレスト  
1996年にオープンした「利川芝山フォレストリゾート」は、盆唐
と竜仁から40分で行けるため、0泊のスキー旅行ができる場所と
して有名だ。特に、無料シャトルバスを運営しているため、さらに
アクセスしやすいという長所がある。7°から36°までの傾斜があ
るスロープは、初級·中級·上級のコースに区分されていて、スノ
ーボーダーも自由にスロープの利用ができる。それ以外にも、子
供専用のスキー学校、青少年向けキャンプ施設などがあり、スキ
ー学校専用のスロープも別途運営している。

 京畿道利川市麻長面芝山路267  031-644-1200  12月-3月平日·週
末 9:00-16:30、夜間 18:00-22:30  リフト、スキー＆スノボのレンタル：2万
1,000ウォン~8万ウォン。衣類のレンタル：1万5,000ウォン~2万5,000ウォン。
装備の保管：6万ウォン~28万ウォン  www.jisanresort.co.kr 

GYEONGGI FOUR SEASONS

雪花纷飞的滑雪场
想要感受冬季白雪皑皑的冰雪世界，滑雪场可是最佳去处。在广阔的雪地上选择滑雪或单板滑雪， 

体验从高处飞滑而下的快感。除了滑雪，还可以玩遍度假村里的各种设施，开启一段充满乐趣的冬季之旅。

WINTER
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抱川ベアーズタウン  
首都圏では最大規模のスキー場「抱川ベアーズタウン」は家族や
スキーの初心者に魅力的なところだ。12のスロープがあるが、初
心者コースの「リトルベアー」をはじめ、中級者コースの「ビッグ
ベアー」など、5つの国際公認スロープが楽しめる。特に、毎日異
なるスロープをオープンすることでスキーヤーに毎日異なる楽し
みを提供している。また、ここならではの難易度の高いスロープ
がスキーヤーに人気だ。また、スキーだけではなく、「ゴルフ場」
「ボード」「雪ソリ」「スケート場」「自然の森の中の遊び場」「体
験型動物農場」「野外プール」「レジャーカート·バギーカー」な
ど、様々なアクティビティがあるのも大きな特徴だ。

 京畿道抱川市內村面金剛路2536番ギル27  031-540-5151  
 チェックイン15:00、チェックアウト11:00  週間券、大人7万7,000ウォン、

子供5万7,000ウォン(午前·午後·夜間·深夜·1回券の価格差あり)  
 www.bearstown.com

ワンマウント·スノーパーク  
「ワンマウント」は、ソリとスケートが楽しめるアイススケート場
を中心に、７つのテーマがある高速ソリ滑走空間、カーリングゾ
ーンなど、冬に雪関連の体験ができる施設だ。また、フィンラン
ドサンタ村をモチーフにした「フォトストリート」、多様な公演が
開かれる「室内公園場」、バランスの取れた食事と休憩が保障さ
れる犬たちが1日3回、1回50人余りの人数に限ってソリを引いて
くれる体験など、様々な特別体験ができる。スノーパーク全体の
景色が眺められるメリーゴーランドまで利用すれば、忘れられ
ない完璧な一日になるだろう。

 京畿道高陽市一山西区韓流ワールド路300  1566-2232  
 2021年3月1日から臨時休業(冬のシーズンオフ)  通常価格、平日·週末

1万8,000ウォン、スケートレンタル5,000ウォン  www.onemount.co.kr
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INFORMATION

CITY TOUR BUS
京畿道で運行されているさまざまなツアーバスを利用してみよう

城南トシラクバス
城南グルメスポット、見どころ、各種体験場
などをまわることができる、城南文化観光
バス。各名所の解説を丁寧に行ってくれる
ので、城南を深く知ることもできる。運行は
毎週土曜日のみ。コースは週替わりで、1週
目から5週目まで、すべて異なる。また、料金
もコースによって異なる。子どもと大人の料
金は同じ。

運行コース 
第1土曜日 南漢山城守護将台―昼食(自由)―板橋博物館―孟山蛍の自然学校
第2土曜日 南漢山城守護将台―昼食(自由)―新丘大植物園―板橋博物館
第3土曜日 蔵書閣―粟洞生態学習園―昼食(自由)―シン·ヘチョル通り―オルフェオ音楽博物館
第4,5土曜日 南漢山城守護将台―陶磁体験&サンドイッチ弁当―板橋博物館
出発地 08:00 ソウル市庁駅3番出口、08:30 教大駅9番出口、09:00 城南市役所 
運行時間 路線によって異なる 
料金 1週目:11000ウォン、2週目:11000ウォン、3週目:13000ウォン、4週目:17000ウォン  
料金に含むもの 入場料、体験費用、専用バス代、ガイド共通、昼食サンドイッチ(4、5週目)  
料金に含まないもの 旅行者保険、個人費用、昼食(1、2、3週)  
お問い合わせ 070-7813-5000, www.seongnamtour.com 

水原シティツアーバス
朝鮮王朝21代国王の英祖と、22代国王の正
祖の軌跡をたどるツアー。伝統と現代が共
存する朝鮮王朝時代の新都市水原華城、水
原華城歴史博物館、華城行宮、華虹門、長
安門などを見学し、歴史が学べる。また、伝
統衣装の着用や、餅つき、弓の体験など、伝
統文化に触れることもできる。

運行コース 
第1コース 水原駅―海牛斎―華西門―長安門―華城行宮―華虹門―錬武台― 
水原華城博物館―水原駅
第2コース 水原駅―海牛斎―華城行宮―練武台―昼食(池洞市場内で各自)―華虹門― 
水原華城博物館―広橋湖公園―水原駅
第3コース 水原駅―華西門―長安門―華虹門―華城行宮―錬武台―池洞市場―八達門―
隆健陵―龍珠寺 -水原駅
出発地 水原駅4番出口前 水原市観光情報センター  
運行時間 (水原-華城半日コース)3~10月 火~日(土曜休み) 09:30、13:50出発(水原-光教一日コース)3~10月土曜、
09:50出発(水原-隆健陵一日コース)日曜 09:30出発 
料金 11000~14900ウォン お問い合わせ 031-256-8300, www.suwoncitytour.co.kr 

華城シティツアーバス
韓国初の、添乗員と一緒にまわるシティツ
アーバス。事前予約が必要。伝統市場、ロ
ーカルフード直売場、農漁村などを訪れる。
自然保護のため、ツアー中は使い捨て容器
の使用が制限される。1時間ほど歩くので、
必ずタンブラーを持参すること。なお、料金
の1%は寄付金に充てられるため、参加する
だけで社会貢献できる。

運行コース 
恐竜の息吹(生態観光)、文化の息吹(歴史、文化)、海の息吹(渡り鳥の観察/干潟/塩田)、 
自然の息吹(森の体験/自生植物)、波の息吹(島/生態探訪)、テーマツアー(農漁村体験/乗
馬/牧場/ヨット/祭り/ボランティアツアー)、ハルヤツアー(1泊2日宿泊、キャンプツアー)、 
チャッカン旅行ハルヤ 
出発地 東灘駅2番出口、華城市メディアセンター、華城市東部出張所、峰潭邑事務所の向い側、 
郷南邑事務所、モドゥヌリムセンター前のバス停留所 運行時間 土日 09:00-17:00  
料金 14000ウォン お問い合わせ  031-366-4983, www.hscitytour.co.kr 

始興シティツアーバス
西海の干潟や、昔ながらの塩田などがある
干潟生態公園をまわるツアー。ここの塩田
は、日本統治時代の1934年から1936年ま
で、蘇来塩田として運営されていた。事前
予約必須。料金は1万ウォンだが、地域通貨
「シル」8000ウォンを貰えるので、実質ツア
ー代金は2000ウォン。

運行コース 
蓮華テーマパーク―三美市場または物旺貯水池―干潟生態公園―烏耳島
出発地 10:30、14:00烏耳島駅 運行時間 4-10月、土日 料金 10000ウォン  
料金に含むもの 往復乗車券、体験料、入場料、文化観光解説サービス、引率費用など 
料金に含まないもの 昼食、旅行者保険 
お問い合わせ 031-310-2902, www.siheung.go.kr
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富川funfunシティツアーバス
マンガ、映画、音楽関連スポットが多い富川
市。文化観光解説士とともに、富川の豊かな文
化スポットをめぐるのがfunfunツアー。定期便
は「ファン」、「タ」、「ジ」、「ア」の４コース。
近隣都市と連携し、広域シティツアー(光明洞
窟、始興干潟祭り)も運営中。事前予約必須。

運行コース 
ファン (環境旅行)、タ (科学の旅)、ジ (歴史旅行)、ア(漫画旅行)、ゲリラシティツアー 
(2階バスツアー/夜間ツアー/光明·始興連携広域ツアー)
出発地 10:00 富川市庁議会横シティツアー乗り場 運行時間 4-11月毎週土曜日、10:00-16:20  
料金 1万ウォン お問い合わせ 032-656-4306, www.bucheonculture.or.kr   

安山シティツアーバス
朝鮮王朝時代の有名画家、金弘道の作品が鑑
賞できる檀園美術館や、韓国最大規模を誇る
人工湿地公園、安山葦原湿地、大松湿地など
をまわるツアーが４コース設けられている。中
でも、年間20万羽の渡り鳥が訪れる大松湿地
は必見。大自然が満喫できる場所で、写真撮
影や癒しスポットして人気を集めている。

運行コース 
第1コース 中央駅―崔容信記念館―星湖記念館(植物園)―昼食―檀園美術館― 
安山葦湿地公園―中央駅
第2コース 中央駅―始華湖潮力発電所(タル展望台)― 大阜ヘソルギル1コース―昼食― 
炭島海道―中央駅 
第3コース 市内圏、大阜島地域を自由にコース構成(団体20人以上)
2階バステーマコース 光化門、新道林駅―始華湖潮力発電所(タル展望台)― 
大阜ヘソルギル1コース―昼食―炭島海道―光化門、新道林駅 
出発地 (安山) 10:00中央駅、(ソウル2階バス) 09:30光化門駅、10:00新道林駅 
運行時間 (安山)火~土 10:00-17:00 (ソウル2階バス)月~日 09:30-19:00 
料金 6000~18900ウォン お問い合わせ 1899-7687, www.ansancitytour.com

加平シティツアーバス
毎年ジャズフェスティバルが開かれるチャラ
島や、ドラマ「冬のソナタ」のロケ地として人
気を集めた南怡島、レールバイク体験場など
の有名観光スポットを循環している。9台の循
環バスは、おしゃれなラッピングデザインが
施されており、観光客に人気を集めている。当
日チケットを購入すれば、循環コースの停留
所での乗り降りが自由にできる。

運行コース 
A: 加平ターミナル―加平レールバイク―チャラ島―加平駅―南怡島―錦垈里会館―インタ
ラクティブ·アートミュージアム―福蔵里三叉路―プチフランス―虎鳴里―清平ターミナル
B: 加平ターミナル―加平駅―南怡島―インタラクティブ·アートミュージアム―雪岳ターミ
ナル―スイス村―希谷里―清平ターミナル―清平駅―アチムゴヨ樹木園
出発地 加平ターミナル 09:00-18:00 / 木洞ターミナル 09:50、11:30、15:50、17:30 
運行時間 火~日 (月曜休み) 料金 8000ウォン(大人)、6000ウォン(青少年)、入場料別途 
お問い合わせ 031-580-2114, www.gptour.co.kr 

利川シティツアーバス
利川には季節を問わず様々な体験観光ができ
るシティツアーが用意されている。春には綺
麗な山茱萸の花を、夏には草木が生い茂る山
での登山を、秋には黄金色の野原を、冬には
雪の上でそり遊びなどを楽しむことができる。
ほかにも、豚博物館やワウ牧場などで動物に
触れることもできる。

コース1 利川駅―利川セラピア―利川農業テーマ公園で体験·昼食―徳坪恐竜樹木園―利川駅
コース2 利川駅―豚博物館―体験村で体験·昼食(プレミ村、ソギョンドゥル村、 
ウムシル村のうち一つ選択)―民主化運動記念公園―利川駅
コース3 利川駅―イエスパーク―陶磁器作り体験―利川米韓定食―徐熙テーマパーク― 
テルメデン温泉―利川駅
出発地 利川駅 運行時間 常時運営 料金 1万9,900ウォン~3万1,500ウォン(コースによって違いあり) 
電話番号 031-636-2723~4 お問い合わせ www.2000green.com
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高陽シティツアーバス 
伝統と文化が共存する都市、高陽市のシティ
ツアーでは、歴史探訪ができるコースが設定
されている。代表スポットは、1919年に3·1運
動が行われた際、唯一、船の上で万歳デモを
行った漢江河口が見渡せる幸州歴史公園。た
だし、コースは曜日によって異なる。料金は
5000ウォン前後でリーズナブル。

運行コース 
火曜文化散歩(1部) 中南米文化院―高陽郷校―碧蹄館
火曜文化散歩(2部) パムガシ草家―パムリダンギル―クッキー作り(体験費別途)
水曜ラグジュアリーモーターショー(1部) 現代モータースタジオ(入場料別途)―KINTEX
水曜ラグジュアリーモーターショー(2部) FOMA Car Design Museum(入場料別途)―航空宇宙博物館
木曜ドキュメンタリースペシャル(1部) 西三陵歴史ドキュメンタリー―園堂花卉団地(体験費別途)
木曜ドキュメンタリースペシャル(2部) 長項湿地生態探訪
金曜特選映画(第1部) 高陽アクアスタジオ―レッツランファーム園堂
金曜特選映画(2部) 九日山駅―EBS―歌う噴水台 
土曜夜ステイ劇場夜間ツアー 幸州山城―幸州歴史公園―歌う噴水台
日曜気象特報モーニングツアー 北漢山トラッキング-興国寺
出発地 10:00、14:00 鼎鉢山駅2番出口 運行時間 火~日(月曜休み) 料金 3000~6000ウォン 含まれないもの：
昼食、入場料、体験費用 お問い合わせ 010-5106-3158, www.goyang.go.kr/citytour

DMZトレイン漣川ツアーバス  
朝鮮戦争による南北分断の痛みと、武装解
除という平和の意味の両方が混在する場所、
DMZ(非武装地帯)。列車を利用すると、ソウル
から1時間30分で行くことができる。このツア
ーは、DMZトレインとツアーバスを組み合わ
せたもの。車窓の風景を楽しみながら旅する
ことができる。休戦後、立ち入りが制限されて
いた地域なので、手つかずの自然があり、文化
生態体験が楽しめる。

運行コース 
11-3月 才人の滝―漢灘江水文化館―台風展望台―全谷先史博物館―漣川駅
出発地 ソウル駅 09:27 清涼里駅 09:50 議政府駅 10:28 運行日 水~日(月火休み)  
運行時間 コースによって異なる 料金 35000ウォン 含むもの 往復乗車券、漣川DMZ dreamingツアー 
(連携乗車券、各種入場料、進行費) 含まないもの 昼食、旅行者保険、その他個人経費  
お問い合わせ 1544-7755, www.dmztourkorea.com

坡州シティツアーバス 
ツアープログラムは多彩で、曜日ごとの１日ツ
アーが7コース、週末1泊2日宿泊ツアーが「五」
「感」「満」「足」の4コース、1泊2日星の光ツ
アーが2コースの計13コース。出版社の建物が
集まった坡州出版都市をはじめ、碧草池樹木
園、ウノンダチョウ村、臨津閣、栗谷李珥遺跡
など、文化、生態、歴史をテーマにした、さま
ざまな観光スポットを巡ることができる。

運行コース 
月曜日コース 普光寺-自由昼食-馬場湖水吊り橋-碧草池樹木園
火曜日コース 黄喜先生遺跡地&伴鴎亭―統一大橋―都羅山駅(昼食は各自)―都羅展望
台―第3トンネルDMZ映像館 
水曜日コース ハニーランド―金村統一市場(昼食は各自)―国立6.25戦争拉致記念館&臨
津閣観光地―臨津閣平和ヌリ公園
木曜日コース 臨津江黄布帆船―積城伝統市場―山砦農園―甘岳山吊り橋 
金曜日コース 坡州李珥遺跡地&紫雲書院 -文山自由市場(昼食は各自)―国立6.25戦争拉
致記念館&臨津閣観光地―ファーストガーデン
土曜日コース 坡州市長陵―京畿未来教育坡州キャンパス―プロバンス坡州マッコル(昼食
は各自)―坡州出版都市
日曜日コース 馬場湖吊り橋―統一東山観光特区―烏頭山統一展望台
出発地 09:00 舍堂駅1番出口公営駐車場、09:30 ソウル駅2番出口(文化駅ソウル284前)、 
10:10 大化駅4番出口、10:30 雲井駅1番出口バス停  
運行時間 コースによって異なる 料金 6000ウォン~7万7000ウォン 
お問い合わせ 02-530-6123, www.pjcitytour.co.kr
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仁川国際空港リムジン
チケット売り場 
(構内 チケット売り場) T1 1階 Gate4/21番 チケット売り場、
Gate9/48番 チケット売り場、T2 地下1階
(構外 チケット売り場) T1 1階　Gate4、6、7、8、11、13番前 
売り場の営業時間 06:00~22:00(Gate8は06:00~22:40) 
料金 5000ウォン~1万5000ウォン 
お問い合わせ 032-743-7600、www.airportlimousine.co.kr
運行ルート
7000番  仁川国際空港-安山
3200番  仁川国際空港-高陽/元堂
3300番  仁川国際空港-一山
5300番  仁川国際空港-城南
7001番  仁川国際空港-富川
8837番  仁川国際空港-東灘駅/餅店
8852番  仁川国際空港-水枝/龍仁
8877番  仁川国際空港-水原広橋/民俗村
A4000番  仁川国際空港-東水原
A4200番  仁川国際空港-安養/軍浦
A8834番  仁川国際空港-平沢/安城
9000番  仁川国際空港-金浦

金浦空港リムジン
チケット売り場   
(国内線構内)1階Gate5内部
(国際線構内)1階Gate1/6番乗り場にて現場スタッフから購入 
売り場の営業時間 06:00-22:00 
料金 5,000~15,000ウォン 
お問い合わせ  02-2664-9898、www.airportlimousine.co.kr

京畿空港リムジンバス
運行コース  
4300番  水原―金浦空港
4000番  東水原―仁川国際空港
4100番  霊通―仁川国際空港
4200番  軍浦(山本)―仁川国際空港  
料金 6,000~12,000ウォン 
お問い合わせ 031-382-9600、www.ggairportbus.co.kr

*バスについてのお問い合わせ
ソウル地域のバス: 茶山コールセンター(02-120)
京畿地域のバス: 京畿コールセンター(031-120)

AIRPORT LIMOUSINE AIRPORT ACCESS

TAXI
仁川国際空港インターナショナルタクシー 
(外国人専用)
ブース位置 
(T1入国ロビー)  00:00~24:00、Gate4と5の間/23番カウンター、 
070-5102-1191/1195
(T2入国ロビー)  GateA 右カウンターデスク、032-743-6805 
お問い合わせ 1644-2255、www.intltaxi.co.kr

仁川国際空港スマートタクシー(外国人専用)
ブース位置 
(T1)  07:00-23:00、1階Exit8-9の間/46番カウンター
(T2)  14:00-20:00、1階Exit4前 
お問い合わせ 1661-9917、www.koreataxi.kr/koreataxi

金浦空港インターナショナルタクシー(外国人専用)
ブース位置 
(1階到着ロビー)10:00-23:00、GATE1と2の間、070-5102-1190 
お問い合わせ 1644-2255、www.intltaxi.co.kr

空港連携サービス 
光明駅空港連携サービス
空港連携サービスはKTX光明駅-永登浦駅間のご利用客便宜のため
のサービスです。 KTXから空港バスに乗り継ぐ場合、空港バス料金が
20%オフ(3,000ウォン)になり、都心空港ターミナルでチェックイン時
に荷物を預けられるので楽に空港バスをご利用いただけます。

運行時間 (始発) 05:30 永登浦駅、06:23 KTX光明駅 (終電) 22:00 永登
浦駅、22:52 (月-金) 22:55 (土〮日〮休日)KTX光明駅 
運行コース (地下鉄)KTX光明駅 ― 衿川区庁駅 ― 禿山駅 ― 加山デジ
タル団地地域 ― 九老駅 ― 新道林駅 ― 永登浦駅 
お問い合わせ 1544-7788， 
www.letskorail.com/ebizcom/cs/guide/station/station03.do

AIRPORT 
ACCESS

INFORMATION
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Experience traditional culture and 
the various colors of the four seasons in 
Korea through the Korean Folk Village

KOREAN 
FOLK VILLAGE
four seasons



min

Seoul Stn. ↔ Incheon Airport

Airport Railroad
Express train

With a non-stop express train and an early check-in
service at the seoul station city airport terminal,
the road to Incheon International Airport is relaxed and comfortable.
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	경기가이드북JP_02_인플루언서
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