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京畿観光公式サイト        
www.ggtour.or.kr
京畿道の旅行情報がひと目で分かる 。
京畿観光公式サイトをご利用ください。

 031-259-4700

京畿道コールセンター 
031-120
電話相談、SMS相談、SNS相談、手話相談(ビデオ通話),
外国語相談(19言語対応)

観光 通訳 案内電話

1330  24時間年中無休
観光案内、観光通訳、観光不便申告、観光警察通報
サービス言語 : 韓国語、英語、日本語、中国語

京畿観光パンフレットの申込み

www.ggtourmap.or.kr
京畿道パンフレットのオンラインダウンロードサービス

  031-255-8424
www.ggtourmap.or.kr

女性緊急電話

1336  女性緊急電話「1366」とは。
365日24時間体制でディーブイなどの相談
緊急保護のための緊急シェルターを運営

■ 京畿北部センター : 京畿道議政府市芚夜路54-1

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

京畿道

ソウル
鬱陵島

独島

大邱
大田

蔚山
釜山

光州

済州

仁川国際空港
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jp.ggtour.or.kr

3号線

京畿道観光地目次  テーマ分類  :    歴史     自然       体験       文化テーマ

1 康川堰 3時
2 京畿道松の実の香りプルンスップ 1時
3 京畿陶磁博物館 4時
4 慶安川生態湿地公園 3時
5 恐龍卵化石山地 7時
6 光明洞窟 7時
7 光明スピードーム 7時
8 光明伝統市場 7時
9 九里漢江市民公園 2時

10 国立樹木園 1時
11 国立アセアン自然休養林 11時
12 宮坪里海松林 7時
13 金浦国際彫刻公園 9時
14 金浦アートヴィレッジ 9時
15 南楊州市立博物館 3時
16 南楊州有機農テーマパーク 2時
17 南漢山城 4時
18 多文化通り 7時
19 茶山遺跡地 3時
20 大阜ヘソルギル 7時
21 鍛冶屋村 2時
22 ザ・グリーム植物園カフェ 3時
23 徳坪恐龍樹木原 4時
24 道徳山キャンプ場 7時
25 東九陵 1時
26 東豆川市京畿北部子供博物館 12時
27 ブタテーマパーク / ブタ博物館 4時
28 ドゥムルモリ(両水里) 3時
29 マジャン湖つり橋 11時
30 マルグムター公園キャンプ場 5時
31 明成皇后生家 3時
32 モンゴル文化村 1時
33 無限想像市民庭園 12時
34 水の香り樹木園 5時
35 バラ山自然休養林 5時
36 半月湖水ドルレギル 6時
37 碧草池文化樹木園 11時
38 星明かり村フォトランド 6時

75 アメージングパーク 12時
76 エーデルワイススイステーマパーク 2時
77 エバーランド 4時
78 驪州市立フォン博物館 3時
79 蓮の花テーマパーク 7時
80 恋人山道立公園 1時
81 漣川全谷里遺跡 12時
82 漣川瓠蘆古壘 11時
83 イエスパーク 4時
84 烏山闕里祠 5時
85 烏山禿山城と洗馬臺址 5時
86 五色市場 5時
87 烏耳島 / 烏耳島先史遺跡公園 7時
88 烏耳島博物館 7時
89 母の里体験村 3時
90 龍門山観光地 2時
91 龍仁農村テーマパーク 4時
92 龍仁チャングムパーク 4時
93 龍仁自然休養森 4時
94 ウリ花植物園 6時
95 ウンジンプレイドシー 8時
96 月串浦口 7時
97 隆陵・健陵 6時
98 儀旺レールバイク 6時
99 議政府カーリング競技場 12時

100 利川テルメデン 4時
101 梨浦堰 3時
102 臨津閣 / 平和ヌリ公園 10時
103 ザラ島 1時
104 自然ナラ 4時
105 才人滝 12時
106 前谷港 7時
107 第3地下トンネル 10時
108 済扶島 7時
109 砥平義兵砥平里戦闘記念館 3時
110 ジップライン加平 2時
111 鉄道博物館 6時
112 青春ミュージアム 3時

39 星明かり庭園宇宙 4時
40 富川ロボパーク 8時
41 富川自然生態博物館 8時
42 北漢山国立公園 11時
43 プチプランス 2시
44 りんご・カンペ 12時
45 サンモル農園 11時
46 山井湖水 12時

47 三聖山伝統寺刹
(三幕寺、安養寺、念佛寺) 6 時

48 西五陵と西三稜 10時
49 瑞雲山自然休養林 5 時

50
ソウル大公園 / 果川ソウルランド / 
国立果川科学館 / レッツランパーク
ソウル / 国立現代美術館果川官

5 時

51 ソヒテーマパーク 4 時
52 城南アートセンター 4時
53 洗美苑 2時
54 世宗大王陵 / 孝宗大王陵 4時
55 逍遥山観光地 12時
56 修理山道立公園 / 修理寺 6時
57 水原華城 5時
58 シーザパーク 3時

59 シーザパーク / 
現代モータースタジオ河南 3時

60 始華湖潮力発電所 7時
61 始興ゲッゴル生態公園 7時
62 神勒寺 / 驪州博物館 3時
63 シーズコーヒー 4時
64 アイランドキャッスル / 

水落山ヒノキ園 12時
65 アチムゴヨ樹木園 1時
66 安山葦湿地公園 6時
67 安城3.1運動記念館 5時
68 安城マッチュムランド 5時
69 安城ファームランド 5時
70 安養1番街 6時
71 安養芸術公園 6時
72 愛妓峯平和生態公園 10時
73 楊州市立張旭鎭美術館 / 

松岩スペース・センター 11時
74 楊平レールバイク 3時

簡単に観光地が調べられます。
サークル(1 day ZONE)を活用し、日帰り旅行コースをつくりましょう。
10km、20km、30kmのサークルがつくられ、近くの観光スポットが分
かりやすくなります。 

1時方向、9時方向、時計をみるように地図を見てください
観光地を時間として分類し、誰でも分かりやすくなりました。

インデックスを活用し、ご自由に！
時計分類、移動時間別の分類、テーマ分
類、周辺観光地との連携など多様な情
報を活用し、様 な々京畿道をお楽しみく
ださい。

2
時

領
域

8時
領

域

6 時 領域 5 時 領域

4時
領

域

3
時

領
域

7時
領

域

1 2 時 領域1 1 時 領域

1時
領

域

9時
領

域

113 チェンジアップ・キャンパス坡州 10時
114 祝霊山自然休養林 1時
115 キャンプ・トン・アイルランド 2時
116 キンテックス /

 現代モータースタジオ高陽 9時
117 炭島海の道 7時
118 台風展望台 11時
119 坡州李珥遺跡 11時
120 坡州出版団地 10時
121 板橋博物館 5時
122 八堂しぶき公園 3時
123 平澤港 / 平澤膠東フェリー 6時
124 平澤湖観光団地 6時
125 抱川スプリングポール 12時
126 抱川アートバレー 12時
127 FEELUX照明博物館 11時
128 漢江野生鳥類生態公園 /

エコセンター 9時

129 韓国マンガ博物館 8時
130 韓国民俗村 5時
131 韓国ジョブワールド 5時
132 韓国伝統ビビンパ体験官 11時
133 漢灘江観光地 12時

134 漢灘江ナヌル橋  / 
ビドゥルギナング滝 12時

135 韓宅植物園 4時

136 ハンファアクアプラネット一山 /
高陽ワンマウント 9時

137 幸州山城 9時
138 ハーブアイランド 12時
139 ヘイリ芸術村 10時
140 洪裕陵 2時
141 和談スップ 4時
142 檜巌寺址 12時
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果川ソウルランド / ソウル大公園 /
国立果川科学館/ 

レッツランパークソウル/
国立現代美術館果川官

韓国ジョブワールド

ウンジンプレイドシー

三聖山伝統寺刹

光明洞窟

ハンファアクアプラネット一山/
高陽ワンマウント

ヘイリ芸術村
チェンジアップ・キャンパス坡州

臨津閣 / 平和ヌリ公園

逍遥山観光地

漢灘江ナヌル橋/
ビドゥルギナング滝

ハーブアイランド

山井湖水

楊州市立張旭鎭美術館 /
松岩スペース・センター

金浦アートヴィレッジ

アイランドキャッスル/
水落山ヒノキ園

ドゥムルモリ
(両水里)

茶山遺跡地

アチムゴヨ樹木園

プチプランス

始華湖潮力発電所

烏耳島/烏耳島先史遺跡公園

済扶島

儀旺レールバイク

龍門山観光地

康川堰

水の香り樹木園

安城ファームランド

和談スップ

イエスパークエバーランド

韓国民俗村

修理山道立公園/
修理寺

京畿道庁

抱川スプリングポール

南漢山城

景福宮

南山タワー/
ペンタトニック：ペインターズHERO

ザ・グリーム植物園カフェ

幸州山城

光明伝統市場

城南アートセンター

板橋博物館

バラ山自然休養林

富川自然生態博物館

富川ロボパーク

安養芸術公園

安養1番街

道徳山キャンプ場
光明スピードーム

愛妓峯平和生態公園

坡州李珥遺跡

第3地下トンネル

台風展望台

才人滝

漣川瓠蘆古壘

漣川全谷里遺跡

檜巌寺址

FEELUX照明博物館

東豆川市
京畿北部子供博物館 抱川アートバレー

国立樹木園

碧草池文化樹木園
マジャン湖つり橋

国立アセアン自然休養林

北漢山国立公園金浦国際彫刻公園

漢江野生鳥類生態公園/
エコセンター

キンテックス/
現代モータースタジオ高陽

西五陵と西三稜

無限想像市民庭園
議政府カーリング競技場

モンゴル文化村

ザラ島

ジップライン加平

恋人山道立公園

洪裕陵
東九陵

鍛冶屋村

九里漢江市民公園

南楊州有機農テーマパーク

南楊州市立博物館

スターフィールド河南/
現代モータースタジオ河南

洗美苑

祝霊山自然休養林

エーデルワイススイステーマパーク

京畿道松の実の香りプルンスップ

烏耳島博物館

大阜ヘソルギル

恐龍卵化石山地
安山葦湿地公園

隆陵・健陵

前谷港

炭島海の道

宮坪里海松林

平澤港 / 平澤膠東フェリー

平澤湖観光団地

ウリ花植物園

月串浦口
始興ゲッゴル生態公園

蓮の花テーマパーク

半月湖水ドルレギル

水原華城

多文化通り
鉄道博物館

慶安川生態湿地公園

八堂しぶき公園

楊平レールバイク

シーザパーク

青春ミュージアム

梨浦堰

砥平義兵
砥平里戦闘記念館

京畿陶磁博物館

驪州市立フォン博物館

明成皇后生家

世宗大王陵 / 
孝宗大王陵

龍仁農村テーマパーク
五色市場

烏山闕里祠

烏山禿山城と洗馬臺址

マルグムター公園キャンプ場

韓宅植物園

瑞雲山自然休養林

安城3.1運動記念館

安城マッチュムランド

徳坪恐龍樹木原

自然ナラ

星明かり庭園宇宙

利川テルメデン

ソヒテーマパーク

神勒寺/
驪州博物館

龍仁自然休養森

漢灘江観光地

ブタテーマパーク/
ブタ博物館

星明かり村フォトランド

りんご・カンペ

アメージングパーク

サンモル農園

母の里体験村

龍仁チャングムパーク

キャンプ・トン・アイルランド

坡州出版団地

韓国マンガ博物館

シーズコーヒー

韓国伝統ビビンパ体験官



京畿道と京畿観光公社選定 京畿道シティツアー
| 軍浦つつじ祭り | 4月 |
20万本のつつじが群落を成しているつつじの里
山において、毎年つつじの開花期に合わせ、4月
末から5月初に開催される。ピンクのつつじが壮
観をなす都心のなかの春の花祭りだ。

 | 華城船遊び祭り | 5月 |
代表的なマリンレジャー祭りとして知られる華
城船遊び祭りは、ヨット、帆船など多様な乗り物
をはじめ、公演、キャンプ、食べ物など楽しみ一
杯のマリン祭りだ。

 | 楊平竜門山山菜祭り | 5月 |
龍門山を中心に12の邑・面から育った各種の山菜を購入することができ、山村村及び山跡村
のテーマ館を運営、シムマニ(薬草狩りの名人)、山神霊体験など多様な山村文化が体験できる
祭りだ。 

 | 安山国際ストリート劇フェスティバル | 5月 | 
安山市を代表する文化芸術祭で、安山文化広場一帯にて韓国内外の様々なストリート公演チ
ームが披露する多彩なストリートパフォーマンスに出会える。

 | 漣川旧石器祭り |  5月 | 
全谷里先史遺跡地と全谷邑一帯で旧石器文化と先史文化を教育・遊び・体験などを通して学
び、楽しめるお祭りだ。

 | 富川国際漫画フェスティバル | 8月 |
富川市一帯で漫画家と漫画愛好家を対象に漫
画産業の活性化を図り、韓国漫画界の歴史と現
在を示すイベントだ。

 | 南楊州茶山文化祭 | 9月 |
南楊州出身の朝鮮時代の実学者である茶山丁
若鏞の実事求是・為民の精神や伝統文化を受
け継いで、地域住民の愛郷心を鼓吹させる文化
イベントとして成長している。

 | 始興ケッコル祭り | 9月  |
ケッコル生態系公園に広がる天恵の環境を通じて、訪問客がケッコルを全身で満喫できる多
彩かつ魅力的なプログラムが満載だ。

| 烏山禿山城文化祭 | 10月 |
朝鮮時代を連想させるようなイベント会場、テーマパークのようおな9の歴史体験空間におい
て多様な体験プログラムを楽しむことができ、家族づれの観覧客の大好評の祭りだ。

 | 驪州五穀ナル祭り| 10月 |
米をはじめ、さつまいも、ピーナッツ、果物など、
驪州で生産される全ての農業特産物が一堂に
会する総合祭りで、驪州の昔の渡し場の様子が
再現される。

 | 水原華城文化祭り | 10月 |
正祖の孝心と世界文化遺産に指定された水原
華城を伝えるため毎年9月に開催されるお祭り
で、水原の代表的な伝統文化観光祭りだ。

 | 安城マッチュム男寺党バウドギ祭り | 10月 |
朝鮮時代後期に市場を回りながら曲芸、舞、歌を披露した男寺党の伝統文化であるバウドギの
芸術精神を継承・発展させたお祭りで、韓国的ながらも世界的なお祭りとして定着している。

 | 利川米文化祭り | 10月  |
利川米の優秀性を伝え、利川産農産物の消費を促進させるために利川市が企画している毎年
10月開催の農耕文化祭りだ。

 | 加平 チャラ島国際ジャズフェスティバル | 10月 |
ジャズ音楽祭で、音楽をよく知らない人々も楽し
めるよう「自然の中で楽しむピクニックのような
お祭り」を目指すことで、ジャズの大衆化と韓国
音楽界の底辺拡大を図っている。

 | 坡州長湍豆祭り | 11月 |
「ウェルビーイング名品・坡州長湍豆」というテ
ーマで、DMZの清浄な環境で育った坡州長湍豆
を広報・ブランド化し、地域経済の活性化に貢献
することができるよう開かれるお祭りだ。 京畿道5つ星、4つ星、3つ星ホテル

多彩で美味しい食べ物を楽しみながら、素敵な旅行を！

時間分類と観光地番号により地図から観光地が簡単に分かります。
各観光地はテーマ別に下記のアイコンを使って便利に利用することができます。

 歴史    自然    体験    文化テーマ 京畿道

代表的なお祭り

特色のある食べ物

城南 鶏粥村民俗村 4時
領域

富川 カチウル食べ物村 8時

華城 松橋里刺身タウン 7時

安養 安養名物スンデコプチャ
ン通り 4時

議政府 名物チゲ通り 12時

坡州 臨津ナル・黄フグ村 12時

金浦 大明浦口刺身タウン 9時

広州
南漢山城伝統韓食村 4時

分院里フナ蒸し煮村 3時

九里 ドルダリ・コプチャン通り 2時

抱川
イドンカルビ通り 1時

ギフィウル鴨村 12時

驪州 川西里マッグクス村 3時

加平 南怡島春川ダッカルビ村 2時

食文化示範通り
水原 羅蕙錫食文化通り 5時

領域

高陽 楓洞愛峴ゴル 10時

龍仁 器興マッカル村食文化通り 5時

城南 栗洞食文化通り 4時

安山
大阜島バンアモリ・食べ物
タウン 7時

伝統食通り、多文化食通り 6時

華城 済扶島モセ通り 7時

南楊州 ミウムナル食文化通り 2時

安養
坪村モッゴリ村食文化通り 6時

芸術公園食文化通り 6時

坡州 マッゴウル・食文化通り 10時

始興 烏耳島食文化通り 7時

楊州 楊州ゴル韓牛村 11時

安城 安城マッチュム食べ物タウン 5時

東豆川 センヨン路マッ通り 12時

加平 雲岳山ウリ豆腐マウル 1時

水原市  031-256-8300  www.suwoncitytour.co.kr

第1コース：半日ツアー
(水原・華城コース)

3月がら10月まで2回/1日(09:50, 13:50) 所要時間: 3 時間 (月、金、
土曜日は未運行)
出発地 ▶ 水原駅観光情報センター(水原駅4番出口)

第2コース：1日ツアー
(水原~光教コース)

3月がら10月まで, 金、土曜日09:50出発、約7時間所要
出発地 ▶ 水原駅観光情報センター(水原駅4番出口)

第3コース：1日ツアー
(水原~隆陵・健陵コース)

日曜日09:50出発、約7時間所要
出発地 ▶ 水原駅観光情報センター(水原駅4番出口)

高陽市  031-975-3838  www.goyang.go.kr

毎週火～日(月曜定休日)、定期コース、
文化体験コース運行 出発地 ▶ アラムヌリ 10:00

城南市  070-7813-5000  seongnamtour.com

毎週土曜日、異なるコースを運行 出発地 ▶  ソウル・シチョン駅 08:00, キョデ駅 
08:30, 城南市庁駅 09:00

富川市  032-656-4306  bucheonculture.or.kr

毎週土曜日運行 出発地 ▶ 富川市庁 10:00

安山市  1899-7687  www.ansancitytour.com

安山文化・芸術探訪、大阜ヘソル道、
団体カスタマイズ型体験コース

毎週火～土

出発地 ▶中央駅 10:00

ソウルから出発する2階建てバスツアー
毎週月～日 
出発地 ▶クァンファムン駅、シンドリム駅 9:30, 
シンドリム駅 10:00

華城市  031-366-8921  www.hscitytour.co.kr

恐竜の息吹き、文化の息吹き、 波の息吹き 、 
自然の息吹き、 平和の息づかい, 

テーマツアーなど

毎週土・日・祝日 (09:00-17:00)

出発地 ▶ 東灘駅-餅店駅-峰潭駅-鄕南駅

南楊州市  031-590-2799  www.nyj.go.kr/culture/274

ヒーリング体験 A,B

4月から11月まで毎月第2・第4土曜日(定期コース)、
随時運行(団体予約コース)
出発地 ▶ 陶農駅(ヒーリング体験A) 10:00,
                     陶農駅(ヒーリング体験B) 9:00

平澤市  031-656-0600  www.ptmunhwa.or.kr

毎週土曜日運行 出発地 ▶ 平沢文化芸術会館 09:00

坡州市  031-940-8516  tour.paju.go.kr

曜日・テーマごとに多様なコースを運行 出発地 ▶  ハプチョン駅 09:30, 雲井駅 10:15, 
汶山駅 10:20

光明市  02-2610-2014  www.gm.go.kr/tr

毎週火～日(月曜定休日)、
2つのコースを運行

出発地 ▶  1路線 KTX光明駅 09:20,                 
                      2路線 クァンミョンサゴリ駅 09:20

広州市  031-760-2468  www.gjcity.go.kr

季節ごとに多様なコースを運営 出発地 ▶  ソウル・シチョン駅 07:30, ソウル・キ
ョデ駅 08:00, 京畿広州駅 09:00

利川市  031-636-2724  www.2000green.com

毎週土・日、3つのコース運行 出発地 ▶ 利川駅 09:40

烏山市  031-8036-7606  www.osan.go.kr/osanCulture

毎週土・日、2つのコース運行 出発地 ▶  烏山大駅09:30(広域コース)、                 
烏山大駅 10:00(管内コース)

楊州市  1544-4590  www.korailtour.com

毎週土・日曜日運行 出発地 ▶  ヤンジュ駅 09:10(Aコース), 10:00(B,Cコース),                             
クパバル駅 09:10(B,Cコース), 10:00(Aコース)

安城市  031-318-1664  www.anseong.go.kr 

毎週土曜日、
季節ごとに多様なコ

ース運行
出発地 ▶  ソウル市庁前 07:30, ソウル・キョデ駅 08:00,                                 

竹田簡易バス停 08:20, 安城マッチュム博物館 09:00

加平郡  031-582-2421  www.gptour.go.kr

Aコース(アチムゴヨ樹木園循環) 毎日随時運行 / 出発地 ▶ 加平ターミナル

Bコース(アチムゴヨ樹木園循環) 毎日2回運行 / 出発地 ▶木洞ターミナル

漣川郡  02-706-4851,
1577-7755  www.dmztourkorea.com

毎週水～日(月・火曜定休日)、
DMZ-train 一日1回運営

出発地 ▶  ソウル駅 09:27,清凉里駅 09:52,            
議政府駅 10:28

ザMVLホテル高陽 ★★★★★ 
京畿道高陽市一山東区太極路20  

 031-927-7700  www.mvlhotel.com

ラマダプラザホテル・水原 ★★★★ 
京畿道水原市八逹区中部大路150  

 031-230-0012  www.ramadaplazasuwon.com

ノボテルアンバサダー・水 ★★★★  
京畿道水原市八逹区德霊大路902  

 031-547-6651  novotel.ambatel.com

コートヤード・バイ・マリオット
・ソウル板橋  ★★★★  
京畿道城南市盆唐区板橋駅路192番ギル12  

 031-8060-2000  www.courtyardpangyo.com

ミリトピアホテル ★★★★  
京畿道城南市寿井区慰礼大路83  

 031-727-9300  www.militopiahotel.com

高麗観光ホテル ★★★★  
京畿道富川市遠美区ギルジュ路66  

 032-329-0001  www.hotelkoryo.net

プルミルホテル ★★★★  
京畿道華城市孝行路480  

 031-8020-0000  www.hotelprumir.com

ロ―リング・ヒルズホテル ★★★★  
京畿道華城市南陽邑市庁路290  

 031-727-9300  www.rollinghills.co.kr

サンバレーホテル ★★★★  
京畿道驪州市江辺遊園地ギル45 

 02-3660-3007  www.sunvalleyhotel.co.kr

現代ブルームヴィスタ ★★★★  
京畿道楊平郡江下面江南路316

031-770-8888  www.bloomvista.co.kr

クラブインナーホテル&リゾート ★★★★

京畿道加平郡加平邑北漢江辺路382  
 031-581-2270  www.clubinner.com

ホリデーインエクスプレス  
水原仁溪ホテル ★★★ 

京畿道水原市八逹区仁溪路116  
 031-5177-0000  www.holidayinnexpress.com

イビスアンバサダー・水原 ★★★  
京畿道水原市八逹区勧光路132  

 031-230-5132  www.ibissuwon.com

コリア観光ホテル水原 ★★★  
京畿道水原市八逹区勧光路175番ギル62 

 031-221-5678  www.koreatouristhotel.com
アレックス72ホテル ★★★  
京畿道水原市八逹区孝園路235番ギル35  

 031-8019-8881  www.alex72hotel.com

ホテル・アレー ★★★

京畿道龍仁市器興区シンジョン路231  
 031-693-9181  www.alleehotel.com

ポラリス観光ホテル ★★★ 
京畿道富川市遠美区所素郷路13番ギル27 

 032-323-1500  www.polarishotel.co.kr
ロイヤルヘリテージ ★★★  
京畿道安山市檀園区中央大路869  

 031-413-2222  www.royalheritage.co.kr

ホテル・スクエア ★★★   
京畿道安山市檀園区ドンサン路81  

 031-490-2132  hotelsquare.co.kr
安山ラソン観光ホテル ★★★  
京畿道安山市檀園区花郎路107 

 031-480-6161  www.rasunghotel.com
ベニキア・ザ・エイジホテル ★★★  
京畿道華城市南陽邑ヨクゴル路3-12  

 031-350-6200  www.thehhotel.co.kr
新羅ステイ東灘 ★★★ 
京畿道華城市露雀路161  

 031-8036-9000  shillastay.com/dongtan

ホテルザ・メイ ★★★  
京畿道南楊州市別内洞2路70

 031-551-8700  www.hotelthemay.com

イルダホテル ★★★  
京畿道安養市万安区万安路71  

 031-443-2700  www.hoteliruda.com
アーバンブティックホテル ★★★  

京畿道安養市東安区興安大路497 
 031-421-0000 

ホテルシエナ ★★★  
京畿道坡州市ソリチョン路31  

 031-943-7260  www.hotelsienna.com

ベニキアプレミアホテル始興 ★★★ 
京畿道始興市平安商街4ギル21

 031-927-7700  www.siheunghotel.net 
レストホテル ★★★  
京畿道金浦市太場路795番ギル151 

 031-988-3534  www.resthotel.co.kr
ホテル・マエストロ ★★★   
京畿道安城市陽城面安城マッチュム大路2134-36

 031-8046-1100  www.maestrocc.co.kr
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| ハーブアイランド | 138 | 
世界各地のハーブを厳選し
て収集・栽培している。ハー
ブをテーマにしたお店、レス
トラン、カフェー、体験場な

どがあり、毎年明り童話祭りが開催される。
  京畿道抱川市新北面清新路947番ギ35
 031-535-6494
 www.herbisland.co.kr

| 逍遥山観光地 | 55 | 
東豆川を代表する名山として、京畿の小金剛
(金鋼山)と呼ばれる所で、登山路がよく整備
されており、秋の紅葉など周辺景色が最高。

京畿道東豆川市平和路2910番ギル145
 031-860-2416
 www.ddc.go.kr

| 抱川スプリングポール | 125 | 
スプリングポールは1年中
利用可能な5,000坪規模の
ウォーターパークである。ウ
ォータースライド、波の出る

プール、露天風呂、サウナなど多様な水遊

び空間やスパ施設が充実し、家族連れの観
光客に大人気。

  京畿抱川市新北面清新路571
 031-536-5025
 www.sinbukresort.co.kr

| ビドゥルギナング滝 | 134 | 
抱川漢灘江の8景の一つで、鳩の巣のよう
にぽっこりと穴の開いた崖という名から因
んでつくられ、天然記念物第537号として指
定された。神秘な雰囲気のため多数の映画
やドラマのロケ地となっている。

 京畿抱川市永北面大会山里410-3
 031-538-2106 
 www.pocheon.go.kr

| アイランドキャッスル | 64 | 
屋内外のウォーターパーク
及びスパ施設をはじめ、ホ
テル及びコンドミニアム、レ
ストラン施設などからなる１

年中運営される都心型の複合リゾート施設
 京畿道議政府市長谷路22
 031-894-0100
 www.island-castle.co.kr

| 漢灘江ナヌル橋 | 134 | 
漢灘江を横切る歩道橋で、国内唯一の玄武
岩侵食河川である漢灘江の柱状節理峡谷
の雄大壮厳さを感じることができる。
長さ200m、大人(80㎏)1,500人に耐えられ
るように設計されている。

京畿抱川市永北面ビドゥルギナングギ
ル207

 031-538-3362
 www.pocheon.go.kr/ktour/index.do

| 山井湖水 | 46 | 
山奥の井のような湖であるという意味であ
る。季節ごとに様変わりし、湖に沿って回る
ドライブコースとしても素敵だが、一時間
程度歩く5km余りのドゥルレ道としても知
られる。

 京畿道抱川市永北面山井湖水路402
 031-540-6350
 www.pocheon.go.kr/ktour/index.do

| アチムゴヨ樹木園 | 65 | 
「楽園を夢見る庭園、アチムゴヨ樹木園」は約300余の白頭山自生植物をはじめ、計
5,000種の植物を保有しており、計20余りのテーマ庭園と2つのショールームに分布植栽さ
れている。映画「手紙」のロケ地でもある。

 京畿道加平郡上面樹木園路432    1544-6703    www.morningcalm.co.kr

| ザラ島 | 103 | 
北漢山の秀麗な景観と芝
草広場、生態文化公園を取
り揃え、環境配慮型のオー
トキャンプ場として人気が

高い。また毎年秋には「‘チャラ島ジャズ・フ

ェスティバル」が開催される。
  京畿道加平郡加平邑ザラ島路60 
 031-8078-8028 
 www.jaraisland.or.kr

| 東九陵 | 25 | 
史跡193号で、朝鮮太祖の健元陵をはじめ、
顯陵、穆陵、崇陵、徽陵、惠陵、元陵、敬陵、
綏陵など朝鮮王朝9人の王様の陵と17人の
王妃、后妃などを安置している王家の陵が
集まっている場所である。

 京畿九里市東九陵路197
 031-563-2909 
 royaltombs.cha.go.kr

| 祝霊山自然休養林 | 114 | 
切り立ったような険しい絶壁、透明すぎる
ほど透明できれいな水、60年を越した五葉
松、蔦紅葉の木がこんもり生い茂った森で
ある。祝霊山自然休養林の抱く秘境は、四
季ごとに衣替えをしい、胸を打つ。毎年5月

になると、祝霊山とソリ山(霜山)ではつつじ
が満開し、またの喜びを与えてくれる。

 京畿道南楊州市水東面祝霊山路299
 031-592-0681
 farm.gg.go.kr

12時領域

1時領域

| エバーランド | 77 | 
目くるめくようなスリルが楽しめるローラ
ーコースターをはじめ、多様な遊具と、目
の前で猛獣をみることのできる「ロースト
バレー」、パンダに出会える「パンダワール
ド」を備えた韓国最大のテーマパーク。

京畿道龍仁市処仁区蒲谷邑エバーラン
ド路199

 031-320-5000
 www.everland.com

| イエスパーク | 83 | 
12万3千坪規模の国内最大の芸術村であ
ると同時に国内最高の工芸芸術村でもあ
る。多様な芸術分野の従事者がコラボレ
ーションし、伝統文化芸術と現代芸術の調
和を披露する。2018年、利川陶磁器フェス

ティバルの開催地でもある。
京畿道利川市新屯面陶磁芸術路5番ギ

ル109
 031-638-1994
 www.facebook.com/yesparkkorea

| 南漢山城 | 17 |   世 界文化遺産

2014年に世界文化遺産として指定された歴
史的な価値を有する山城であり、山城のな
かには行宮をはじめとする崇烈殿、淸凉堂、
池水堂、演武館台などがあり、数百年の長い
歴史が息づく文化遺産として位置づけられ
ている。

 京畿道広州市南漢山城面南漢山城路731
 031-8008-5170
 ggnhss.ggcf.mbdev.kr

| 利川テルメデン | 100 | 
水もよく米もよくよい陶磁器
が生まれるところ、まさに利
川である。見慣れないこと
ろへの旅はときめきと同時

に恐れもある。慣れないことからくる緊張
と不安。よい旅にするためにはよく休まな

ければならない。緊張した体をやさしくほ
ぐし、美味しい料理で心までほぐす旅！利
川へと向かう癒しの旅である。 

 京畿利川市暮加面サシル路984
 031-645-2000
 www.termeden.com

| ドゥムルモリ(両水里) | 28 | 
韓国を代表する絶景スポットの一つ。
北漢江と南漢江が合流して一つになる所
として、400年余りの歳月を生きたケヤキ
がある。神秘な雲海と水煙、日の出と日没
など四季によって幻想的な雰囲気の風景
を生み出す。

  京畿道楊平郡楊西面ドゥムルモリギ
ル123
 031-773-5101    tour.yp21.net

| 康川堰 | 1 | 
漢江の名物だった黄布帆船の姿をイメージ
して作った康川堰は漢江文化館、康川島水
辺公園とともに自然に恵まれた風景を誇る。
特にムルビッヌリという名を持つ堰の夜間照
明は時間帯、季節ことにそれぞれ風変わりの

雰囲気を演出し、大好評を博している。
 京畿道郡驪州邑シンダン1ギル83
 031-887-2833 
 www.yeoju.go.kr

| ザ・グリーム植物園カフェ | 22 | 
絵よりも絵のような綺麗な家。鬱蒼な松ノ
木の山里、欧州風の建屋、約2,000坪の庭
園と幽明山の麓が調和し、60本以上のドラ
マ、映画、CFのロケ地として知られる。

 京畿道楊平郡玉泉面サナサギル175
 070-4257-2210
 www.thegreem.com

| スターフィールド河南 | 59 | 
ショッピング、レジャー、ヒーリングを１ヶ所で
済ませるショッピングテーマパークで、新世
界百貨店、Eマート・トレーダース、メガボック
ス、イレックトロマート、永豊文庫、ノ－ブレン
ドショップ、トイ・キンダム、スポーツモンスタ
ー、 アクアフィールドなどの多様な施設を利
用することができる。

 京畿河南市ミサ大路750
 1833-9001   www.starfield.co.kr

| 梨浦堰 | 101 | 
驪州のシンボル鳥である白鷺
の羽の上に卵を乗せた形で
ある梨浦堰。周りには水中広
場、文化観光、自然型魚道、展

望台などの親水施設とキャンプ場がつくられ、

観光はもちろん、エコ体験やレジャー及び余
暇活動が同時に楽しめる空間として、大人気。

  京畿道驪州市金沙面梨布里5
 031-887-3103
 www.yeoju.go.kr

| 洗美苑 | 53 | 
水と花の庭園で、捨てられていた河川を蓮
華と多様な水生植物を活用して庭園にし
た。夏には満開の蓮華が楽しめる。

 京畿道楊平郡楊西面両水路93
 031-775-1835
 www.semiwon.or.kr

| 龍門山観光地 | 90 | 
龍門山入口につくられた休養タウンで、周
辺には龍門寺、千年を生きる銀杏、龍門山
戦闘戦跡碑など文化遺跡などの見どころ
一杯で、龍門山と中元山から流れる渓谷の
水が美しく、1年を通して訪れるが人が多い。

 京畿道楊平郡龍門面龍門山路782
 031-773-0088      tour.yp21.net

| ソウル大公園 | 50 | 
果川ソウルランド, レッツランパークソウル, 
国立果川科学館,  国立現代美術館果川官
ソウル大公園(ソウルランド、ソウル大公園、レ
ッツランパークソウル、国立果川科学館、国
立現代美術館果川官)

 京畿道果川市大公園広場路102 
 02-500-7335
 grandpark.seoul.go.kr

| 水原華城 | 57 |   世 界文化遺産

朝鮮正祖時代の力作として、総延長5.7㎞
、面積1.2㎢に及ぶ。韓国の建築様式に
おいて画期的な発展を成した史跡として
長安門、八達門、華紅門など多様な建築

物や多くの楼閣などを誇る。
 京畿道水原市八逹区正祖路825
 031-228-4672
 www.swcf.or.kr

| 修理山道立公園 | 56 | 
軍浦、安養、安山市をまたが
る修理山は、軍浦市を屏風
のように取り囲んでいる軍
浦市の鎭山として、2009年

に京畿道で3番目の道立公園として指定

された。修理山は山の規模が大きく、峰が
多いため、幾多の尾根を広がっており、好
みに応じて山登りができる。

 京畿道軍浦市速逹路347-4
 031-390-0435   www.gunpo.go.kr

| 三聖山伝統寺刹 | 47 | 
三幕寺、安養寺、念佛寺 
元曉大師が義湘、尹弼と一緒に小屋をつく
って、修道をしたことから因んで、三城山と
呼ばれてきた。この山には1,000年以上の
伝統お寺である安養寺、念佛寺、三幕寺が
あり、お寺の至るところに京畿道の有形文
化財が位置している。

  京畿道安養市萬安区芸術公園路131
番ギル103(安養寺)

 031-471-4848
 cafe.daum.net/Anyang-Sa

| 儀旺レールバイク | 98 | 
4.3kmにわたる旺松湖水に沿って回るレ
ールバイクに乗って周辺の景観を堪能す
る。渡り鳥の渡来地でもあるここ旺松湖
水には数多くの渡り鳥を観察することが
できる。

 京畿道儀旺市ワンソンモットドン路209
 1670-3110  
 www.uwrailpark.co.kr

| 済扶島 | 108 | 
西海を体験する格好の旅先。一日に二回
の引潮の際に表れる道は「濟扶モーゼ」と
呼ばれ、陸地と島を繋ぐ2.3kmのセメント
鋪装道である。

  京畿道華城市西新面海岸ギル421-12
 031-355-3924
 www.hscity.go.kr

| 烏耳島 | 87 | 
始興市の西南海辺に位置する島ではない
島で、各種の魚介類が特産物の観光地で
あり、新石器時代をはじめ、各時期の遺跡
が何回も発掘され、国家史蹟441号として

指定されている重要遺跡地である。
 京畿道始興市烏耳島路175
 031-310-2332
 www.siheung.go.kr/culture

| 始華湖潮力発電所 | 60 | 
2011年に完工し、現在年間
50万人が使える電力を生産
する世界最大規模の施設で
ある。始華ナレ公園には月

の展望台があって、西海岸のたそがれを鑑
賞することができる。また、スカイウォーク

を利用すると、スリールを満喫しながら、大
阜島の美しい風景が楽しめる。

  京畿道安山市檀園区大阜黄金路1927
 032-885-7530
 tlight.kwater.or.kr

| 光明洞窟 | 6 | 
廃鉱が文化芸術体験と憩いの場として洞
窟テーマパークに生まれ変わる。洞窟内に
ある公演場では芸術公演、ファッションシ
ョー、展示、映画祭など多彩な文化芸術イ
ベントが開催される。

 京畿道光明市駕鶴路85番ギル142 
 1688-3399    www.gm.go.kr/cv

| 水の香り樹木園 | 34 | 
「水と木と人間の出会い」をテーマとし
て、地域及び植物の特徴によって造成され
た20のテーマ園が特徴的である。 昆虫や
鳥類などを観察することができる展示エリ

アも設けられている。
 京畿道烏山市チョンハク路211
 031-378-1261
 mulhyanggi.gg.go.kr

| 安城ファームランド | 69 | 
39万坪に広がる青い牧場において、25種
の家畜とともに四季別に多様な祭りを披
露する農畜産業のテーマパーク。家畜に餌
を与えたり、トラクター馬車で楽しむライム
ギ畑ドライブ、乗馬体験、チーズづくりなど

を体験することができる。
 京畿道安城市孔道邑デシンドゥギル28
 031-8053-7979 
 www.nhasfarmland.com

| 韓国民俗村 | 130 | 
韓国の伝統文化や生活風俗を体験するこ
とのできる伝統文化テーマパーク。伝統家
屋をはじめ、四季の変化に応じた生活文
化をそのまま再現し、多様な体験プログラ
ムや展示、そして伝統的な方式を受け継
いだ生活工芸が楽しめる。

 京畿道龍仁市器興区民俗村路90  
 031-288-0000  
 www.koreanfolk.co.kr

| 韓国ジョブワールド | 131 | 
子供と青少年に多様な職業世界を体験し
てもらうチャンスを提供し、職業に対する
自分の興味と才能をみつけ、未来を設計
することができるようにサポートする国内
最大規模の職業展示体験官。

 京畿道城南市盆唐区盆唐水西路501
 1644-1333
 www.koreajobworld.or.kr

| ウンジンプレイドシー | 95 | 
老若男女、誰でも気軽に楽しめる複合レジャーテーマパークで、室内スキー場、ウォーターパ
ーク＆スパ、ゴルフ練習場などを取り揃えており、年中無休でレジャースポーツが楽しめる。

 京畿道富川市遠美区チョマル路2 
 1577-5773, 032-310-8000                      www.playdoci.com

| 高陽ワンマウント | 136 | 
テーマパークとショッピングモールを融合し
た複合空間として、ウォーターパークとスノ
ーパーク、ショッピングモール、高級スポー
ツセンターを備えている。地上50m高さのウ
ォータースライドと季節を問わず、1年中雪
ゾリが楽しめるスノ－ヒルが代表的である。

 京畿道高陽市一山西区韓流ワールド路300  
 1566-2232    onemount.co.kr

| 金浦アートヴィレッジ | 14 | 
過去と未来が共存し、伝統と芸術が調和
をなす家族配慮型文化芸術コミュニティ施
設。韓屋村と現代的な文化空間が調和する
創作スタジオ、野外公演場など文化施設が

漢江新都市中心に造成されている。
 京畿金浦市モダム公園路170
 031-996-6835
 gimpoartvillage.or.kr

| キンテックス | 116 | 
世界有数の展示会やコンベンションを誘致・
開発し、国内外における一流企業の貿易マ
ーケティングの場となる国際総合展示場。韓
国産業対展、ソウルモーターショーなど有名
展示が毎年開催され、賃貸可能なカンファラ

ンスルーム、オフィス、レストラン及びギフトシ
ョップ、ビジネスセンターなどの施設がある。

 一山西区キンテックス路217-60
 031-810-8114
 www.kintex.com

| ハンファアクアプラネット | 136 | 
差別化された「カンバージェンスアクアリウ
ム」で、水族館ビルでは陸上生物や潮流も観
覧することのできるアクアリウムである。水族
館の「ザアクア」、動物園の「ザジャングル」か
らなっており、展示コンセプトは海から陸上、
空へとつづく生き物の進化である。

京畿道高陽市一山西区韓流ワールド路282
 031-960-8500
 www.aquaplanet.co.kr/ilsan/

| 北漢山国立公園 | 42 | 
花崗岩の地盤が侵食されて長年の歳月に
わたって風化され、あちこちに切り立ったよ
うな険しい岩山の頂上とその挟間を流れる
美しい渓谷。また、2千年の歴史が息づく北
漢山城をはじめとする数多くの歴史、文化
遺跡と100余りのお寺、庵があり、多様な見

どころを提供すると同時に歴史文化学習の
場となっている。

  京畿道楊州市長興面護国路550番ギ
ル102-108
 031-876-5721 
 bukhan.knps.or.kr

| 楊州市立張旭鎭美術館 | 73 | 

張

旭鎭画伯の素朴で単純な精神を称えて多
様な企画展示や教育プログラムを行って
いる。噴水台のある彫刻公園は桜と松の
木が調和をなす癒し所である。

 京畿道楊州市長興面権慄路193 
  031-8082-4245
 changucchin.yangju.go.kr

| ヘイリ芸術村 | 139 | 
芸術家たちが建てた家やアトリエなど芸
術文化空間が集まっている村。文化芸術の
創作・展示・公演・教育などが行われる。ユ
ニークな建築物と造形物などはヘイリな
らではの見どころとなっている。

 京畿道坡州市炭県面ヘイリ村ギル 
 031-946-8551   www.heyri.net

| 臨津閣 / 平和ヌリ公園 | 102 | 
南北分断の現実を体験し、平和の大切さ
を語り継ぐ安保観光スポットとして、京畿
道内では外国人に最も人気のある場所
である。第3トンネル、都羅展望台、都羅山

駅、統一村直販場を回るシャトルバスを利
用することができる。 

 京畿道坡州市汶山邑臨津閣路177
 031-952-7809   tour.paju.go.kr

非武装地帯連携見学(第3地下トンネル)
● シャトルバス:  臨津閣出発 - 第3トンネル - ドラ展望台- 都羅山駅 - 統一村 - 臨

津閣到着(約3時間所要) / 毎週月曜日休み、身分証持参が必要
● DMZ-train:  龍山駅出発 - 臨津江駅 - 都羅山平和公園 - 統一村 - 都羅展望台 

- 第3地下トンネル - 統一プラットフォーム - 龍山駅(約8時間所要)/   
1回/1日運営、10時出発、毎週月・火曜日及び法定休日は休み

 京畿道坡州市汶山邑臨津閣148-53   臨津閣平和ヌリ観光案内所(チケット売り場))
 シャトルバス 031-954-0303, DMZ-train 1577-7755   
 tour.paju.go.kr

| プチプランス | 43 | 
「幼い王子様」をコンセプトに作ったフラ
ンス文化村である。地中海の沿岸を連想
させる散歩路などが調和し合って異国的
な風景を作り出す。フランスの多様な文化
を体験することもできる。

 京畿道加平郡清平面湖畔路1063
 031-584-8200  www.pfcamp.com
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