
トレッキング道コース
• 北漢山トレッキング道 

16コースボルギル (回龍探訪支援センター⇔原道峰入口)
  1号線  回龍駅~望月寺駅    2.9km   1時間30分所要

• 議政府ソプンギル 
大区間7コース、小区間3コース

  1号線  望月寺駅~緑楊駅    議政府軽電鉄  回龍駅~塔石駅
 大区間 49.9km、小区間 21.8km (合計区間 71.7km)  
 コース当たり2時間~5時間所要

• 富川トレッキング道 
1コース郷土遺跡森の道 (素砂駅⇔古康先史遺蹟公園)

  1号線  素砂駅   9km   2時間30分所要

• 楊平ムルソリギル 
1コース (両水駅⇔菊秀駅)

 京義·中央線  両水駅~菊秀駅  13.8km  4時間30分所要

2コース (菊秀駅⇔楊平伝統市場)
  京義·中央線  菊秀駅~楊平駅   16.4km   5時間所要

※ 詳しい情報は下記ウェブサイトをご参照ください。  
     www.koreatrails.or.kr

自転車道コース
• 北漢江自転車道

バルグン広場⇔新梅大橋
  京義·中央線  雲吉山駅~  京春線  江村駅    
 70km   4時間40分所要

• 南漢江自転車道
八堂大橋⇔忠州ダム

  京義·中央線  八堂駅~元徳駅   136km   9時間所要

• 始興グリーンウェイ
ゲッゴル生態公園⇔物旺貯水池

  水仁線  月串駅   7.5km   40分所要

• 牧甘川自転車道
九老洞⇔光明洞

 1号線  九一駅~ 7号線  光明四去里駅  9km  35分所要

• 安養川自転車道
鹽倉橋⇔內谷橋

  9号線  鹽倉駅~ 1号線  堂井駅   50km   3時間20分所要

• 炭川自転車道
清潭橋⇔駒城駅

  8号線 盆唐線  福井駅~ 盆唐線  駒城駅   44km   3時間所要

5月
•漣川旧石器祭
漣川全谷里旧石器祭りは、漣川全谷里遺跡と全谷邑一帯で開かれ、「全谷
里の息の音」というテーマで旧石器文化と先史文化を教育、遊び、体験を通
じて学び、そして楽しむエデュテイメント(Edu-tainment)型の祭りである。  

•安山国際通り演劇際
安山市を代表する文化芸術祭りとして、安山文化広場の一帯で国内外に
おける多様なバスキング公演チームが披露する盛りだくさんのストリート
公演に出会える。 国内公式招待作と海外公式招待作、自由参加作、『ピエ
ロの都市』などの「公演プログラム」だけではなく、都市に活力を吹き入れ
る「偉大なる都市プログラム」では都心のなかで日常生活の空間で別世界
出に合う幻想を経験することができる。 

7月
•富川国際マンガ祭
アジア最高のマンガ祭りである富川国際マンガ祭は「青年」というテーマで
青年の夢や挑戦、熱情、無限な可能性をマンガを介して描くという意味を持
っている。 絶えずに夢を抱き、進化しているマンガの未来を話題に、この時
代を生きて行く青春をマンガ的な見方で考察する。 

•加平チャラ島国際ジャズ・フェスティバル
2004年にアメリカ、日本、スウェーデン、ノルウェーなど12ヶ国の30余チーム
が参加したことを皮切りに、毎年初秋に加平のチャラ島で開催される国際
ジャズ・フェスティバル。 いわゆる「JJフェスティバル」とも呼ばれるこの祭り
は国内外から10万人以上の人が訪れる盛大な音楽フェスティバルである。 

9月
•水原華城文化祭
朝鮮王朝の第22代正祖大王の親孝行と富国強兵の遠大な夢で築城され
た世界文化遺産の水原華城。 水原の代表的な伝統文化観光祭りである水
原華城文化祭は、ハイライトである正祖大王の陵お出ましをはじめ、惠慶
宮洪氏の進宴などの再現催事、さらに水原川で繰り広げられる美しい水原
愛燈祭りなど盛りだくさんの公演と体験行事で構成されている。

•始興ゲッゴル祭り
始興ゲッゴル祭りは、京畿道唯一の内湾干潟である始興ゲッゴルを中心に
開催される生態芸術祭りである。 始興ゲッゴル生態公園の自然環境のな
かで自然と人間が共存する生態の場をつくるために企画され、毎年秋にな
ると始興は始興ゲッゴル祭りでスマイルの幸福都市になる。 

•安城マッチュム男寺党バウドギ祭り
安城は朝鮮王朝時代の男寺党(ナムサダン)のメッカであると同時に総本山
として、韓国大衆文化の中心地であった。 男寺党は朝鮮時代後期に全国の
市場と村を放浪しながら民衆に曲芸、踊り、歌を提供していた集団で、専門
公演芸術家たちに結成された韓国初の大衆芸能集団である。 

10月
•利川米文化祭り
良いお米を生産する利川の米文化祭りは、利川市の象徴である米と農耕
文化の白眉である秋収めを全国的な観光祭りとして蘇らせたフェスティバ
ルである。 子供たちと青少年は伝統的な農耕文化を体験し、大人たちは昔
の郷愁を吟味しながら一緒に楽しむことができる。 また生産者と消費者が
直接会って安い価格で利川米を購入することができる。 

•驪州五穀ナル祭り
驪州五穀ナル祭りはお米をはじめとし、さつまいもやピーナッツ、果物など
驪州で生産されるすべての農産物・特産物が一堂に集まる総合祭りとして
開催され、驪州の昔の渡り場(ナル)を再現して祭りとして蘇らせた特別な
祭りである。 

11月
•坡州長湍豆祭り
面白くておいしいお祭り! 祭りが開かれる臨津閣及び平和ヌリには長湍豆
を形象化した五色の大型杵、豆体験村には小型みそだま麹作り、豆ロース
ティング、豆ゆでなど多様な体験だけではなく、豆腐、豆パン、豆お粥などお
いしい食べ物が楽しめる。 

 

湖と木のハーモニーが美しい樹木園でヒーリング
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朝鮮王朝の正祖大王の親孝行が感じられる朝鮮
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電車料金
区分 交通カード １回用乗車カード
一般(満19歳以上) 1,250ウォン 1,350ウォン
青少年(満13～18歳) 720ウォン 1,350ウォン
子供(満6～12歳) 450ウォン 450ウォン

※ 10km超過～50km未満：5kmごとに100ウォン上乗せ
※ 50km超過時：8kmごとに100ウォン上乗せ
※	首都圏内外を連続して利用する際、首都圏内運賃を先に適用し

た上、首都圏外(平澤～新昌、加平～春川)区間は4kmごとに100
ウォンずつ上乗せ

※	満65歳以上の敬老優遇者、障害者、国家有功者は無料で利用す
ることができる。 

※電車からバスへの乗り換えは4回/1日まで可能

電車で忘れ物をしたときには…
下車してすぐ気づいたときには駅務室に早めに問い合わ
せましょう。 列車番号、利用区間、座席番号、下車時間が
分かると、より容易に捜すことができる。 忘れ物があるこ
とを後で気づいたときには利用線の忘れ物センターを運
営している駅に電話をするか、または各電車運営機関の
ホームページの忘れ物案内ページを確認しましょう。 

忘れ物センターを運営中の駅のご案内
ソウルメトロ  1号線  2号線  3号線  4号線  	

 市庁駅、忠武路駅   www.seoulmetro.co.kr 
 1577-1234

コレイル  
1号線  3号線  4号線  盆唐線  水仁線  京義·中央線  
京春線   

 	九老駅、餠店駅、光云大駅、大谷駅、安山駅、陵谷駅、清凉
里駅、竹田駅、上鳳駅、春川駅、松島駅  
 www.letskorail.com   1544-7788

都市鉄道公社  5号線  6号線  7号線  8号線

 往十里駅、泰陵入口駅   www.smrt.co.kr   1577-
5678

ソウル9号線運営㈱  9号線

 銅雀駅   www.metro9.co.kr   02-2656-0009

新盆唐線株式会社  新盆唐線  
 良才駅   www.shinbundang.co.kr   031-8018-7777

龍仁軽量電鉄株式会社  エバーライン  
 前垈·エバーランド駅   www.ever-line.co.kr  031-329-3551

議政府軽電鉄㈱  議政府軽電鉄  	
 塔石駅   www.ulrt.co.kr   031-820-1004

空港鉄道㈱  空港鉄道  
 黔岩駅   www.arex.or.kr   032-745-7777

電車をご
利用の際の

情報



競馬公園駅   レッツランパーク
競馬スポーツを健全に楽しむことのできる競馬場兼公園。 レ
ース前の馬の状態を観察して優秀馬を予想する「パドック」で
馬と触れ合い、レースが始まったら競走馬や騎手に熱い声援
を送ってみよう。 幸運を呼ぶフォトゾーン、ファミリーコース、
カップルコースなど楽しみどころも満載だ。   

 2, 3番出口   果川市競馬公園大路107   公園常時開放
(2015年7月～2016年6月の工期中は未開放) / 競馬場：金曜日 
09：30～18：00、土・日曜日09：00～18：00   競馬開催日 2,000ウ
ォン、競馬非開催日無料

大公園駅   ソウルランド
ソウル大公園内にあるテーマパーク。 時速85kmで急降下す
る「ショットドロップ」、ケーブル一つにぶら下がってスカイジャ
ンプをする「スカイエックス」など、ダイナミックなアトラクショ
ンが楽しめる。 年間を通じてフラワーフェスティバルやキャラ
クターフェスティバル、ウォーターフェスティバル、ハロウィーン
フェスティバルなどが開催されている。  

 2番出口   果川市光明路181   冬期 09：30～18：00、夏期 
09：30～20：00  1日券 20,000ウォン、夜間券 18,000ウォン

大公園駅   国立現代美術館果川館
絵画から建築、造形、彫刻に至るまで多彩な現代美術作品が
展示されている。 中央ロビーに展示されたナムジュン・パイクの

「多多益善」と野外の彫刻公園に設置されたジョナサン・ボロ
フスキーの「歌う人(Singing man)」は美術館の象徴だ。 毎年9
月には清渓山を背景に「莫溪フェスティバル」が開催される。 

 2番出口   果川市光明路313   3月～10月 10：00～18：00 
(土曜日10：00～21：00)/11月～2月 10：00～17：00 (土曜日10：00
～21：00)、毎週月曜日、1月1日休館  無料(一部の企画展は有料)

仁徳院駅   白雲湖
山裾に抱かれた清らかな白雲湖は、デートや子どもを連れ
てのお出かけにうってつけのスポットだ。 手漕ぎのボートで
湖畔を回ったり、スリル満点の水上スキーにチャレンジしてみ
よう。 周辺には、美味しくてボリュームのあるメニューで有名
なお店や展望の良いカフェもたくさんある。  

 2番出口   義王市鶴峴路113-7   常時開放   無料

安山駅   安山多文化特区
安山の元谷洞は世界各国からやってきた移住労働者が住む

「国境なき町」だ。 週末になると、ショッピングをしにやって
きた外国人で賑わい、通り全体が大きな国際市場に変わる。 
ほとんどの飲食店が現地から調達した食材や香辛料を使用
しており、まるで海外旅行に来たような気分を味わえる。 

 1, 2番出口   安山市檀园区多文化街16   常時開放

牡丹駅   牡丹市場

1962年から始まった首都圏最大の五日市。 毎月4と9の付く
日に市が立ち、全国から集まった商人や客で大賑わいを見せ
る。 地方の特産物を安く購入することができ、生きた家畜の
取引も行われる。 飲み代さえ出せば豚ホルモンの鉄板焼き
が食べ放題の屋台もある。 

 7番出口   城南市中院区遁村大路79    09：00～19：00(店舗
により異なる)

二梅駅   城南アートセンター
市民のための公演や展示が年間を通じて開催される文化空
間。 最先端の音響設備が導入されたオペラハウスやコンサー
トホール、アンサンブルシアター、大衆性と芸術性を兼ね備え
た美術館などで構成されている。 公演や展示を鑑賞した後
は、カフェテリアやお餅カフェでゆったりとした時間を過ごして
みよう。 

 1番出口   城南市盆唐区城南大路808   09:00~21:00  
 プログラムにより異なる

書峴駅   栗洞公園
栗洞湖を中心に造成された広大な公園。 湖の中央には、目
にも耳にも涼やかな大きな噴水があり、スリル満点のバンジ
ージャンプが体験できるジャンプ台も設置されている。 本を
テーマにしたオブジェや遊歩道、カフェがある「本テーマパー
ク」も公園内にある。 

 2番出口   城南市盆唐区文井路145   常時開放

亭子駅   亭子洞カフェ通り

ヨーロッパのオープンテラスのカフェのようにゆったりとした
雰囲気のオシャレなカフェが立ち並ぶ通り。 ゆっくり時間のあ
る週末にブランチを楽しんだり、ほのかな照明が灯る夕方、テ
ラスに座ってコーヒーを飲みながら夜景を眺めるのもよい。 
釜で直接炊き上げた小豆で作ったあんパンや有機農の食材
を使った窯焼きピザなど、様々なメニューが楽しめる。 

 5番出口   城南市盆唐区亭子一路234   10：00～24：00(店舗
により異なる)

梅橋駅   チキン通り
40年の伝統を受け継ぐチキン屋が集まる通り。 ここのチキン
は、鶏を一羽丸ごと釜で揚げる昔ながらの手法にこだわって
おり、さくっと香ばしい。 ボリューム満点なのに値段は安く、
水原市民から長年愛され続けている。 

 7番出口   水原市八逹区正祖路800番ギル   11：30～
00：50 (店舗により異なる)  フライドチキン、昔ながらのチキン 
14,000ウォン、甘辛チキン 16,000ウォン

8号線

水仁線

盆唐線

新盆唐線4号線 京義·中央線
大化駅  キンテックス

アジア5位の規模を誇る韓国最大のコンベンションセンタ
ー。 ソウルモーターショーや韓国産業大展、大韓民国ビュー
ティー博覧会など韓国有数の博覧会だけではなく、大規模
な国際会議や展示も開催されている。 

 2番出口   高陽市一山西区韓流ワールド路408   施設によ
り異なる   行事により異なる

大化駅   ワンマウント
ウォーターパーク、スノーパーク、ショッピングモール、スポー
ツセンターからなるスペース。 歌手PSYの「ジェントルマン」の
MVロケ地でもあったウォーターパークでは、屋内外を駆けめ
ぐるスリル満点のアトラクションやスライドが楽しめる。 年間
を通じて運営されているスノーパークは「北欧のサンタ村」を
テーマに構成されており、ソリやスケート、オーロラショーな
どが体験できる。 

 2番出口   高陽市一山西区韓流ワールド路300   スノーパ
ーク、ウォーターパーク：平日 10：00～19：00、週末 10：00～20：00 

 20,000～40,000ウォン台(シーズン別)

鼎鉢山駅   一山湖水公園
アジア最大の人工湖を中心に造成された公園。 約20万本の
木々が生い茂り、サイクリングロードや子ども公園、音楽噴
水、自然学習園などが設置されており、週末になるとたくさ
んの地元の人で賑わう。 メタセコイアの並木道を抜け、万国
旗がなびくハンウル広場から夕日を眺めるのもおススメ。 

 1, 2番出口   高陽市一山東区湖水路595   常時開放

鼎鉢山駅   ラ・フェスタ
韓国初のストリート型複合ショッピングモール。 地上5階建て
の6つの建物からなり、ファッションアウトレット、雑貨店、テー
マカフェ、映画館、レストラン街などが取り揃えられている。 
全長300mの歩行者専用道路は「文化通り」として整備され
ており、路上公演が頻繁に行われている。 

 2番出口  高陽市一山東区ムグンファ路32-34  
 10：00～23：00 (一部店舗は深夜営業)

三松駅   元堂競馬教育院
広々とした野原で馬がゆったりと草を食む、映画のワンシー
ンのような景色が楽しめる。 ソウルオリンピック障害物競走
競技場として建てられた後、種馬牧場として運営されていた
が、現在は競馬教育院として整備され、お出かけスポットとし
て人気を集めている。 

 5番出口   高陽市徳陽区西三陵ギル233-112  夏期 09：00～
17：00、冬期 09：00～16：30 (毎週月火、旧盆・旧正月定休)  無料

山城駅   南漢山城 
城南と広州にまたがって築造された朝鮮王朝時代の城壁で
全長は12kmに及ぶ。 5つの探訪コースがあり、城郭沿いに散
歩を楽しみたいなら第1コース、歴史の足跡を感じながら歩き
たいなら第2コースがおススメだ。 山腹の高台に位置するた
め、展望がよく、特に西門の展望台からは天の川のように広が
るソウルの夜景が一望できる。 

 1番出口   京畿道広州市中部面南漢山城路784-16
 南漢山城常時開放、行宮:4月～10月 10:00～18:00、11月～3月 

10:00～17:00(月曜日定休)  南南漢山城無料、行宮 2,000ウォン

光明四去里駅   光明スピードーム
競輪選手のヘルメットをかたどった非対称な円形構造をした世界
最大のドーム型競輪場。 年間を通じて屋内で競輪レースが開催さ
れており、屋外のフットサル競技場、ペダル広場、自転車ローラー体
験館、二輪プラザなどで様々なレポーツを楽しむことができる。 毎
週日曜日には、自転車無償修理サービスも行われている。 

 4番出口   光明市光明路721    二輪プラザ：金～日 11：00
～18：00 (施設によって異なる)   無料

光明四去里駅   光明伝統市場
昼夜問わず活気に溢れる京畿道の代表的な伝統市場。 地元
の農家で栽培した野菜から名だたる産地から集められた新鮮
な水産物まで、海の幸・山の幸がひしめく。 煮干のだしの効い
たカルグクスや緑豆ビンデトックなど美味しくてボリューム満
点の食べ物横丁もあり、懐の寂しい人に人気だ。 

 10番出口   光明市光明路918番ギル12-1   10:00~22:00 (店
舗により異なる)

春衣駅   百万輪バラ園
その名の通り、15万株100万輪のバラが咲き誇る公園。 多様
な品種と色とりどりのバラは、夏の訪れが感じられる6月に
見頃を迎える。 美しい色と香りに浸りながら尾根を上ってい
くと、百万輪のバラが一望できる。 

 7番出口   京畿道富川市遠美区陶唐洞山38-3    常年   無料

三山体育館駅   韓国マンガ博物館
韓国に初めてマンガが登場した1909年から現在まで100年以
上にわたって発展を遂げてきた韓国のマンガの歴史を一望で
きる。 常設展示、体験展示、閲覧スペース、アニメーション上映
館で構成されており、マンガ図書館では子どもから大人まで
好きなだけマンガを読むことができる。 

 5番出口   京畿道富川市遠美区吉州路1   10：00～18：00 
 5,000ウォン

板橋駅   板橋生態学習園
花朗公園内にある自然学習の場。 ありのままの森と湿地を
観察し、動植物の生活環境を理解することができる。 3つのテ
ーマを持った展示館と室内温室からなり、曜日ごとに家族で
楽しむ体験教育プログラムが運営されている。 

 1, 4番出口   城南市盆唐区大王板橋路645番ギル21   10：00
～17：00 (毎週月曜日、1月1日、旧盆・旧正月連休休園)   無料

板橋駅   展望台ブックカフェ
北欧神話に出てくる「トールハンマー」のような形をした板橋
クリーンタワーの最上階には、展望台ブックカフェがある。 約
2千冊の蔵書の中から気に入った本を取って窓際に座ると、
板橋テクノバレーのビル群や広大な花朗公園、青空が眼前
に大きく広がる。 

 4番出口   城南市盆唐区板橋路228番ギル55(板橋クリーンタ
ワー)   09：00～18：00、水曜日 09：00～20：00 (毎週日曜日、1月1
日、労働者の日、旧盆・旧正月定休)   無料

汶山駅   臨津閣平和ヌリ公園
分断の象徴である臨津閣の向
こう側につくられた公園。 平和
統一を祈る芸術作品が屋外に
設置されている。 特に「風の丘」
では3,000個の色とりどりの風

車が風の音を奏で、絶景をなしている。 臨津江向こう側の北
朝鮮が眺められる展望台があり、「走り続けたい」さびた鉄馬
の蒸気機関車が展示され、分断の痛みを感じることができる。 

 1番出口   坡州市汶山邑臨津閣路 148-53   常時開放   無料

徳沼駅   妙寂寺
妙寂山の麓に位置する妙寂寺は新羅文武王時代に創建され
たお寺である。 優雅でひっそりと静ずまりかえった雰囲気で
のお寺で、心を清め、テンプルステイも体験できる。 八角７階
石塔と自然洞窟のなかにつくられた羅漢殿、石窟庵本尊仏に
倣った石造釈迦如来座像などの遺物がある。 

 1番出口   南楊州市瓦阜邑シュレ路661番ギル 174   
 04:00~20:00

八堂駅   南漢江自転車道
京畿道八堂大橋から忠州市弾琴大橋までつづく合計
148.5kmに及ぶ自転車道。 南漢江に沿って走ると、美しい景
色はむろん、おいしいお店と遺跡地に辿り着くことができ、楽
しさ満杯。 特に八堂大橋から楊平までつながる27kmの中央
線廃鉄路の区間が独特である。 

 1番出口   南楊州市瓦阜邑八堂里

両水駅   ドゥムルモリ(両水里)

南漢江と北漢江が合流するたドゥムルモリでは、漢江が源を
発するところでもある。 八堂ダムが作られる前は渡し場であ
ったドゥムルモリは、トゥクソムや麻浦渡り場に向かう船人た
ちの憩い場であった。 400年の歳月が息づくはケヤキと水上
に浮かんでいる黄布帆掛け船がまるで絵画のような風景を
演出する。 

 1番出口   楊平郡楊西面両水里697   常年   無料

両水駅   洗美苑
湿地を生態公園に造成した洗美苑は「水を見て心を清め、花
を見て心を美しくする」という意味を込めている。 洗濯板の
模様でつくられた散歩路を歩きながら、可愛らしく造成され
た庭園をみていると、いつのまにか心が清められるような気
がする。 夏になると、蓮華が池いっぱい満開する。  

 1番出口   楊平郡楊西面両水路93   毎月変わる(ホーム
ページを参照)   4,000ウォン

楊平駅   楊平水清い市場
昔からソウルに品物を供給する市場が開かれていたところ
で、特に毎月3日、8日に開かれる5日場は京畿道3大市場と
して挙げられる。 合計400余の店鋪と200余の露店が並び、
毎週土曜日の夕方には多様な食べ物とアート市場、公演が
開かれる「楊平水清い夜市」が開かれる。 

 1番出口   楊平郡楊平邑楊平ザングトギル15   市場日：毎
月 3、8、13、18、23、28日、夜市：毎週土曜日 18：00～24：00

龍門駅   楊平レールバイク
龍門から元徳まで黒川に沿って片道
3.2kmのレールを時速15～20kmで走る
自転車。 山と小川が調和する美しい風
景と共に凉しい川の風を感じながらペ
ダルを踏んで見よう。 2人乗、4人乗バイ
クがあり、恋人同士、または家族で楽し

い時間を過ごすことができる。 事前予約はホームページへ。  
 1番出口   楊平郡龍門面龍門路277   09：00～21：00 (毎

月変わる)   2人乗 25,000ウォン、4人乗 32,000ウォン

烏耳島駅   烏耳島駅
カラスに似ていることからその名がつけら
れた烏耳島は陸続きになっており。 ここの
ランドマークの赤い灯台で記念撮影をし、
灯台の周辺を飛び回るカモメにお菓子を
あげてみよう。 灯台の左右に伸びる堤防道を散歩した後は、
長く伸びる食堂街で新鮮な海産物を味わうことができる。  

 2番出口   始興市正往洞   常時開放

月串駅   月串浦口
昔の塩田跡地が背後にある海に面した入り江。 磯の香りを
かぎながら散歩をし、周辺にある刺身専門店で刺身や焼き貝
を楽しもう。 どのお店に入っても安くてボリューム満点の食事
が出てくる。 近くの水産市場で新鮮な海産物も購入できる。 

 1番出口   始興市月串洞   常時開放

器興駅   ナムジュン・バイクアートセンター
世界的なビデオアーティストのナムジュン・バイクが描いてい
た世の中が窺える美術館。 ロビーから足を運ぶと多様なモ
ニター作品があちこちで観覧客を迎える。 おのずとつながる
作品の中を歩いていると、展示場そのものが一つの巨大な
芸術作品のように感じられる。  

 5番出口   龍仁市器興区ナムジュン・バイク路10   1月～6
月、9月～12月 10：00～18：00、7月～8月 10：00～19：00 (毎週月
曜日、1月1日、旧盆・旧正月当日休日)  4,000ウォン

御井駅   韓国美術館
韓国現代美術を大衆に分かりやすく発信するために設立さ
れた美術館。 常設展示館と企画展視官からなっており、市民
向けの文化芸術アカデミーを運営し、屋外では小規模の音
楽会が開催することもある。  

 1番出口   龍仁市器興区マブック路244-2   冬期 10：00～
17：00、夏期 10：00～18：00 (毎週月曜日、旧盆・旧正月当日休日)   

 3,000ウォン

前垈·エバーランド駅　エバーランド
目くるめくような高さのジェットコースターをはじめ、多様な
アトラクションと猛獣たちを目の前で直接みられる「ロースト
バレー」が名物の韓国最大のテーマパーク。 季節ごとにきれ
いなお花が咲き、夜間には楽しい音楽と共に「ムーンライトパ
レード」が繰り広げられ、見どころと楽しさいっぱい。 
  3番出口   龍仁市処仁区エバーランド路199    10：00～21：00 
(シーズンごとに変わる)  昼間券 52,000ウォン、夜間券 43,000ウォン

エバーライン

議政府市庁駅   議政府ソプンギル(遠足の道)
合計9個コースからなるソプンギルは議政府の自然と歴史、
文化に出会える道である。 議政府出身の詩人千祥炳の詩で
ある「帰天」からちなんで道名をつけた。 直洞テーマ公園、原
心寺などを歩く第1コース「瞑想の道」では土を踏みながら緑
を満喫することができる。 

 2番出口   議政府市議政府洞   常時開放

議政府中央駅   議政府ブデチゲ通り
ブデチゲの本場、
議政府に行ってみ
よう。 50余年前に
在韓米軍部隊から
のハム、ソーセー
ジ、ベーンが唐辛
子とキムチと調和
して今のおいしいブデチゲが誕生した。 ブデチゲ通りには漫
画家の許英萬氏のマンガ『食客』に登場する「おでん食堂」を
はじめ、多くの食堂が軒を連ねる。 

 2番出口   议政府市议政府洞   每家店铺各异
 部队汤8,000ウォン左右(1人份标准)

清平駅   プチプランス

アントワーヌ・ド・サン＝テグジュペリの小説『星
の王子さま』をテーマにつくられたテーマパーク。 築150年の
フランス古宅を丸ごと再現した伝統住宅展示館、異国的な建
屋のなかには小説の登場人物などが設置され、見どころが
多く、マリオネット人形劇が毎日開かれる。 ドラマ「星から来た
あなた」のロマンチックなシーンの背景にもなっている。 

 2番出口 (加平観光地循環バス利用)   加平郡清平面湖畔路
1063   09：00～18：00 (シーズンによって夜間開場)   8,000ウォン

清平駅   アチムゴヨ樹木園

美しい花と木が33万㎡規模の大地に広がっている樹木園。 
韓国式の庭をはじめ、それぞれのテーマを持つ20の庭園か
らなっている。 毎冬12月～3月には庭園のいたる所が幻想
的な明りで飾られる「五色星明かり庭園展」が開催される。 

 2番出口 (加平観光地循環バス利用)   加平郡上面樹木園路
432   08：30～日没まで   9,000ウォン

大成里駅   大成里国民観光地
北漢江辺の広い野原につくられた遊園地。 大成

里駅を中心にキャンプ場とペンションが並
び、大学生の合宿場所として人気であるだ
けでなく、川辺に沿ってつくられた散歩路
と自転車道は、恋人同士のデートコースと

しても遜色がない。 水上スキー、ウェイクボ
ード、バナナボートなどのマリンスポーツも楽

しめる。 
 1番出口   加平郡清平面大成里 392-5
 常年   無料

京春线

議政府軽電鉄

8号線乗換駅  

4号線乗換駅  

7号線

水原駅   水原華城

父の死を悼んだ正祖により建てられた水原華城は、ユネス
コ世界遺産であり、朝鮮王朝後期の「城郭建築の花」と呼ば
れる傑作である。 攻撃と防御施設だけではなく、民のための
生活施設が備えられており、王が行幸時に滞在した華城行
宮も城内にある。 5月～10月には夜間ツアーの「水原華城月
光同行」が運営されている。 

 7番出口   水原市長安区錬武洞190   3月~10月
09:00~18:00，11月~2月09:00~17:00   1,000ウォン

西東灘駅   東灘セントラルパーク
東灘新都市の中央に設けられた公園で、平坦な遊歩道や浅
い丘へと続く森の中の小道を散歩することができる。 「うんち
公園」にあるうんち形のオブジェは子どもたちに大人気で、バ
スケットボール場、サッカー場、ゴルフ場、ローラースケートト
ラック、クライミング場など多様なスポーツ施設がある。 

 1番出口   華城市東灘公園路2ギル 32   常時開放

松炭駅   平澤国際中央市場
米軍と韓国人が入り混じり、異国的な雰囲気が漂う市場。 ト
ルコ、タイ、フィリピンなど様々な国の飲食店が立ち並んでい
るが、特に分厚いパンにぎっしりと中身が詰まった「松炭ハ
ンバーガー」が有名。 独特のスタイルの衣類やミリタリース
タイルの雑貨も購入できる。 毎週土曜日には「ハローナイト
マーケット」夜市が開催されており、屋台が立ち並ぶ。  

 5番出口   平澤市中央市場路25番ギル11-4   
 10：00～22：00 (店舗により異なる)

平澤駅   農業博物館
平澤農業技術センター内にある博物館。 各種農機具や農耕
技術など、昔の人々の農耕生活がありありとうかがえる資料
が展示されており、にぎやかな農楽隊の様子を再現したジオ
ラマや壁画がおもしろい。 博物館の外にある自然テーマ植
物園では、自生植物からハーブ、多肉植物、亜熱帯植物まで
約170種類の花や木々を観察することができる。 

 1番出口   平澤市梧城面チォンオ路33-58   09：00～18：00  
 無料

富開駅   
ウンジンプレイドシー（woongin Play℃）
도可在城市中心享受水上乐园、SPA、高尔夫、滑雪等休闲体
育活动的主题公园，在这个韩国首家室内滑冰场，可一年四
季享受滑雪或单板。 在水上乐园的七个水上滑梯体验惊险
刺激，再去露天温泉缓解疲劳会是个不错的选择。 

 2番出口   富川市远美区Jomaru路2   水上乐园、
SPA10:00~21:00   40,000ウォン左右

逍遥山駅   逍遥山森林浴場
鬱蒼と茂る木々の合間を縫いながら気楽に散歩が楽しめ
る森。 湿地園、花壇、芝生広場、彫刻園、ミニ動物園などが
ある。 4月～10月中は、子どもや児童らを対象に森の生態
系についての理解を深めるための「森解説教室」が運営さ
れている。 

 1番出口   東豆川市上鳳巖洞山21番地   常時開放，森
解説教室は団体予約制で運営   無料

望月寺駅   望月寺
道峰山の中腹に位置する望月寺は、一時間ほど山道を登
ったところにある寺院。 新羅639年に王室の繁栄を祈って
創建された。 もっとも高い所にある霊山殿と岩上の鐘楼が
絵画のような風景をなしており、山の下に広がる都心を一
望できる展望台としても楽しめる。 

 3番出口   議政府市望月路28番ギル211-500   常時開
放   無料

光明站   光明洞窟
首都圏で唯一、都心で洞窟が体験できるスポット。 各見学
路が交わる地点に位置する華やかな「ワームホール広場」、
在来魚と世界各地の魚を観察できる「アクアワールド」、
金の採掘が行われていた光明洞窟の歴史がつめ込まれた

「黄金路」、ワインの試飲ができる「ワイントンネル」などが
ある。 

 7番出口   光明市駕鶴洞山17-1  09：00～18：00 (月曜日
休館)   4,000ウォン

冠岳駅   安養芸術公園
冠岳山の鬱蒼とした森に
造成された安養芸術公
園は「屋根のない美術館」
だ。 渓谷沿いに歩いてア
ーチ橋を渡ると、四方に
芸術作品が展示された登
山路が続いている。 オラ
ンダの建築グループMVRDVが手がけた螺旋形の展望台に
上ると、周辺の景観と安養市内がパノラマのように広がる。 

 2番出口   安養市萬安区芸術公園路131   常時開放   
無料

義王駅   鉄道博物館
韓国鉄道の歴史と未来が一望できる博物館。 蒸気機関車、
ディーゼル機関車、狭軌列車、はと号、統一号などの実物の
列車と補修装備までそのまま移されて展示されている。 内
部の展示室には、韓国初の蒸気機関車からKTXまで、時代
別の汽車の模型が展示されており、機関士になって仮想で
列車の運転が楽しめる「列車運行体験室」(有料：100ウォ
ン)も運営されている。 

 2番出口   3月～10月 09：00～18：00、11月～2月 09：00～
17：00 (毎週月曜日、1月1日、旧盆・旧正月休館)   2,000ウォン

盆唐線乗換駅  

3号線路線沿いに

京畿道ぶらり旅
1号線

板橋駅   板橋博物館
旧石器時代の跡が見られる。 主に古墳を展示している博物
館として、三国時代におけるお墓の様式を比較してみること
もできる。 また、板橋駅周辺には新しいショッピングモールと
ファッション・ストリートが並び、旅行コースとしても格好の場
所である。 

 3番出口からバスで15分   京畿道城南市盆唐区板桥路191  
 09:00-18:00   無料

京畿広州駅   慶安川湿地生態公園

広州地域を流れる慶安川には蓮華植栽地、鳥類観察台、生
態探訪路が備えられた公園がある。 

 京畿広州駅からタクシーで27分。 バスで1時間所要   京畿広
州駅からタクシーで27分。 バスで1時間所要   24時間   無料

昆池岩駅   京畿陶磁博物館 
京畿道広州に位置する陶
磁専門博物館で、分院官
窯とその生産品に対する
資料を収集、保存、研究、
展示の目的で2001年に設
立された。 京畿陶磁博物
館は韓国陶磁文化遺産を収集、保存して一般国民が陶磁文
化に容易にふれることができるよう様々な展示を開催してき
た。 

 3番出口からバスで15分   広州市退村面亭支里447番地一
帯  24時間  無料

利川駅   利川世界陶磁センター 
利川世界陶磁センターは利川市雪峯山公園内に位置する
陶磁器の展示・研究センターである。 世界陶磁芸術の流れと
トレンドが分かる陶磁専門美術館と芸術家たちが創作活動
に専念することができる創作レジダンスと工房、体験施設な
ど複合文化空間からなっている。 

 1番出口   利川市京忠大路2677号街 167-29  09:30-
18:00    3,000ウォン

利川駅   英寧陵  
朝鮮王朝第4代国
王の世宗大王と
彼の昭憲王后を
合葬した御陵であ
る英陵と第17代
国王の孝宗と仁
宣王后の御陵で
ある寧陵を合わせ
て英寧陵と呼ぶ。 世宗は韓国の文字であるハングルを制定
し、孝宗は京畿道でのみ施行されていた大同法を忠清道と
全羅道まで広げた偉績がある。

 1番出口   驪州市陵西面番都里885  09：00～18：30(冬季
17：30)    500ウォン

驪州駅   神勒寺 
新羅時代の元曉大師が創建したと伝わる千年の古寺である
神勒寺は国内では珍しく、
川辺に位置するお寺とし
て南漢江(驪江)の秀麗な
自然景観と調和し、一年
を通して多くの観光客が
訪れる。 神勒寺ではテン
プルステイを行っており、
お寺の文化を体験するこ
とができる。 

 1番出口    驪州市神勒
寺ギル73神勒寺   年中無
休    500ウォン

京春線 京江線

加平郡路線
 加平ターミナル-加平駅-チャラ島-加平レールバイク-南怡島-プ

チプランス- 清平ターミナル-清平駅-アチムゴヨ樹木園など2路線
 031-582-2421 

華城市路線
 梅花里塩田-宮坪沙丘-華城湖渡り鳥探鳥、恐竜卵か化石山地

-牛音島/ ビボン湿地公園など6路線
 031-366-8921 

安山市路線
 安城マッチュム博物館(3.1運動記念館)-文化史跡地-農村体験

-天文科学館-男寺党遊び
 031-582-2421 

安山市路线
 安山文化芸術探訪、大阜ヘソルギル探訪、海香りテーマパーク

探訪、カスタマイズ型体験、ソウル出発ツアーなど5路線
 1899-7687 

楊州市路線
 楊州駅-旧把撥駅-恩平区津寬寺-青巖民俗博物館-昼食-市立美

術館、権慄将軍墓-松岩スペースセンター-旧把撥-楊州駅など3路線
 1544-4590 

水原市路線
 水原観光情報センター-解憂齋-華西門(経由)-華城行宮-長安

門(経由)-華紅門(訪華隨柳亭)-錬武台(国弓体験)-華城博物館-水
原観光情報センターなど2路線

 031-256-8300 

南楊州市路線
 陶農駅-洪裕陵-茶山遺跡地-実学博物館-南揚州歴史博物館

など6路線
 031-590-4243 

富川市路線
 市庁出発-富川市立ハンウル光図書館天体投影室-韓屋体験

村-韓国マンガ博物館-富川ロボパーク-市庁到着など5路線 
 02-706-4851 

漣川郡路線
 新炭里駅-才人滝-全谷先史博物館-ハーブビレッジ-台風展望

台- きらっと市場、漣川駅給水塔-漣川駅
 031-582-2421 

平澤市路線
 三峯鄭道伝遺跡地-民世安在鴻生家-平澤市文化芸術体験場

など6路線
 031-656-0600 

高陽市路線
アラムヌリ-西三稜(競馬教育院)-幸州山城-高陽郷校-中南米文化
院-月山大君祠堂-松江村-キンテックス-ウォンマウント-アクアプラ
ネット-アラムヌリなど4コース

 031-975-3838 

広州市路線
 顯節祠-演武館-行宮-枕戈亭-崇烈殿-昼食-北門-戀主峰甕城-

西門-守禦将台、清凉堂-南門-萬海記念館など6路線 
 031-760-2723 

城南市路線
 市庁-栗洞生態学習院-現代市場(お弁当ツアー)-ジョブワール

ド(工芸展示館)- 南漢山城など季節別路線
 070-7813-5000 

光明市路線 
 KTX光明駅-光明洞窟-栗日飲食文化通り-光明伝統市場-鉄山

駅- 忠賢博物館など6路線
 1688-3399 

坡州市路線 
 合井駅、金村駅-ヘイリ-汶山自由市場-臨津閣平和ヌリ-伴鴎

亭-出版都市-金村駅、合井駅など2路線
 031-949-8888 

驪州市路線
 驪州駅-神勒寺-木芽博物館-康川洑-金銀砂遊園地-黄鶴山樹

木園-明成皇后生家-アウトレット-驪州駅など2路線
 031-882-2345

City
    Bus

     シティツアー

新盆唐線乗換駅  

盆唐線乗換駅  


