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韓半島の

過去と未来が息づく、

京畿ユニークべニューに

ご招待します。

京畿観光公社では、ユニークな魅力を持つスポット、

ユニークべニュー17ヵ所を選定しました。 

ユニークべニューとは、「MICEイベントの開催地における固有のコンセプ

ト」や「そこでしか感じることのできないユニークな魅力を持つスポット」と

いう意味で用いられていて、コンベンションセンターやホテルなどのMICE専門

施設と共にMICEイベントが開催される場所を意味します。

京畿道は、ユネスコ世界遺産である水原華城、南漢山城、朝鮮王陵

などがあり、首都ソウルと仁川・金浦国際空港に近く、観光のポテンシャル

を無限に秘めているエリアです。特に、南北分断の最前線であるDMZ一帯の臨

津閣平和ヌリ公園、平和ヌリ道などは、「平和」と「生態」を象徴する新たな

観光スポットへと変貌を遂げています。 

特別な場所が特別な時間をお届けします。千年の歴史が宿る

京畿道のヒストリー、地域的な特性がよく表れている17ヵ所の

ユニークべニューで、MICEイベントの可能性を無限に広げてみませんか。 
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クラシックな情緒あふれる

楊平 | 楊平ヒルハウス
YANGPYEONG THE HILL HOUSE 

楊平ヒルハウスは、30年前のオープン当時の面影をそのままとどめている。北漢江の

川沿いに広がる手入れの行き届いた庭園をバックに素敵な白い建物が映える風景は、

のどかな雰囲気にあふれている。ヒルハウスでは、ウェディングや企業の役員会など

VIP中心のMICEイベントに焦点を合わせた多彩な商品を用意している。

 京畿道 楊平郡 江下面 江南路 489
 +82-31-771-0001

 www.thehillhouse.co.kr

East
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ヒルハウスは、ゆったりとした高級感のあ

る雰囲気を求める家族連れのお客さんがたく

さん訪れるファミリーホテルに生まれ変わっ

た。

ヒルハウスは、1990年代の雰囲気をそのま

ま守っているが、建物や調度品の状態は良好

なほうである。済州と利川でブラックストー

ン・ゴルフ&リゾートを運営している親会社に

所属していて、体系的な施設やサービスの管

理が可能な構造となっている。

ヒルハウスの空間は、大きく分けて2棟のホ

テルにセミナールーム、宴会場がそれぞれあ

り、主にウェディングが執り行われる宴会場

と韓国料理レストランがそれぞれ別の建物に

入っている。窓の外に北漢江の四季折々の風

景が美しく広がる客室は、スイートルームを

含めて計44室が用意されている。

各建物の間の空間は手入れの行き届いた庭

園となっている。シーズンごとに様々な花が

咲くように植栽がされており、所々に彫刻が

置かれている。造園の要となる木々は樹齢の

長いものが多く、庭園に品格を添えている。

北漢江に面した空間には、散策路とフォトゾ

ーン、ウッドデッキの野外飲食提供スペース

がある。

140平方メートルの広さのセミナールーム

は、30人~60人が利用でき、企業のワークショ

ップなどの用途に適している。

さらに広い空間に、200人まで収容できる

368平方メートルの広さの宴会場がある。こ

の空間は、一方の面がガラス張りになってい

て、開放感にあふれている。イベント向けの

空間は、プロジェクター、音響設備、照明な

どの基本的な視聴覚設備を完備している。

Tip

楊平を代表する観光スポットには、トゥムルモリ、
龍門山、有明山などがある。ハスの花が咲き乱れる
真夏には、龍湿地と洗美苑の周辺にたくさんの観光
客が訪れる。ヒルハウスの近くにはワ・ギャラリ
ー、ドクター・パクギャラリー、ギャラリー・アジ
オなどが点在しており、美術館巡りもできる。

ウェディングイベントが主に開かれる空間

であるスワンは、ホテルとは別の独立した建

物にある。2階にはイベントと宴会を開くこと

のできる空間が用意されている。この空間は3

面がガラス張りになっており、2面から北漢江

の美しいリバービューが楽しめる。

2階建ての韓国料理レストラン「ナルケ」

は、最大200人まで収容できる大型のレストラ

ンだ。韓牛ロース、プルゴギなどの単品とセ

ットメニューが用意されており、特に訪れた

人々の間では平壌式冷麺がおいしいことで有

名である。

メインの建物にあるレストラン「ゼルコヴ

ァ」は、中華と洋食、お茶とスイーツを扱っ

ている。川を見下ろす風景がとても美しく、

インテリアは1990年代のオープン当時の面影を

そのまま残しており、アンティークな雰囲気

であふれている。

野外ガーデンではイベントや食事も可能。

BBQやサラダバーなどのメニューを用意して

いる。

ヒルハウスでMICEイベントを準備するな

ら、野外スペースを積極的に活用するのがお

勧めだ。ホテルの目の前にある北漢江の水上

レジャー施設と連携したアクティビティ・プ

ログラムを企画するのもいいだろう。

宴会場 200人 屋内

セミナールーム 30人~60人 屋内

韓国料理レストラン
「ナルケ」

200人 屋内

Conference Room



010 011

マイダスホテル&リゾートは、加平エリアで「リゾート」・「ホテル」の看

板を掲げる数多くの施設の中でも「鶏群の一鶴」と言えるスポットだ。VIP

中心の中小規模のワークショップなどに最適化されており、野外スペース

を活用すれば数百人規模の大型公演も可能だ。

 京畿道 加平郡 清平面 北漢江路 2245
 +82-31-589-5600 / 5690(B2B 担当)    www.midashotel.co.kr

自然を懐に抱くラグジュアリー・ホテル

加平 | マイダスホテル
& リゾート

GAPYEONG MIDAS HOTEL&RESORT

East
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北漢江に面するマイダスホテル&リゾート

は、自然がくれる穏やかな雰囲気と余裕が楽

しめるスポットだ。ホテルの建物が敷地全体

に占める割合は10%未満で、それ以外は緑地ス

ペースとなっている。造園のレベルの高いこ

のホテルの緑地スペースは、近くの清平自然

休養林へと自然につながっている。

このホテルは、72のすべての客室がリバー

ビューとなっている。団体で宿泊する場合

は、デラックスツイン(2人)、ダブル(1人)、デ

ュプレックス(3~4人)までタイプ別に客室を選

ぶことができる。デュプレックス客室は、メ

ゾネットタイプの空間を様々な用途で利用で

きる。

MICEイベント向けの空間として、100人ほど

が利用できる大宴会場とVIP向けイベントを開

催できる小会議室の2つが用意されている。開

放感のあるリバービューが楽しめる小宴会場

は、高級感ある調度品とインテリアでVIP向け

のイベントにも遜色ない。すべての宴会場が

基本的な視聴覚設備を完備している。

F&B施設には、カフェとバー、レストラン

がある。メインのレストランでは、100人ほど

が同時に食事できる。

コテージタイプのヘスティアー・グランピ

ング場は、ホテルの建物とほどよく離れてい

て、前方には広い芝生が広がり、25人ほどが

プライベートな雰囲気の中でイベントを開催

できる。5つのグランピングドームの内部には

エアコンやテレビも設置されている。

水上レジャーが楽しめるトリトンズ水上場

も、このホテルの特徴的な付帯施設である。

サンセットクルーズなど多彩なプログラムを

開催できるパーティーボート3隻を保有してい

る。

Tip

マイダスホテル&リゾートの周辺には観光ス
ポットがたくさんある。清平自然休養林に接
しており、プチフランス、南怡島、アチムゴ
ヨ樹木園などの代表観光スポットがすべて30
分圏内にある。
ホテルの進入路につながる道路は、韓国で最
も美しいことで有名なドライブコースであ
る。この道路は季節ごとに様々な美しさを見
せ、春には幻想的な桜のトンネルが楽しめ
る。

大宴会場 140人 屋内

アポロ(A, B, C) 16人 屋内

小会議室 10人 屋外

グランピング場 25人 屋外

Conference Room
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「テーマパーク」の名を掲げるスポットの中で、プチフランスほどコンテンツの

カラーがはっきりしたところはない。2008年7月に「フランス文化村」を標榜して

オープンした加平プチフランスは、2021年5月にイタリアがコンセプトのピノキオ

とダヴィンチが追加でオープンし、新たな飛躍に乗り出している。

 京畿道 加平郡 清平面 湖畔路 1063 
 +82-31-584-8200
 www.pfcamp.com

East

京畿道で出会うヨーロッパの情緒

加平 | プチフランス
GAPYEONG PETITE FRANCE
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テラスの建物の裏には、公演が開催できる階

段式の客席を持つ野外劇場が設けられてい

る。

プチフランスと同じように、ここの展示品

も完成度が高く、希少価値のあるオリジナル

の作品が並ぶ。フランスとイタリア両エリア

の展示品をじっくり観て公演も楽しむなら、

一日あっても足りない。

テーマパーク全体がフォトゾーンと言える

ほどエキゾチックな空間がたくさんあり、誰

でも手軽に素敵な写真が撮れるのもここのメ

リットだ。最近最も人気のある記念撮影スポ

ットは、巨大なピノキオの銅像を見下ろす景

色が楽しめる展望台である。

MICEのための空間には、200人が収容できる

「プチイベントホール」や、60人が利用でき

るヨーロッパ伝統カフェ、セミナールームな

どがある。カジュアルな雰囲気が好みなら、

ダヴィンチギャラリーなど多彩な屋内空間で

一味違った雰囲気のイベントを開催できる。

ヨーロッパスタイルの35の客室があるのも

プチフランスのメリット。軽いスナックを扱

うお店から団体で利用できる大型のレストラ

ンまで、F&B施設も充実している。MICEイベ

ント団体の希望に合わせた空間で特別な晩餐

会もできる。

プチイベントホール 200人 屋内

セミナールーム 60人 屋内

Tip

北漢に沿ってプチフランスに向
かう道は、韓国の代表的なドラ
イブコースに挙げられるほど美
しい風景を誇る。また、周辺に
は多彩な水上レジャーが楽しめ
る施設がある。大人数が宿泊す
る必要がある場合は、近くのマ
イダスホテルなどの宿泊施設を
利用できる。

加平郡・清平湖を見下ろすプチフランス

は、「花と星、そして星の王子さま」という

キャッチフレーズを掲げ、フランス南部地方

の田園の雰囲気を再現したテーマパークだ。

プチフランスは、フランスのサン＝テグジュ

ペリ財団から公式ライセンスを取得したほど

高い完成度を誇る。

プチフランスには、フランスをはじめヨー

ロッパの生活文化をうかがい知ることができ

る多彩なテーマの展示館がある。19世紀に建

てられたフランスの家屋をそのまま移築した

「フランス伝統住宅展示館」、フランスの蚤

の市の雰囲気を再現した「骨董品展示館」、

ヨーロッパの人形が300点ほど展示されてい

る「ヨーロッパ人形の家」、サン＝テグジュ

ペリの生涯と遺品、遺作を観ることのできる

「サン＝テグジュペリ記念館」などが、小高

い山裾にまるで宝石のように点在する。多彩

なフランス文化公演も開かれている。

2021年にはイタリアがコンセプトのピノキ

オとダヴィンチがオープンし、プチフランス

は「シーズン2」を迎えた。入口の駐車場から

新たに整備され、統合チケット売り場ができ

て利便性が高まった。

ピノキオとダヴィンチには、その名の通り

それぞれのテーマを象徴する空間が用意され

ている。主なコンテンツが集まっているピノ

キオの冒険館とダヴィンチ展示館の間には、

ヨーロッパ式の美しい路地と多彩なイベント

が開催できる広場がある。広場に面した風の

Conference Room

屋内
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プロジェクトの指揮を取った建築家のキム

・グァンス氏は、建物全体を、既存の姿を残

す部分と、完全に姿を変える空間に分けてリ

ノベーションを行った。

ゴミが運ばれてくる搬入室は、アーティス

トの実験的な作品が展示されるマルチメディ

アホール(MMH)となり、焼却炉のあったスペー

スは中庭がコンセプトの空間「エアギャラリ

ー(Air Gallery)」に変身した。所々に様々な大き

さのテラスがあり、様々な目的に合わせて利

用できる。

機械がびっしり並んでいた1階の一角は、カ

フェ・レストランスペースになった。この裏

手にケータリングサービスの提供が可能な厨

房施設がある。2階にある4つのスタジオは、

宿直室のあったスペースを改造したものだ。

バンカーの深さはなんと39mにも達し、階

段で下に降りるとその大きさを実感できる。

ヒップスターの想像力が広がる空間

富川 | 富川アートバンカーB39
BUCHEON BUCHEON ART BUNKER B39

富川アートバンカーB39は、富川市三井洞にあったゴミ焼却施設をリノベーシ

ョンして2018年にオープンした複合文化アートスペースだ。焼却施設を活かし

た複合文化スペースは、世界的にみても唯一のもの。地下1階・地上6階建ての

巨大な建物は、焼却施設だった時の姿の保存と、利便性のどちらも満足させる

方向へと変身することに成功した。

 京畿道 富川市 三鵲路 53
 +82-32-321-3901、+82-70-4601-6031(貸館についてのお問い合わせ)

 artbunkerb39.org

West
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このスペースは、BTSが某ファッションブラン

ドの動画を撮影して有名になった。バンカー

は最大300人を同時に収容でき、パーティーや

クラシックコンサートなどの多彩な目的で使

用される。

既存の姿をできるだけそのまま残した3~5

階の空間のツアーは、事前に申し込んだグル

ープなどに限って参加できる。ゴミの重さを

測った計測所、焼却して残った灰を集めた灰

バンカー、焼却施設の設備をコントロールし

た中央制御室などが、ほこりをかぶった姿の

まま剝製のように保存されている。入場料無

料で運営されている富川アートバンカーB39で

は、多彩なプログラムも非定期で開催してい

る。

MICEのための貸館は、イベントの規模、性

格、目的などによって異なり、富川市の条例

に基づいて所定の貸館料がかかる。

新車発表会、パーティー、ファッションシ

ョー、公演、展示など様々な形のMICEイベン

トが開催できるのが富川アートバンカーB39の

メリット。イベントに活用できる視聴覚設備

も充実しており、78台が同時に駐車できる野

外駐車場がある。

富川アートバンカーB39は、今後3段階のリ

ノベーション事業により3階のツアー空間を整

備し、開放スペースを増やしていく計画だ。

また、入口の管理棟の建物では、コミュニテ

ィ施設にリノベーションする工事が行われて

いる。

Tip

アートバンカーB39の近くにある韓
国漫画博物館は、貴重な韓国の漫画
資料を収集して保存するために設立
された博物館だ。アニメーション
上映館、想像遊び場体験広場、閲覧
室、体験教育室、常設展示館などの
施設がある。アートバンカーB39に
は館内に宿泊施設がない。宿泊が必
要なMICEイベントを準備しているな
ら、上洞駅周辺にある観光ホテルを
利用する必要がある。

マルチメディア
ホール

100人 屋内

バンカー 300人 屋内

エアギャラリー 100人 屋外

Conference Room

スタジオ バンカー

エアギャラリー
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捨てられた廃坑をテーマパークに

光明 | 光明洞窟
GWANGMYEONG

GWANGMYEONG CAVE

光明洞窟は、鉱物を採っていた鉱山が観光テーマパークに生まれ変わった

スポットだ。1912年の日帝強占期の歴史がそのまま残る産業遺産を、2011年

に光明市が買い取り、歴史と文化のある観光スポットとして生まれ変わっ

た。年間100万人以上の観光客が訪れ、2017年には文化体育観光部と韓国観

光公社から「韓国観光100選」に選ばれている。

 京畿道 光明市 駕鶴路 85番ギル 142
 +82-70-4277-8902
 www.gm.go.kr/cv

West
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廃坑となってから約40年間塩辛の倉庫とし

て使われていた光明洞窟は、「洞窟」という

ユニークな空間性に歴史、文化、芸術コンテ

ンツが加わり、世界的な複合文化芸術スペー

スとして親しまれている。2011年に光明市が買

い入れて市民スペースとして整備し開放され

たここは、10年あまりの間、新しいコンテン

ツと一緒に発展してきた。鉱山時代の昔の姿

を展示したスペースを抜けると、最先端のメ

ディアを融合したVR体験、光をテーマにした

メディアアートショー、「黄金」をテーマに

したアーティストとのコラボレーション作品

が見られる「黄金の道」など、視線をとりこ

にする多彩な見どころがある。194mの長さを

持つ光明ワイン洞窟では、ワインの歴史、生

産地、試飲の仕方などの興味深いストーリー

と共に、170種類以上の国産ワインを観ること

ができる。

ハイライトは洞窟芸術の殿堂だ。2013年6

月、350席の規模で完成したこのシアターは、

開館後多彩なジャンルの公演、コンサート、

アートショーなどが開かれており、光明洞窟

を有名にした。洞窟芸術の殿堂と共に、最大

1,000人(客席基準)~1,500人(スタンディング基準)

まで収容できる光の広場もMICEイベントが開

催できる空間だ。音響、照明施設を完備し、

スムーズなイベントの開催をサポートする。

毎年光明洞窟で独自に選抜している外国語ガ

イドサービス

Tip

光明洞窟から車で約7分のところに194の客
室を持つ3つ星ホテルのラ・カーサ(www.
hotellacasa.kr)がある。ビジネスとライ
フスタイルのバランスをテーマにしたブ
ティックホテルで、韓国の家具ブランド
「CASAMIA」が手掛けるホテルだ。由緒あ
る宗宅で朝鮮時代の儒生の生きた文化が見ら
れる忠賢博物館、京畿道の三大伝統市場のひ
とつである光明伝統市場も一緒に巡るのにお
勧めだ。

スタッフの「ウェルカマー」が多言語ガ

イドをサポートし、海外の観光客も多く訪れ

る。2022年にウェルカマー第6期に選ばれたス

タッフは計22人で、英語15人、中国語3人、タ

ガログ語2人、日本語1人、モンゴル語1人で構

成されている。洞窟の中にあるカフェやフー

ドコートなど飲食施設では、ケータリングサ

ービスも提供していて団体の食事が可能とな

っている。

洞窟芸術の殿堂 350席 屋内

光の広場 1,000人 屋内

Conference Room
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アラベッキルの秘境を巡る

金浦 | 現代クルーズ
GIMPO HYUNDAI CRUISE

京仁アラベッキルは、漢江と西海を結ぶ運河である。南北分断後、長い間通ることの

できなかった水域が、2011年にこの運河によって再びつながった。アラベッキルは、漢

江の金浦大橋と新幸州大橋の間の水路を抜けて、仁川の永宗大橋を望む西海まで流れ

る。全長18kmで、このうちクルーズ船の運航区間は13kmほどである。

 京畿道 金浦市 高村邑 アラ陸路 270番ギル 74 アラ金浦旅客ターミナル 
 +82-32-882-5555

 www.aracruise.co.kr

West
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京仁アラベッキルで唯一のクルーズ船運航

船会社である現代遊覧船は、1983年に設立さ

れた歴史の長い会社で、設立以来船舶事故ゼ

ロの実績を誇る。京仁アラベッキルを運航す

るクルーズ商品は、2011年から始まって年間

30万人が利用し、その半分以上を外国人が占

める。

一般の観光客は所要時間約1時間30分の運航

コースを主に利用する。コースは、古風な東

屋のある水郷園、アラ瀑布(滝)、アラマルを順

番に通る。

アラベッキルで最も有名なスポットはア

ラ瀑布である。仁川・桂陽山の峡谷の地形を

利用した人工滝で、韓国で最大規模を誇る。

アラマル絶壁の上に設置された円形のアラマ

ル展望台もユニークな見どころだ。水辺公園

が整備されている始川渡し場にしばらく停泊

し、アラ金浦旅客ターミナルに戻ってくるの

に約1時間30分かかる。船内では外国人公演

団による楽しいダンスショーとマジックショ

ー、歌手によるライブ公演など、華やかなシ

ョーと多彩なプログラムが続く。

MICE運航プログラムは所要時間が約2時間

で、8時間以上仁川の沖合まで出てから戻って

くる余裕を満喫できる長距離プログラムもあ

る。 

4階建ての1,358トン級のクルーズ船には、

1,041人が搭乗できる。2つの大型宴会場と海の

庭園、オープンデッキなどのイベントが開催

できる様々な空間があり、高水準の映像、音

響、照明装置を完備する。150人以上なら1フ

ロアを貸切ることもできる。640人まで食事を

兼ねた宴会ができ、大規模なイベントも問題

ない。料理はビュッフェとテーブルセットメ

ニューが基本となっている。ハラールフード

やピュア・ベジタリアンメニューの提供も可

能。食事なしの簡単なイベント目的でも利用

できる。

基本で提供される公演にb-boyやNANTAな

どを追加すると、イベントをもっと充実させ

ることもできる。文化的なバックグラウンド

や言葉が違っても誰でも楽しめるノンバーバ

ル・パフォーマンスを中心に構成された公演

なので、より気軽に楽しめる。現代クルーズ

は、英語、中国語、タイ語、日本語など5~6ヵ

国語に対応でき、外国人の団体の利用満足度

が高くなっている。

Tip

アラ金浦旅客ターミナルに隣接す
るアラマリーナにはヨット係留施
設と水上レジャー体験施設があ
り、カヤック、ボート、水上自転
車などを誰でも気軽に体験でき
る。現代プレミアムアウトレット
金浦店も旅客ターミナルから近
い。150以上のブランドショップが
集まっており、カフェやレストラ
ンも充実している。

全体貸館 1,000人 屋内

宴会場 640人 屋内

Conference Room
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過去へのワクワクするタイムトラベル

龍仁 | 韓国民俗村
YONGIN KOREAN FOLK VILLAGE

韓国の朝鮮時代の居住空間、暮らしなどを生き生きと体験できる伝統文化テ

ーマパーク。1974年にオープンし、1,100平方メートルの敷地内に民俗村と韓国

の口伝の昔話をテーマにした多彩なアトラクションが楽しめる遊園地が広が

る。「伝統」というテーマに忠実な空間と体験だけでなく、トレンドに合わ

せた様々な公演や展示なども一緒に楽しめるスポットだ。

 京畿道 龍仁市 器興区 民俗村路 90 
 +82-31-288-0000   www.koreanfolk.co.kr

South
韓国民俗村は、各地方の徹底した考証を経

て移築、復元された昔の建物が、官衙や書院

といった公共機関、民家や班家などの住居、

韓薬房や城隍堂、占術屋などの生活施設など

の様々な形で再現されている。園内ではゆっ

くり散策しながら、先祖の暮らしの姿、家

財道具や農耕器具、工芸品などを実際の空間

の中に再現した展示を観ることができる。一

年を二十四に分けた「節気」ごとに行われた

年中行事を体験し、季節ごとの自然の変化を

感じるのもいい。名人や職人から工芸を学ん

だり、作品づくり、民俗遊び、マダンノリ、

乗馬などの見どころや体験も多彩だ。このう

ち餅づくりや国弓、伝統工芸などの体験活動

は、MICE団体向けのチームプログラムにも適

している。

以前は「伝統」に焦点を合わせた施設や

展示、公演、プログラムが中心だった韓国民

俗村だが、数年前から20、30代の「ホットス

ポット」に急浮上した。「朝鮮時代の韓半島

の完璧な再現」という空間的な魅力の上に、

現代的な感性のパフォーマンスをプラスした

からだ。こうした流れを率いたのは、民俗村

のあちこちで観られる多彩なストーリーやコ
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ンセプトを持つ演技者によるパフォーマンス

だ。九尾の狐、使道、酒母などの朝鮮時代か

ら近代にかけて「存在したような」人物をコ

ミカルで個性的に表現し、観光客に見どころ

を提供している。マダン劇、キルノリ、クッ

などのレベルの高いパフォーマンスも、シー

ズンごとにテーマを変えて行われている。

MICE向けの空間も充実している。韓国の伝

統料理をディナーで楽しめる韓国館、簡単な

飲食ができるキルモクチプと、様々なセミナ

ーやイベントなどを開催できるチャントなど

が団体向け貸館のために用意されている。英

語、中国語、日本語のガイドブックを用意し

ており、入場券とフリーパスチケットと食事

チケット、または入場券と韓国館でのビュッ

フェなどで構成されたMICEパッケージを用意

している。休日がなく365日オープンしている

のもメリットだ。

Tip

韓国民俗村には宿泊施設がない。周辺にリ
ーズナブルで清潔感のある施設を持つ龍仁
セントラルコープホテル、ゴールデンチュ
ーリップ・エバー龍仁ホテルがある。正光
山の麓に広がる龍仁自然休養林は、キャン
プ場、野花の群生地と湿地、ジップライン
体験、木材文化体験館などがあり、半日ほ
ど見て回るのにいい。トレンディーでセン
スある文化や空間を体験したいなら宝亭洞
カフェ通りに行こう。地元でデートスポッ
トとして人気の通りだ。

韓国館 350人 屋内

キルモクチプ 350人 屋外

チャント 600人 屋内

Conference Room
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韓国最大規模のテーマパーク

龍仁 | エバーランドリゾート
YONGIN EVERLAND RESORT

「永遠」を意味する「Ever」と自然を象徴する「Land」を組み合わせて名付けら

れたエバーランドは、韓国を代表するテーマパークの一つだ。エバーランドでは

企業団体向けのチームビルディングプログラムを開催しており、3,000人を収容で

きる屋外イベントスペースと1,000人まで収容できる屋内施設があり、企業の大規

模なイベントを単独で行うのに適している。

 京畿道 龍仁市 処仁区 蒲谷邑 
エバーランド路 199

 +82-31-320-5000
 www.everland.com 

South
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エバーランドリゾートは、大きく「ドラ

イパーク」と「ウォーターパーク」に分かれ

る。ドライパークは、アトラクション、フェ

スティバル、動物園、植物園(ガーデン)、そ

して華麗なエンターテインメント公演が繰り

広げられるエリアで構成されている。44種類

のアトラクションを有するここで入場客に大

人気のアトラクションは、木製コースターの

「T Express」である。時速104km、落下角度

77°が生み出すスリルにより、世界中のジェッ

トコースターマニアから関心を集める。200

種類以上、2000匹以上の動物が暮らす動物園

「ズートピア」には、サファリワールド、モ

ンキーバレー、ロストバレーなどがある。そ

の他に「フォーシーズンズガーデン」や、世

界最大レベルの人工波のプールがあるウォー

ターアトラクション「カリビアンベイ」もエ

バーランドを有名にしている。

宿泊もできる。エバーランドから徒歩で

つながるホームブリッジは、「自然の中の

別荘」を掲げるキャビンホステルだ。丸太造

りの静かな森の中の雰囲気を持つ新館は62の

客室を完備し、窓から遊園地のアトラクショ

ンと植物園が一望できる「エバーランドビュ

ー」になっている。北米産のモミの木で造ら

れた本館は、プライベートな独立した空間を

持つ2階建てのヴィラタイプの宿泊施設。48の

客室を有し、10つの窓から眺める四季の変化

を観賞できるのが魅力だ。

MICEイベントの開催地としてエバーランド

が持つ最も大きなメリットは、その「スケー

ル」である。韓国最大のテーマパークという

修飾語に相応しく、大型イベントを開催でき

る空間がたくさんある。1100人以上を収容でき

るフォーシーズンズガーデンのグランドステ

ージ、3000人以上(スタンディング基準)を収容

できるユングフラウ野外公演場、映画館スタ

イルの空間で天気に関係なくイベントが開催

できるハローターニングアドベンチャーなど

の様々な会議・イベント向けスペースを保有

する。1000席規模のホーランドヴィレッジ、

875席規模のアルパイン総合食堂では団体向け

の食事やケータリングサービスも可能。ペイ

ンターズ、BIBAP、NANTAなどの韓国を代表す

る公演をセットにしたパッケージ、金浦アラ

ベッキル・クルーズ船パッケージなど、他の

ツアープログラムとエバーランドリゾートの

チケットをセットにしたパッケージも(企業の

お客様の要請に応じて)用意している。

水原華城そばの行宮洞にある水原伝統文化

館は、固有の韓国文化と礼節を継承して発信

するという趣旨で2015年に開館した。伝統の食

生活と礼節を二つの柱とし、多彩なプログラ

ムを運営する開かれたスペースである。

Tip

韓国美術の歴史に触れることのできる湖岩美
術館、韓国唯一の自動車総合博物館である交
通博物館、世界の最新技術トレンドをリード
するサムスン電子のIT技術を多彩な形で体験
できるサムスンイノベーション・ミュージア
ムなど、観覧や見学に最適なスポットが周辺
に集まっている。

フォーシーズンズガーデ
ングランドステージ

1,100人 屋外

ユングフラウ野外公演場 3,000人 屋外

Conference Room

ホーランドヴ
ィレッジ

ハローターニングアドベンチャー
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伝統文化が日常に溶け込む空間

水原 | 水原伝統文化館
SUWON SUWON CENTER FOR 

TRADITIONAL CULTURE

水原華城そばの行宮洞にある水原伝統文化館は、固有の韓国文化と礼節を

継承して発信するという趣旨で2015年に開館した。伝統の食生活と礼節を

二つの柱とし、多彩なプログラムを運営する開かれたスペースである。

 京畿道 水原市 八達区 長安洞 18-11
 +82-31-247-3765
 www.swcf.or.kr

South

礼節教育館前庭

水原伝統文化館礼節館のヌマル(板の間)
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市民の憩いの場として最適な伝統文化館

は、伝統食生活体験館、礼節教育館、野外公

演場で構成されている。40~50人規模の会議、

公演、セミナー、講義などを行うのに、空間

の集中度が高いためぴったりである。野外公

演場の他に、礼節教育館前庭と裏庭は20~30

人が観覧できる小規模公演場に状況に合わせ

て変身する。礼節教育館前庭では、国楽演奏

者のアン・スクソン、キム・チョンパン、イ

・センガン、シン・ヨンヒによる公演が非定

期で開催されている。

リーズナブルに韓屋で伝統を体験し学べ

るのが水原伝統文化館が持つメリットだ。独

自の教育プログラムが充実している。お茶、

餅菓、ジャン、お酒などの伝統食べ物作り体

験、宮廷料理を暮らしの中で応用して日常で

楽しむための長期教育プログラム、子どもや

成人を対象とする礼節教育、季節ごとの年中

行事を現代に合わせてアレンジした「プクセ

トン」という名前の遊び体験、伝統楽器のレ

ッスン、民画体験、閨房工芸、3Dパズルの韓

屋作りなど、韓国伝統文化に関するプログラ

ムが充実している。婚礼イベントや団体で参

加する礼節教育の他、ほとんどのプログラム

の最大収容人数は約20人となっている。

貸館は非営利目的の機関及び公共団体のイ

ベントに限って可能。この場合、状況に合わ

せてプログラムをカスタマイズできる。英語

と日本語での対応が可能で、宿泊が必要な場

合は周辺の観光ホテルや水原文化財団が運営

するユースホステルがお勧めだ。

Tip

伝統文化館の隣にある韓屋技術展示館にも、約30人を収容で
きる会議スペースがある。伝統文化館の裏手には若い感覚の
カフェや飲食店が次々とオープンしている。駐車は伝統文化
館前の長安洞公営駐車場を利用する。

伝統食生活体験館 40人 屋内

韓屋技術展示館 30人 屋内

礼節教育館前庭 30人 屋外

礼節教育館教育室 40人 屋外

Conference Room

礼節教育館のセミナールーム
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 京畿道 城南市 寿井区 チョクプリ路 9 
 +82-31-724-1600

 www.sbg.or.kr 

都会の中で出会う庭園

城南 | 新丘大学植物園
SEONGNAM SHINGU BOTANIC GARDEN

城南市にある新丘大学の中にある新丘大学植物園は、韓国と海外の植物を

体系的に収集、保存、展示し、研究を行っている機関だ。四季を通じてみ

どりの自然に触れることのできるここは、植物学、造園、園芸の専門家だ

けでなく、市民の自然学習の場、憩いの場としても親しまれている。

South

エコセンターと中央広場
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2003年に開園した新丘大学植物園は、植物

の学術研究と教育を目的に造られた。17万坪の

敷地内には、韓国の自然を体験できる自生植

物と、食用、薬用、繊維などの生活資源とし

て用いられる植物が植えられている。南部地

方の主な樹種で構成されたエコセンター、昆

虫生態館、子ども庭園、伝統庭園、湿地生態

園、薬草園、絶滅危惧種植物園など、16のテ

ーマを持つエリアに分かれている。

希少植物をはじめ様々な植物種が調和をな

す風景が広がる各所の散策路では、植物多様

性、気候変動、環境に関するメッセージに自

然に親しむことができるため、子どもから青

少年をはじめとする家族連れの入場者もたく

さん訪れる。

手入れの行き届いた庭園を前庭としている

エコセンターは、植物園の入場者のベースキ

ャンプとなる空間で、カフェ、展示室、植物

園などがある。新丘大学だけでなく、外部機

関の教育、講義、セミナーの会場としても使

用されている講義室は、プロジェクターやマ

イクなどの基本的な施設を完備する。パーテ

ィションを開閉してスペースの大きさを調整

すると、最大200人まで収容できるため、様々

な目的や規模に合わせてイベントを開催でき

Tip

自然に親しめる水辺の公園が整備されてい
る大旺貯水池は、春になると桜やレンギョ
ウが満開となり、清渓山を望む場所にある
ため季節を感じながら散策するのにいい。
周辺に風景を楽しめるカフェがたくさんあ
り、お出かけスポットとして人気だ。新丘
大学から車で5分のところにあるオラカイ清
渓山ホテルは、清潔感ある施設をリーズナ
ブルに利用できるため、MICEイベント向け
のホテルとして最適だ。

る。中央広場、森の展示館ホール、ガーデ

ンカフェなどは、100人ほどの規模の公演がで

きる空間をはじめ、照明やステージも完備す

る。ガーデンカフェでは簡単な飲食ができ、

その他の食事やコーヒー・軽食などは別途ケ

ータリングサービスを利用する必要がある。

植物、庭園、造園、環境などをテーマとする

セミナー、シンポジウム、講演などのイベン

トが主に開催されている。

講義室 200人 屋内

中央広場 100人 屋外

ガーデンカフェ 100人 屋内

Conference Room

ガーデンカフェ

講義室



046 047

宗教を越えて文化と芸術の聖地に

華城 | 南陽聖母聖地
HWASEONG

NAMYANG MARIA SACRED PLACE

南陽聖母聖地は、丙寅迫害の無名の殉教者たちの殉教の地で、長い間放置されていた

が、1991年、韓国で初めての聖母聖地として奉献された。10万坪以上の自然あふれる美

しい敷地内に、マリオ・ボッタ、ピーター・ズントー、ハン・ミヌォン、スン・ヒョ

サン、キム・グァンヒョン、イ・ドンジュンら世界的な巨匠が手掛ける瞑想と省察の

ための空間が造られ、完成する予定だ。それぞれの空間の特性に合わせ、様々な規模

の意味あるイベントが開催できるよう計画されている。

 京畿道 華城市 南陽邑 南陽聖地路 112
 +82-31-356-5880   www.namyangmaria.org

South



048 049

谷の一番奥の高台には、マリオ・ボッタの

設計による大聖堂が建つ。約50mの二本の赤い

塔がそびえ、その間から大聖堂の内部へと長

い光の線が美しく差し込む。塔は殉教者たち

の犠牲と南北の平和を象徴している。内部に

は1,350席を有する大聖堂と450席を有する小聖

堂があり、大聖堂の中には8つのチャペルがあ

る。チャペルはイタリアの彫刻家ジュリアー

ノ・ヴァンジの作品で飾られる予定だ。

30年間聖地の整備に取り組んできたイ・サ

ンガク主任神父は、プリツカー賞を受賞した

建築家ピーター・ズントーに「ティーチャペ

ル(tea chaple)」の設計を依頼した。敷地の東に

ある「ロザリオの祈り道」そばの静かな場所

に、3階建てで2021年末に完成する予定だ。テ

ィーチャペルでは境界なき愛と分かち合いを

テーマに、様々な講義や教育プログラムが行

われる予定だ。

聖地内の大規模な人数が集まる空間は、ま

だ基礎工事を始めた段階である。聖地の入口

右手に建てられる南陽聖母聖地平和文化ナヌ

ムセンターは、コンベンションホールの概念

で300人を収容できる3階建ての建物として設

計され、スイスで活躍する建築家イ・ドンジ

ュンが手掛け、2024年に完成する予定である。

聖地内で大規模な人数が集まることのでき

る屋内空間は現在は大聖堂だけだが、美しい

自然に抱かれた野外スペースもある。上の広

Tip

1kmのロザリアの祈りの道は、信者が祈りながら歩く一方通行の道
になっているため、間違って入らないように注意しよう。聖地での
宿泊はできず、大規模なイベントと連携する場合は、華城のローリ
ングヒルズホテルや近くの水原にある4つ星ホテルがお勧めだ。

場、下の広場と呼ばれている野外庭園が二ヵ

所あり、上の広場は4,000席、下の広場は8,000

席を用意できる広さを持つ。主に公演が行わ

れている。2014年に来韓したフランスのサン・

マルク少年少女合唱団が選んだ公演場が、南

陽聖母聖地の下の広場だった。

空間の特性上、にぎやかなイベントの開

催はできない。公益目的に限って貸館利用が

可能で、飲食や宿泊は提供していない。場合

によっては駐車場が開放される。駐車場は

7,000~8,000人がスタンディング公演を観覧でき

る広さで、最近では華城市のイベントが開催

された。

上の広場 4,000人 野外

下の広場 8,000人 野外

駐車場 8,000人 野外

Conference Room



050 051

ハーブの香りあふれる小さな天国

抱川 | ハーブアイランド
 POCHEON HERB ISLAND

抱川ハーブアイランドは、ハーブ農園と観覧・販売施設に、ビューティースパ、レス

トラン、宿泊施設が加わり、五感を満足させてくれるテーマパーク。1998年にオープン

して以来、抱川一帯の観光の中心的な役割を果たしてきたハーブアイランドは、心身

の回復に焦点を合わせた多彩なカスタマイズ型MICEプログラムを用意している。

 京畿道 抱川市 新北面 青新路 947番ギル 35 
 +82-1644-1997

 www.herbisland.co.kr

North



052 053

ハーブアイランドは、オーナーが健康を取

り戻すために、抱川市西部の山井里にある鍾

県山の麓の小さな敷地にペパーミントの種を

撒いたことからその歴史が始まった。健康を

取り戻したオーナーは、ハーブの効用を発信

するためにハーブ農園をどんどん拡大し、化

粧品や食品の開発にまでその領域を広げた。

2012年にはハーブ体験のための「ハーブヒーリ

ングセンター」をオープンし、韓国最大規模

のハーブのテーマパークに成長させた。

ハーブアイランドは、最近世宗~抱川間高

速道路の一部区間が開通したことでアクセス

が良くなった。ソウルの主なエリアから1時間

ほどで行けるようになった。

ハーブアイランドの全体エリアは、ヒーリ

ングセンターのあるヒーリングゾーン、アテ

ネホールレストランとハーブ植物博物館のあ

るサンタゾーン、ゴンドラと野外ステージの

あるベネチアゾーン、ハーブカフェとベーカ

リーのあるヒャンギ(香り)ゾーンに分かれてい

る。

ヒーリングセンターは、ハーブアイランド

の中心的な役割をする建物である。外観はギ

リシャ様式で、インテリアはプロバンス風に

なっている。1階には販売施設と足湯体験場が

あり、2階に上がるとスパやセラピーが体験で

きる大小の部屋が色とりどりの鮮やかなカラ

ーの廊下に沿って並ぶ。ヒーリングセンター

では専門的で高水準の多彩なプログラムを用

意している。アロマ足湯&ヘッドマッサージ、

チェアマッサージ、フットマッサージなどで

構成されているイベントプログラムは、20分

~30分の短い時間だが、しっかり満足できる。

ヒーリングセンターに直結する建物には、

シークレットフランス観光ペンションと童

話の国観光ペンションがある。童話の国ペン

Tip

抱川アートバレー、ピドゥルギナ
ン、漢灘江などが連携コースとし
て組み合わせられる。抱川アート
バレーは採石場跡を利用した複合
文化スペースで、独自の風景と多
彩なプログラムが楽しめるスポッ
ト。大規模の人数が宿泊するな
ら、アドニスホテル、ハンファリ
ゾート、ベアーズタウンなど周辺
の宿泊施設を利用できる。

ションは、不思議の国のアリス、白雪姫、人

魚姫、シンデレラなどのストーリーをテーマ

にしたユニークなインテリアが特徴だ。 

アテネホールレストランでは、ハーブビビ

ンバ、ハーブトンカツなどおなじみのメニュ

ーにハーブをプラスした多彩なメニューが楽

しめる。レストランの隣には世界中の希少な

植物を集めた巨大な植物園であるハーブ博物

館があり、真冬でもみどりのハーブを観るこ

とができる。トラクターに乗って行って楽し

む美しい庭園のスカイハーブファームも見逃

せない。ハーブアイランドでは日帰りから2泊

3日までの団体向けプログラムを団体に合わ

せて用意しており、利用者の満足度も高いほ

う。30人から100人が利用できる会議室と視聴

覚設備を完備し、最大宿泊人数は40人、食事

は200人まで可能。駐車場の一角にはドライブ

インシアターがあり、大型の公演イベントも

開催できる。漢灘江など外部の名所でも多彩

な体験プログラムが行われている。

会議室 100人 屋内

レストラン 200人 屋内

Conference Room



054 055

クルマがテーマの未来空間

高陽 | 現代モータースタジオ高陽
GOYANG HYUNDAI MOTOR STUDIO GOYANG

現代モータースタジオ高陽は、韓国最大規模の自動車関連の常設展示が行われている

一種の「テーマパーク」である。2017年にオープンしたここでは、単なる移動手段を越

えて現代人の暮らしに深く浸透している車に関する多彩なコンテンツが楽しめる。様

々な常設・特別展の観覧と共に、現代自動車の最新モデルの試乗もできる。

 京畿道 高陽市 一山西区 キンテックス路 217-6
 +82-1899-6611

 motorstudio.hyundai.com/goyang

North
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現代自動車では、高陽、北京、モスクワ、

釜山などでモータースタジオを運営してい

る。現代モータースタジオ高陽は、その中で

も最も規模が大きいものだ。

巨大な宇宙船に似た現代モータースタジオ

高陽は、延べ面積6万3,861平方メートルの地下

5階・地上9階建ての建物。オーストリアの世

界的な建築事務所DMAAの建築家マルティン

・ヨストが設計した。建物内部は展示スペー

ス、顧客サービススペース、事務スペース、

アフターサービスのためのスペースに大きく

分かれている。

館内の展示スペースは誰でも無料で観るこ

Tip

現代モータースタジオ高陽の周辺にはソノカーム
高陽ホテルなどの様々な宿泊施設がある。一山湖
水公園、ワンマウント、ハンファアクアプラネッ
ト一山などの様々な連携できる観光スポットが徒
歩圏内にある。

とのできる空間と、有料入場者だけが入れる

スペースに分かれている。有料入場者は少人

数に分かれて順番に入場し、専門のドーセン

トが付くガイドツアープログラムが基本セッ

トとなっている。

現代モータースタジオ高陽が提供するコン

テンツは、車の未来に焦点を合わせている。

窓のない空間、迷路のように続く展示スペー

スの順路を辿っていくと、水素自動車や自動

運転などの自動車関連の様々な分野の最先端

技術に触れることができる。

順路の随所に置かれている芸術作品は、未

来的かつ幻想的な雰囲気で観客を魅了する。

ツアーコースの最後には、かわいい現代自動

車のグッズを販売するスペースも設けられて

いる。

現代モータースタジオ高陽は、拡張性に優

れたスペースを保有する。カンファレンス、新

車発表会、ライブコンサート、アフターパーテ

ィーなどの多彩なイベントを開催できる。

大型イベントが開催できる空間は、3階の

多目的ホール、L階のショーケース、階の屋

外にあるルーフテラスである。プロジェクタ

ー、音響施設、同時通訳設備など、イベント

のための基本的な設備をサポートする。館内

スタッフが英語と中国語に対応している。

現代自動車系列のヘビチホテルがカフェと

キッチン(レストラン)を運営しており、高い水

準のF&Bサービスが提供される。150人以内で

あれば館内スタッフによるケータリングサー

ビスの提供が可能で、それ以上の人数になる

と外部サービスを利用する必要がある。

多目的ホール 400人 屋内

ショーケース 1,000人 屋内

ルーフテラス 450人 野外

Conference Room
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テーマパーク＋MICE＋ショッピング

高陽 | ワンマウント
GOYANG ONEMOUNT

ワンマウントは、ショッピングとテーマパークが融合した複合施設。キンテッ

クス、現代モータースタジオ高陽、現代百貨店、アクアプラネット一山などの

大型施設が周辺にあり、多彩な日程のMICEプログラムが企画できるのがワンマ

ウントのメリットだ。

 京畿道 高陽市 一山西区 韓流ワールド路 300 
 +82-1566-2232

 www.onemount.co.kr

North
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ワンマウントは、敷地面積48,028平方メート

ル、延べ面積は161,602平方メートルで、地下2

階・地上9階建ての巨大な建物だ。建物内部に

はテーマパークエリアのスノーパーク、ウォ

ーターパークを中心に、ショッピングモール

と、ゴルフ、フィットネス、スパのあるスポ

ーツ施設が入っている。屋上スペースにはル

ーフガーデンやソリゲレンデなどがある。

ワンマウントの中心となる空間は、夏でも

真冬の雰囲気が楽しめるスノーパークだ。雪と

氷の上で、スケートはもちろん様々な種類のユ

ニークなソリに乗り、夏をもっと涼しく、冬は

より冬らしく満喫できる通年型のスノーパーク

となっている。スノーパークの中心には、1,200

平方メートルの巨大なインドアアイスリンク

「アイスレイク」がある。このスノーパークの

空間は、氷を張らなければ巨大なMICEイベント

用のスペースになる。大型の劇場やクラブに負

けないほどの華やかな照明施設と高品質の音響

施設に、雪が降るシーンを演出できる特殊効果

設備まで完備する。かなりの大きさの空間なの

で、大型コンサートや各種の発表会、パーティ

ーなどの様々な目的で利用できる。ワンマウン

トの館内にはイベントのための小規模会議スペ

ースも用意されていて、イベントの成功をサポ

ートする。

貸館イベントでの飲食サービスは、外部の

サービスを利用することができる。参加者が個

別に食事をする場合は、ショッピングモールに

入居する様々なレストランが利用できる。

スノーパークの3階にあるドーム映像館

は、科学技術情報通信部の支援により開発さ

れた新しいコンテンツで、3Dゴーグルがなく

ても映像の中に飛び込むようなリアルな臨場

感が楽しめる。恐竜が登場するロストワール

ド、高陽地域の昔話、宇宙・深海の旅のコン

テンツが用意されている。3Dコンテンツを予

め準備すれば、この空間を利用して強烈な印

象を残せるMICEイベントを企画することもで

きる。

ウォーターパークのあるワンマウントの価

値は、夏にその真価を発揮する。インドア波

のプール、カーニバルビーチ、トゥゲルライ

ド、キングボウルライドなどの屋内施設と共

に、屋外のスカイブーメランゴー、コロライ

ド、ワーリング・ダービッシュ、ポッピング

・バウンス、ボディ・スプラッシュなどの多

彩なウォータースライダーが楽しめる。

スノーパーク 1,000人 屋内

会議室 30人 屋内

Conference Room

Tip

ワンマウントの館内には宿泊
施設がない。周辺のソノカー
ム高陽ホテルなどの宿泊施設
を利用する必要がある。 
キンテックスICに近いワンマ
ウントは、ソウル西部エリ
ア、坡州、金浦などにある主
な観光スポットから車で30分
圏内にある。金浦・仁川国際
空港からのアクセスも良好。



062 063

文化と芸術のある休養

坡州 | アジア出版文化情報センター
PAJU ASIA PUBLICATION CULTURE & 

INFORMATION CENTER

韓国の主な出版企業が集まる坡州市文発洞は、「ブックシティ」と呼ばれて

いる。アジア出版文化情報センターは、この本の街の中心にある。約6,260坪

(20,692平方メートル)の敷地に建てられた地下1階・地上5階建ての巨大な建物で

は、本の世界を旅する体験ができる。

 京畿道 坡州市 匯東ギル 145 
 +82-31-955-0050   www.pajubookcity.org

North
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2010年10月にオープンしたアジア出版文化

情報センターは、建築家キム・ビョンユンが

設計した建物で、尋鶴山の麓から葦の支流へ

と続く坡州の自然景観にぴったり調和してい

る。このユニークで美しい外観から、2014年に

キム・スグン建築文化賞を受賞している。

訪れた人の誰もが最初に訪れるのが「知恵

の森」である。出版都市文化財団が2014年に

文化体育観光部の支援を受けて設置したここ

は、韓国と世界の出版の歴史において価値の

ある本を一ヵ所に集めた公共の書斎だ。中に

入ると、天井がとても高い空間と、その下の

壁を埋め尽くすように本が並ぶ巨大な本棚に

圧倒される。学者、有識者、研究所などから

寄贈された文学、歴史、哲学、自然科学、芸

術などの様々な分野の良書に出会える「知恵

の森1」、出版社から寄贈された図書から韓

国の出版社のアーカイブを見ることのできる

「知恵の森2」、そしてライブラリーステイ

「紙之郷」の1階に設けられた書架「知恵の森

3」に分かれている。

ライブラリーステイ紙之郷は、宿泊のため

の空間だ。「紙の故郷」という名前の通り、

滞在する行為自体が本のある休養につながる

複合文化空間だ。木材を使ったフローリング

と調度品のインテリアの中、綿素材の寝具で

ゆったりと休み、テレビの代わりに良書が並

ぶ机は読書を通じた思惟と黙想の時間へとい

ざなう。葦の支流の美しい風景を望む知恵の

森を、個人の書架のように使えるという点が

最も大きな魅力だ。

MICEイベントのための大型の空間も十分に

ある。最大500人まで収容できる多目的ホー

ル、250人を収容できる大会議室をはじめ、人

数に合わせて10人~60人までの様々な組み合わ

せの集まり、会議、セミナーを開催できる情

報図書館、カンファレンスルーム、ミーティ

ングルームを完備する。プロジェクター、ス

クリーン、音響設備などのレンタルも可能。

出版、文化、芸術、コンテンツ産業分野の国

際イベント、シンポジウム、セミナー、講演

などが主に開かれている。

自然に親しめる空間と、館内の宿泊施設が

利用できる点がアジア出版文化情報センター

のメリットだ。

多目的ホール 500人 屋内

大会議室 250人 屋内

ミーティング
ルーム

60人 屋内

Conference Room

Tip

韓国の分断の歴史がそのまま残
る臨津閣国民観光団地、紺岳山
の絶景が楽しめるスリルあふれ
るつり橋、北は開城の松岳山・
南はソウルの63ビルまでが
一望できる烏頭山統一展望台な
どが近くにある。2号線合井駅
から2200番バスで所要時間約30
分。地下90台、地上45台の駐車
施設があり、大型バスの駐車も
可能。



平和と希望の未来を象徴する空間

坡州 | DMZ生態観光支援センター
PAJU DMZ ECOTOURISM INFORMATION CENTER

DMZ生態観光支援センターは、韓国の分断の歴史の痕跡がそのまま残る臨津閣国民観

光地内にある。2016年9月、展示、公演、教育、体験などの様々な文化・芸術イベン

トを開いて支援する複合文化スペースとして開館し、韓国の歴史において象徴的な

意味を持つ「平和ヌリ」(平和ヌリ公園)の施設の利用を支援し案内している。

 京畿道 坡州市 汶山邑 臨津閣路 148-40 
 +82-31-956-8315(施設貸館のお問い合わせ)

 www.gto.or.kr

North
3000本の風車が壮観の「平和ヌリ」は、

2005世界平和祝典に合わせて臨津閣観光地内

に造られた公園である。分断と冷戦の象徴だ

った臨津閣を、和解、共生、平和と統一の象

徴に変えるために造られた公園で、約99万平

方メートルの広大な芝生の丘の上に広がる。

坡州DMZ生態観光支援センターは、平和ヌリ

で開かれる各種イベント、公演、教育、講演

などを支援するベースキャンプである。

ここに韓国と北韓を分断する軍事境界線か

らわずか7Km離れた臨津閣の近くにあるという

地理的な意味が加わり、平和、公益をテーマ

にした様々なイベント、展示、フェスティバ

ルなどが頻繁に開催されてきた。

オウルトと音楽の丘に造られた平和ヌリ

大公演場、ステージの空間と客席として活用



068 069

できる階段と芝生のあるトゥルナヌム公演

場、円形シアターを持つ統一祈願トルムジが

その拠点として活用されている。特に平和ヌ

リ大公演場は、基本的な音響設備、パウダー

ルーム、楽屋、会議室などの施設も完備して

いる。DMZ生態観光支援センター1階にある講

義設備、机、イスを備えた教育場、ステージ

と階段式の客席を備えた野外公演場も貸館可

能。MICEで訪れる参加者のために、平和ヌリ

Tip

周辺に宿泊、エンターテインメ
ント、ショッピングなどの多彩
な観光施設がある。ソノカーム
高陽(旧MVLホテル)は、韓国最
大のコンベンション施設である
キンテックスの近くにあり、
MICE観光向けのホテルとして
人気だ。
現代モータースタジオ、坡州プ
レミアムアウトレットなども約
30分圏内にある。

キャンプ場、平和ヌリ公演場と連携した宿泊

型プログラムも用意されている。

平和ヌリ大公演場 3万人 屋外

トゥルナヌム公演場 500人 屋外

教育場 70人 屋内

Conference Room
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DMZの緊張が生み出した静かな空間

坡州 | キャンプグリーヴス
PAJU CAMP GREAVES

キャンプグリーヴスに行くには、臨津閣そばの統一大橋を渡る必要がある。こ

の橋が、軍の厳重な警備が敷かれている、検問所で訪問者の身分が確認されな

いと立入りできない民間人統制線の北側の地域に入るための入口だ。ここから

約2Kmのところに軍事境界線があり、その向こうは北韓である。

 京畿道 坡州市 郡内面 赤十字路 137
 +82-31-953-6970    www.dmzcamp131.or.kr

North



072 073

キャンプグリーヴスは、韓国戦争の戦後50

年あまり、米軍第2師団第506連隊が駐屯してい

た軍事基地だった。2004年に米軍が撤退して

から撤去の危機にさらされたが、京畿道と京

畿観光公社が2013年に民間人のための平和安保

体験施設としてリノベーションし、民間人統

制区域内で唯一の宿泊型文化芸術体験スペー

スとして活用されている。

キャンプグリーヴスは一般の宿泊が可能な

ユースホステルだが、将校宿所、生活館、体

育館などの様々な軍の施設がかつての姿のま

まに保存されていて、独特な雰囲気が漂う。

ドラマ「太陽の末裔」のロケ地として有名に

なったここは、ヒップなスポットを求めるイ

ンスタグラマーの間でも有名だ。

ここに行くための道は二つある。ゴンドラ

で臨津江を渡れば、立入申請なしでもギャラリ

ーグリーヴスに行ける。車で統一大橋を渡るに

は、立入申請と身分証の提示が必要となる。

MICEイベント目的で貸館が可能な空間は、

ギャラリーグリーヴス、ユースホステル、ク

オンセット幕舎などである。ユースホステル

として使用されているキャンプの1階には共同

キッチンがあり、2階と3階は宿泊客のための

空間となっている。4階には小講堂と食堂があ

る。クオンセット幕舎は米軍部隊ならではの

建物。元々の名前は「クオンセット・ハット

(Quonset hut)」である。「Quonset」はクオン

セット・ハットが初めて建てられた「Quonset 

Point」という地名で、「Hut」は「小屋」を意

味する。残っているクオンセット幕舎は、ギ

ャラリーグリーヴスのドクメンタとして用い

られている。館内に入ると、キャンプグリー

ヴスにいた数多くの軍人たちが残した痕跡を

見ることができる。この空間では、オープニ

ング・セレモニーのような小規模のイベント

を開催できる。40~50人が参加する映画の上映

会や、スタンディング・カクテルパーティー

も可能だ。クオンセット幕舎にはそれぞれ番

号が付いており、芸術家の作品が展示されて

いて空間に新たな息吹を吹き込んでいる。1986

年に建てられたボーリング場も貸館可能なス

ペースだ。

キャンプグリーヴスは、DMZの観光と芸術を

融合した独特の雰囲気のイベントが開催できる

ため、外国人の満足度が特に高いほうである。

Tip

キャンプグリーヴス一帯には、
臨津閣、板門店、烏頭山統一展
望台などのDMZ安保観光スポッ
トが密集している。隣接する漣
川郡にも白馬高地、第1地下ト
ンネル、台風展望台など数々の
安保観光スポットがある。人の
手が届かないDMZ周辺は、渡り
鳥たちの楽園である。毎年冬に
なるとマガンやタンチョウなど
の渡り鳥が観察できる。

ギャラリーグリーヴス 100人 屋内

クオンセット幕舎 50人 屋内

Conference Room
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楊平 楊平ヒルハウス

加平 マイダスホテル&リゾート

加平 プチフランス

富川 富川アートバンカーB39

抱川 ハーブアイランド

高陽 
現代モータースタジオ高陽

高陽 ワンマウント

坡州 
アジア出版文化情報センター

坡州 キャンプグリーヴス

坡州 DMZ
生態観光支
援センター

光明 光明洞窟

龍仁 韓国民俗村

城南 新丘大学植物園

水原 水原伝統文化館

華城 南陽聖母聖地

龍仁 
エバーランドリゾート

金浦 現代クルーズ

漣川

抱川

東豆川

楊州

坡州

金浦
高陽

議政府
南楊州

九里

河南

城南
果川

義王
安養

光明

始興

富川

安山

軍浦

水原

華城

平沢

烏山

安城

龍仁

広州

楊平

驪州

利川

加平

Map of
Unique Venue
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