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韓国の魅力は
気･興･情のエネルギー!

韓国の魅力を一言で紹介すると、「エネルギー」です。

韓国のようにユニークなエネルギーがぎゅっとつまった国は他にありません。

このエネルギーのおかげで、韓国は短期間で驚異的な経済発展を遂げました。

韓国のエネルギーは、「気･興･情」の3種類に分かれています。

この3つのエネルギーこそが、韓国を訪問する理由であり、

地球上の数多くの国の中で、韓国だけが持つユニークな魅力なのです。

質の高い観光プログラムは、精神的な余裕を与え、創意性を高めるのにとても効果的です。

「気･興･情」のエネルギーが流れるインスピレーションの国! 

韓国ならではのユニークな魅力とエネルギーをたっぷりと感じて、リフレッシュしてください。

湧き上がるエネルギーは、社員の自発性を高めます。
あなたの企業の生産性が驚くほど向上するでしょう。

感性的なエネルギーは、お互いの思いやりを深めます。
あなたの企業は、持続可能な成長を遂げるでしょう。

神秘のエネルギーは、社員の創造力を高めます。
あなたの企業は、世界的な企業となるでしょう。

気(기)

興(흥)

情(정)

韓 国 の エ ネ ル ギ ー
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ビジネス、ファッション、ビューティー、エンターテインメント…

韓国は最新流行の発信地

便利なアクセスと高水準のインフラ

世界レベルの人的資源と優れたITや物流インフラを構築し
ている韓国は、東北アジアのハブ(Hub)に適した地理的な
メリットにより、各種ビジネスの中心地としてその魅力が十
分に認められています。特にアジアの大都市からは、直行
便と経由便を利用して約1～3時間内で到着できるアクセス
の良さを誇ります。快適な韓国の都市は治安がよく、高水
準の応急医療体系を整えており、公共交通網も発達して移
動も便利です。

様々なイベントと多彩なテーマパーティー

IT産業の成功神話のように、「無」から「有」を創り出し
た韓国人ならではの世界トップのノウハウとダイナミック
な雰囲気も、多くの外国人が訪韓する主な理由となって
います。韓流の本場でしか感じられない個性あふれるツ
アープログラム、伝統文化と先端IT技術を組み合わせた
多彩な体験観光、高品格のビューティー･ヘルスツーリズ
ムなどを経験して、韓国の内面的な魅力までたっぷりと
楽しみましょう。

韓国政府によるインセンティブ観光支援

韓 国 に は 、世 界レ ベ ル の 専 門 会 議 施 設 な どの 進 ん だ
MICE(Meeting, Incentive, Conference and Event)インフラ
やホテル、ショッピングセンターなど様々な施設が各地にあ
ります。ユネスコ(UNESCO)の世界遺産を含む豊富な観光資
源を土台に、韓国観光公社･各自治体など関連機関でインセ
ンティブ観光の誘致から開催まで、総合的な支援を惜しみな
く行っています。近年、施行されている韓国政府の中国人個
別ビザ発行制度の緩和措置の拡大などにより、韓国訪問の
利便性は日々高まっています。

※ 参加者の規模に応じて支援内容は異なります。
※ 支援プログラムの申し込みは、KTOの海外支社で受け付けます。

インセンティブ･ツアー支援プログラム

海外支社の連絡先

区     分 内            容

記念品
観光ハガキセット、箸スプーンセット、小銭入れなど
※1000個以上の大量購入をご希望の場合は、既存の記念品他、別途製作も可能です。

公演 価格帯ごとにカスタマイズ公演可能(ナンタ、ジャンプ、ドローイングショー、美笑(ミソ)など)

観光地の割引 漢江遊覧船、民俗村、博物館、その他観光地の割引または無料入場を支援

歓迎行事
入国場での歓迎行事(バナー掲示、韓服のコンパニオンまたは韓国のマスコット「チョロンイ･セクトンイ」 
仮面のコンパニオン、花束贈呈、記念写真など)

事前視察支援 通訳、ガイド、交通など(500人以上の団体、3人まで)

団体体験活動
各種見学の手配支援(サムスン･ディライト広報館、古宮など)
団体体験(キムチ博物館、茶菓作り、テコンドー体験、韓服の試着)など

支社名 住所 電話 E-mail
東京 〒100-0011　東京都千代田区内幸町1-1-7 NBF日比谷ビル16階1611号 +81-3-3508-2384 tokyo@visitkorea.or.kr
大阪 〒541-0053　大阪市中央区本町3-1-9 KALビル8階 +81-6-6266-0828 osaka@visitkorea.or.kr
福岡 〒812-0011　福岡市博多区博多駅前2-1-1 朝日ビル5階 +81-92-471-7174/5 fukuoka@visitkorea.or.kr

名古屋 〒460-0003　名古屋市中区錦2-18-19 三井住友銀行名古屋ビル1階 +81-52-223-3211~2 nagoya@visitkorea.or.kr

北京
Korea Tourism Organization, 3/F, Korea Center Building Guanghua Xili 
Chaoyang Beijing 100020, China

+86-10-6585-8213/4 beijing@visitkorea.or.kr

上海 Room 502, Huizhi Building, No.396 Caoxi Rd.(N) Shanghai, China +86-21-5169-7933 ssanghai@mail.knto.or.kr

広州
KTO Guangzhou Office, 1/F  Fortune Plaza, No.114-118, Tiyudong Road, 
Guangzhou, 510620, P.R. China

+86-20-3893-1639 kntogz@126.com

青島 Room 16-B2, Yangguang building, 61 HK Rd. Qingdao, China +86-532-8587-5692 qdknto@yahoo.com.cn

瀋陽
Room 703, Tower C, President Building 69 North Heping Street 
Heping District, Shenyang, China

+86-24-2281-4155/4255 kto_sy@126.com 

香港
Unit 2202-2203, 22F. World Trade Centre, 280 Gloucester Road, 
Causeway Bay, Hong Kong

+852-2523-8065 general@knto.com.hk

台北
Rm. 2213, 22th Fl., Int’l Trade center Bldg. 333 Keelung Rd. Sec. 1, 
Taipei 10548 Republic of China

+886-2-2720-8281 kntotp@ms5.hinet.net

シンガポール Samsung Hub 3 Church Street #01-02 Singapore 049483 +65-6533-0441/2 kntosp@pacific.net.sg

バンコク
ESPLANADE, G Fl.,Unit no. G02A 99, Rachadapisek Rd, Dindaeng, 
Bangkok 10400 Thailand

+66-2-354-2080/2 koreainfo@kto.or.th

シドニー
Level 18(Suite 1807) Australia Square Tower, 264 George St. Sydney, 
NSW 2000

+61-2-9252-4147/8 visitkorea@knto.org.au

ドバイ 19th Fl., Dubai World Trade Center, P.O.Box 9488, Dubai, UAE +971-4-331-2288 knto@eim.ae
クアラルン

プール
Suite 7-03, 7th Floor, Menara Hap Seng, Letter box No.39, Jalan P. Ramlee, 
50250, Kuala Lumpur, Malaysia

+60-3-2143-9000 info@knto.com.my

ニューデリー
GR-03, Multiplex Bldg., Select City Walk, Saket District Center, New 
Delhi-110017, India

+91-11-4609-5707 india@knto.or.kr

ハノイ 10th fl, Daeha Business Center, 360 Kim Ma, BaDinh District, Hanoi, Vietnam +84-4-3831-5180/~2 yoonclub@knto.or.kr
ジャカルタ Suite 304. Korea Center 3th Floor. Jl. Gatot Subroto kav. 58 Jakarta +62-21-525-5466 internet@knto.or.kr

ロサンゼルス 5509 Wilshire Blvd., Suite 201 Los Angeles, CA90036 +1-323-634-0280 la@kntoamerica.com
ニューヨーク Two Executive Drive, Suite 750, Fort Lee, NJ 07024, USA +1-201-585-0909 ny@kntoamerica.com

トロント 700 Bay Street, Suite 1903 Toronto, Ontario, M5G 1Z6 Canada +1-416-348-9056/7 toronto@knto.ca
フランク

フルト Baseler Str 35-37 60329 Frankfurt am Main Germany +49-69-234973 kntoff@euko.de

パリ
Tour Maine Montparnasse 33 Avenue du Maine, B.P.169 75755 Paris 
Cedex 15, France

+33-1-4538-7123 ontcparis@gmail.com

ロンドン 3rd Fl., New Zealand House, Haymarket, London, SW1Y 4TE, UK +44-20-7925-1717 london@mail.knto.or.kr

モスクワ
4th floor, Business-center Mosalarko Plaza, 16, Marksistskaya str., Moscow, 
109147, Russia

070-8280-2792 kntomc@visitkorea.or.kr

ウラジオ
ストック

Vladivostok Business Center “Hyundai” Office 501, 29, Semyonovskaya str., 
Vladivostok, 690091, Russia

+7-4232-49-1154 knto_vl@mail.ru
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韓国には神秘の気運があります。

韓国人の精神の中にゆうゆうと流れるこの神秘のエネルギーは、

熱情的な企業文化を誕生させ、

世界中にユニークなブランド「韓国」を作り出しました。

韓国の一流企業を通して、自然を通して、伝統を通して世界中にますます広がり続ける

韓国の神秘の気を体験してください。

韓国の企業家精神と企業文化

自然と環境の美しい力

韓国にしかない韓国人の暮らし

韓国の魅力「気」기
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韓国経済の成功神話が生きている

サムスングループ

韓国の
企業家精神と
企業文化 1

1938年にサムスングループの始まりである「三星商

会」の設立から、現在38社の系列会社を持つ超一流

企業に成長した背景には、何よりも創業者「湖巌･李

秉喆(イ･ビョンチョル)」の前向きで挑戦的な企業家

精神が挙げられます。今日、世界一の半導体事業を

創り上げたことをはじめとし、多くの分野でサムスン

がおさめた成功の秘訣は、李秉喆の優れた事業的手

腕と企業家的な考え方にあったといっても過言では

ありません。李秉喆は、生前「人材」と「技術」に基

づいた最高の製品とサービスを強調したことでも有

名です。

21

43 5

湖巌(ホアム)生家 1

湖巌･李秉喆(1910～1987)は、1938年から事業に専念し、韓国一の
企業「サムスン」を創業して成長させた韓国企業家の代名詞です。
湖巌生家は、1851年に祖父が自ら韓国伝統家屋様式で建て、数回
の増改築を経て現在の姿になりました。「圧縮成長」という韓国の
成功裏に達成した産業化において、大きな基盤となった彼のリー
ダーシップが再確認できる場所です。

位置 : 慶尚南道宣寧郡正谷面中橋理723
時間 : 火～日曜日10:00～17:00(毎週月曜日休館)
www.samsungfoundation.org /お問い合わせ : +82-55-573-0723

サムスン･デジタルシティ 2

韓国の半導体産業の目覚ましい歴史と共に、サムスン電子のプラ
イドを目で直接確認できる場所です。世界テレビ市場で首位のサ
ムスン電子･映像ディスプレー事業の現状が分かり、サムスン3D対
応LED液晶テレビをはじめとする3Dテレビのラインナップを見学
することで、サムスンの技術力を体験できます。 

位置 : 京畿道水原市霊通区梅灘3洞416
www.sec.co.kr /お問い合わせ : +82-31-200-1114

湖巌美術館/熙園(ヒウォン) 3

韓国の伝統庭園と美術館の趣を十分に感じることができる場所で
す。湖巌美術館と熙園は、韓国の国宝級の美術品をはじめとする
ジャンスン(村の守り神の木像)、石塔、コッタム(石垣)など様々な作
品を収集･展示する伝統庭園と美術館です。

位置 : 京畿道龍仁市処仁区蒲谷邑稼室里204
時間 :  火～日曜日　10:00～18:00(チケット販売は17:00まで)　 

毎週月曜日･1月1日･旧正月･秋夕は定期休館
http://hoam.samsungfoundation.org
お問い合わせ : +82-31-320-1801～2

サムスン･ディライト(D’light)4

ディライト(D’light)とは、デジタル(digital)とライト(light)の合成語
で、「デジタル世界を照らす光」を意味します。自然の光･大地･水を
モチーフに作られた地下1階･地上2階建てで、世界ITシェア首位の
サムスン電子の先端製品を利用し、自由にコンテンツを作って楽
しみながら様々なライフスタイルも体験できるのが特徴です。

位置 : ソウル特別市瑞草区瑞草洞1320 サムスン電子ビル
時間 : 月～土曜日　10:00～19:00(毎週日曜日･祝日休館)
www.samsungdelight.com /お問い合わせ : +82-2-2255-2277

サムスン美術館「リウム(LEEUM)」 5

創造経営は、まさに「デザイン経営」というサムスンの高い芸術的
センスを象徴する場所です。サムスングループの創立者が収集した
韓国の国宝級の古美術品や朝鮮王朝の絵画など韓国の文化財を
はじめ、韓国の近現代作家や世界的に有名な現代美術家の作品に
出会えます。

位置 : ソウル特別市龍山区漢南洞747-18
時間 :  火～日曜日 10:30～18:00    

(毎週月曜日･1月1日･旧正月･秋夕は休館)
予約 :  団体予約　火～金曜日の午前10時30分から午後3時30分まで1

時間おきで予約可能。
www.leeum.org
お問い合わせ : +82-2-2014-6900
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不可能を現実に作り出す前向きな

現代

峨山(アサン)記念展示室 1

現代重工業蔚山本社の文化館内にあり、峨山･鄭周永の人生と業
績を様々な視聴覚資料により紹介します。峨山の生涯や哲学、経
済活動、社会貢献、未来を切り開く現代重工業など4つのテーマで
構成され、彼の開拓精神を一目で見ることができます。

位置 : 蔚山広域市東区方魚津循環道路1000
時間 : 月～金曜日　09:00～16:00(12:00～13:00を除く)
予約 : 外国人訪問客は、電話後オンライン申し込み
www.hhi.co.kr /お問い合わせ : +82-52-202-2232～5

峨山病院 2

5年連続で韓国で最も尊敬される企業の総合病院部門で首位に選
ばれるなど、韓国医療の中心として先端医学研究と医療の発展を
リードしている病院です。韓国で最も競争力のある総合病院とし
て、グローバル競争をリードしている医療産業における競争力を確
認できます。外国人もトップレベルの人間ドックサービスを体験で
きます。

位置 : ソウル特別市松坡区風納2洞388-1
www.amc.seoul.kr /お問い合わせ(人間ドック) : +82-2-3010-5939

現代自動車･蔚山工場 3

単一工場の規模では世界最大、韓国自動車産業の産室です。現代
自動車は継続的なグローバル経営体制の構築と品質向上に支えら
れ、ブランド価値が大幅に上昇しており、海外有数の評価機関とマ
スコミで好評の中、5年連続で「世界トップブランド･ベスト100」に
選ばれるなど、グローバル自動車メーカーとして位置づけられてい
ます。自動車製造工場と輸出埠頭の見学が１時間行われます。

位置 : 蔚山広域市北区楊亭洞700
時間 : 月～金曜日　09:00～11:00、13:00～15:30
予約 : 外国人訪問客は、電話後オンライン申し込み
http://pr.hyundai.com /お問い合わせ : +82-52-280-2232～5

崇実大学校･鄭周永経営学特講 

現代の精神とも呼ばれる創造的叡智、積極的な意志、強靭な推進
力などについて調べることができる時間です。韓国経済のダイナ
ミックな産業現場の軌跡を探険することができます。崇実大学校
ベンチャー中小企業学科が準備した特別講義プログラムを通して
「鄭周永の成功秘訣と考え方」を学びましょう。

位置 : ソウル特別市銅雀区上道洞511番地
時間 : 訪問客の規模や講師の事情などにより、事前調整が必要
www.ssu.ac.kr /お問い合わせ : +82-2-820-0590

1 32

韓国の
企業家精神と
企業文化 2

現代重工業･造船所のドック全景

1937年に「京一商会」という小さい米屋からスター

トした現代グループは、創業者「峨山･鄭周永(チョン

･ジュヨン)」が最善の努力と誠実な姿勢で使命感を

持って働いた結果、現代自動車･現代重工業･現代建

設などを世界的な企業に成長させることができまし

た。勤勉ならば何でも成し遂げることができる、とい

う信条の持ち主である鄭周永は、常に積極的で前向

きな姿勢で社員を励ましました。危機状況では自ら

率先して取り組むことで、不可能に見えたこともやり

遂げてしまう模範を示したため、組織全体の尊敬を

引き出すことができました。
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韓国の
企業家精神と
企業文化 3

閑静な遊園地に過ぎなかった南怡島は、1990年代のアジア通貨危機以降、文化や芸術、環境が調和した

観光地への変身を図りました。2000年に「株式会社南怡島」に商号変更し、2001年の第二創業宣言後は、

環境･文化･芸術に係るコンテンツに集中投資し始めました。2001年に27万人だった訪問客数は、2010年に

200万人を超える成功を収めています。

南怡島ツアー
CEOの文化的感受性とユニークな逆転の発想が、深刻な経営危機
に陥った平凡な遊園地をどのように変化させたのか考えてみる時
間です。李明博(イ･ミョンバク)大統領が、自ら韓国の公職者に南怡
島の成功例に学ぶことを勧めるほど、南怡島は創造経営の代表的
な成功例に選ばれます。ドラマ「冬のソナタ」のロケ地という魅力
だけでなく、南怡島は文化･芸術･環境が調和した観光地として島
全体にわたって多くの見どころを提供します。また、ここの全社員
は終身雇用であるため、一生献身と情熱をもって働けるというプラ
イドを持っています。

生態と蘇生のリサイクル文化体験
グリーンショップ体験工房では「野草紙作り」、「木のペンダント
作り」、切れ端布を利用した「ミミズク携帯ストラップ作り」、捨て
られる垂れ幕の布をリサイクルする「お絵かきバッグつくり」など
自然と蘇生の意味が込められた体験を提供します。南怡島環境学
校では、島で枝打ちをした木を切って作った木材チップや松かさ、

メタセコイアの実などを利用した「木の額縁作り」をはじめとして
「天然ハーブ石鹸作り」など多彩なロハス体験プログラムが提供
されます。また立ち乗り電気自転車「トライウェイ」と電気自動車
で島全体を遊覧することもできます。

南怡島の作家と共にする工芸体験
南怡島工芸院で専門家の指導による陶磁器、ガラス工芸、木工
芸、染色工芸、紙工芸などの体験を提供します。「野生花の植木鉢
作り」、「オリジナルカップ作り」、「皿作り」など、週末に1～2時間
の体験をし、3～4週後に完成した陶磁器を宅配便で受け取ること
ができます。「オリジナルの絵付けマグカップ」は完成した陶磁器
マグカップに自ら絵を描き、1時間ぐらい窯で焼いてその日のうちに
持ち帰ることができます。

位置 : 江原道春川市南山面芳荷里198番地
時間 : 年中無休、初便07:30  最終便21:45
www.namisum.com /お問い合わせ : +82-31-580-8114

グラフィックデザイナー、イラストレータ
ー、プランニング･ディレクター、市民文化
および環境運動家として活動しながら、
現在南怡島を中心にするテーマ･カントリ
ーのデザインに取り組んでいます。
独創的な発想と想像力、そして奇抜な経
営革新により南怡島を再創造した康禹鉉
のリーダーシップは、韓国で一時期話題
になりました。韓国の各企業も、ただの
裸地に過ぎなかった不毛地を名勝地に
リデザイン(Re-Design)して成功させた
CEOのマインドを学ぶために南怡島を訪れています。

■ 団体の性格や日程、CEOのスケジュールについて協議後、講演可能
■ やむを得ない場合、役員クラスが講演代行
■ 講演は事前に十分な協議を経てから進行可能

CEO康禹鉉(カン･ウヒョン)
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挑戦と情熱が開花させた韓国の企業文化とIT産業

企業探訪

韓国の
企業家精神と
企業文化 4

デジタル･パビリオン 1

今日のIT技術は、様々な形態で人々の暮らしをより便利で幸せな
ものに変えつつあります。韓国の先端IT技術展示館「デジタル･パ
ビリオン」では、将来の経済成長と社会変化をリードするIT技術を
直接体験できます。特に、ここは最近の韓国ITが発展する姿を一目
で見られるDMC(Digital Media City)団地内にあり、多様な観光資
源と連携できるメリットにより、外国人観覧客が増加しつつありま
す。

位置 : ソウル特別市麻浦区上岩洞DMC C5ヌリクムスクエア内
時間 :  月～土曜日10:00～18:00(1月1日･ 旧正月･秋夕は休館) / 16:30ま

で入場可
予約 :  オンラインで3日前までに要予約   

4D/VR映像館は現場でチケット購入後、観覧可
www.digitalpavilion.co.kr /お問い合わせ : +82-2-2132-0500～2

ポスコ(POSCO) 2

1968年に鉄鋼不毛地から出発したポスコは、過去40年間韓国の
経済発展における牽引役を果たしました。資本･技術･経験がない
「無」の状態から韓国初の一貫製鉄所建設への長い旅路に出た
同社は、迎日湾と光陽湾の神話を受け継ぎながら、世界で最も競
争力のある会社に成長しました。継続的なサービスの効率化･生産
性の向上･新しい技術への挑戦などは、同社がグローバルリーダー
として飛躍できるエネルギーとなりました。ポスコツアーは、人々
の生活に深くかかわる鉄に対する有益な知識を体験し、巨大な製
鉄所の実際の姿を観賞する良い機会となります。また浦項製鉄所
内にあるポスコ歴史館では、同社の過去と現在、そして未来への
夢と希望を確認できます。

位置:慶尚北道浦項市南区槐東洞1
予約 : 浦項製鉄所　月～土曜日　09:00～16:00 /ホームページから予約

ポスコ歴史館　月～金曜日09:00～18:00、土曜日10:00～17:00
オンライン･電話･FAXによる予約

www.posco.co.kr
お問い合わせ : +82-54-220-1114、+82-2-3457-0114

http://museum.posco.co.kr
お問い合わせ : 
+82-54-220-7720

斗山重工業
斗山重工業は、産業の基礎素材である鋳鍛造から原子炉、ボイラ
ー、タービン、発電機などの発電設備をはじめとした海水淡水化設
備や水処理設備、運搬荷役設備などを製作し、韓国内外のプラン
ト市場に供給することで、国家経済発展の牽引役を担っています。
広報館見学と工場外部巡りプログラムにより、素材から設計･生産･
施工やサービスまで一括生産管理を行う斗山重工業のシステムが
確認できます。

位置 : 慶尚南道昌原市城山区貴谷洞555
時間 : 平日09:00 ～17:00(土･日･祝日･会社休暇期間は休館)
予約 : 訪問日から最低3日前までにホームページから予約
www.doosanheavy.com /お問い合わせ:+82-55-278-6114

ソウル市アリス
アリス(阿利水)は、高句麗時代に漢江を称した言葉で、今はソウル
市の水道水の名前として使われています。ソウル市アリスは、訪問
客がソウルの水を味わって、楽しんで、学ぶことができるように各
種アリス観光コースをご用意しています。
１コース : 歴史探訪の道
トゥクソムアリス浄水センター→水道博物館→ソウルの森
２コース : 体験遊び探訪の道
アリスの国→九宜浄水センター･九宜文化財
3コース : 環境に優しい探訪の道
永登浦高度浄水センター→西ソウル湖公園

http://arisu.seoul.go.kr
水道博物館(お問い合わせ：+82-2-3146-5936)
トゥクソム（纛島）アリス浄水センター
(お問い合わせ：+82-2-3146-5555）
九宜文化財(お問い合わせ：+82-2-3146-5954）
九宜アリス浄水センター(お問い合わせ：+82-2-3146-5400）
永登浦アリス浄水センター(お問い合わせ：+82-2-3146-5600）
 

済州三多水(サムダス) 3

ユネスコ世界遺産に登録された済州道の清浄地域で汲み上げた
済州三多水は、世界3大火山岩盤水に挙げられています。巨大な
済州道の火山岩盤が自然フィルターの役割をすることで、不純物
は完全に除去され、天然ミネラル成分が自然に溶け込んでいるた
め、水の味がまろやかでスッキリしているのが特徴です。工場見学
プログラムは、広報ビデオの上映と現場見学で、済州三多水の徹底
した水質と工程管理ノウハウを学ぶことができます。 

位置 : 済州特別自治道済州市朝天邑橋来里山70
時間 : 月～金曜日10:00～17:00(休日･祝日は見学不可)
予約 : 事前予約制、当日予約不可
www.jpdc.co.kr /お問い合わせ : +82-64-780-3505

ダウム･グローバルメディアセンター(GMC)
済州別自治道に位置したインターネット企業「ダウム(DAUM)」のグ
ローバルメディアセンターは、韓国IT企業の活力あふれる企業文化
をはじめとし、感覚的なインテリア、社員福祉、独創性、マーケティ
ング･ノウハウなどを体得できる代表的な場所です。ここでは独創
的な勤務空間･社員福祉空間･自然空間があり、三つの要素が相互
有機的に繋がるニューメディアの真の姿を経験できます。

位置 : 済州特別自治道済州市梧登洞1730-8
時間 : 月～金曜日10:00～17:00(祝日/昼休みは除く)
予約 : 10人以上訪問でき、2週前までに要事前予約
http://jeju.daum.net/event/gmc /お問い合わせ : +82-64-795-1500

NHNグリーンファクトリー 4

韓国IT市場の最強者と評価されるNHNは、インターネット･サービ
ス提供会社という特性を「知識を生産するグリーン工場」に比喩し
て、本社社屋を「NHNグリーンファクトリー(Green Factory)」と名
付け、自社の本質と文化を表現するために直接デザインしました。
創立10年を記念して建てられた同社屋は、スペースとブランディン
グに関心を持つ多くの人々にとって好奇心の対象になっています。
関連専攻者限定で見学プログラムも運営しています。グリーンファ
クトリー1･2階にある「ライブラリー1」では、同社の最もコア競争力
になるデザインとITに関する約2万冊の本が展示されています。

位置 : 京畿道城南市盆唐区亭子洞178-1
予約 :  見学の場合、電話で問い合わせ後申し込み、「ライブラリー1」は

電話またはオンライン事前予約制を運営
www.nhncorp.com /お問い合わせ : +82-1588-3830
http://library1.nhn.com /お問い合わせ : +82-31-784-4898

坡州(パジュ)出版都市 5

京畿道坡州市に160万㎡の敷地で造成された、韓国出版文化産業
の新しい中心地です。自然と呼吸する環境にやさしい文化空間で
あると同時に、建築美を認められた美しい建物により、多くの観
光客が訪れています。また、世界的な出版都市に飛躍し、海外から
の観光客も着実に増加しており、名実共に文化観光都市に位置づ
けています。

位置 : 京畿道坡州市交河邑文発里
時間 :  10:00～18:00坡州出版都市広報館は365日開放  

本屋通りはアウトレットごとに個別休館
予約 : 予約なしでツアー可能
www.pajubookcity.org /お問い合わせ : +82-31-955-4386

ヘイリ芸術村 6

1998年の創立総会を始め、ヘイリは15万坪に美術家･音楽家･作家･
建築家など約380人の芸術家が会員として参加し、自宅やアトリ
エ、美術館、博物館、ギャラリー、公演会場などの文化芸術空間が
建られています。芸術家が夢見る、地上で最も美しい村として創作
空間･展示空間･公演空間･祭り空間･教育空間･談論空間･国際交流
空間･創作住居空間などで構成されています。韓国内外の有名建築
家による個性あふれる建築物も観光客を楽しませてくれます。

位置 : 京畿道坡州市炭県面ヘイリ
時間 :  ほとんどが月曜日休館    

(月曜日オープン空間はホームページで別途確認)  
10:00前後～18:00前後

予約 : 予約なしでツアー可能
www.heyri.net /お問い合わせ:+82-1588-7387 / +82-31-946-8551

6

3 52 4

斗山重工業

1 デジタル･パビリオン
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漢江の奇跡、韓国経済成長の象徴

漢江

自然と環境の
美しい力 1

1950年代の戦争の廃虚から世界的な経済中心地に生まれ変わった韓国の高速経済成長は、「漢江の奇跡」と言われます。ソウル中心

部を流れる41.5kmの水路に沿って広がる森の元気な自然生態を体験し、のんびりと休息を満喫し、レベルの高い各種イベントが体

験できます。また世界最長の橋噴水「月光虹噴水」、世界初の開閉式水上舞台の「フローティング･ステージ」などを回りながら、水の

循環と環境にやさしい価値を新たに発見することができます。

漢江の12公園 1

漢江は、自然生態公園への変化と共に、世界レベルの水辺文化空
間を目指して計画性を持って造成されています。特に漢江ルネサン
ス事業により生まれ変わる漢江の美しさを再発見できる12の公園
では、韓国内外の観光客に都心の中での豊かな余暇空間を提供し
ています。

江西漢江公園、蘭芝漢江公園、楊花漢江公園、仙遊島漢江公園、汝矣
島漢江公園、望遠漢江公園、盤浦漢江公園、二村漢江公園、蚕院漢江
公園、トゥクソム漢江公園、蚕室漢江公園、クァンナル漢江公園
http://hangang.seoul.go.kr
お問い合わせ : (昼)+82-2-120 (夜)+82-2-3780-0777

ワールドカップ公園 2

1978年から1993年までの15年間、ソウル市民が捨てたゴミで作ら
れた2つの巨大な山と広い平地の埋立地、周りの支流川、そして漢
江水辺の上に自然と人工が調和した空間が作られました。ワール
ドカップ公園は平和の公園、ハヌル(空)公園、ノウル(夕焼け)公園、
蘭芝川公園、蘭芝漢江公園の5つのテーマ公園に造成されました。
特にハヌル公園は、ソウルの風景と美しい漢江が一目に見下ろせ
ます。5月のメタセコイアの道と晩秋のすすき畑の風景は、訪れる
楽しみを倍増してくれます。

位置 : ソウル特別市麻浦区ワールドカップ路243-60
http://worldcuppark.seoul.go.kr /お問い合わせ : +82-2-300-5500

漢江遊覧船
遊覧船からこぼれる灯りとその灯りに反射してキラキラとゆらめく
波、そして船上の美しい音楽がひとつになって華やかな夜景を演出
する遊覧船の船置場は、恋人、友人または家族と一緒に漢江の美
しさを観賞できるロマンチックな場所として脚光を浴びています。
現在、漢江には遊覧船の乗り降りが可能な7カ所(蚕室、汝矣島、楊
花、トゥクソム、蘭芝、ソウルの森、蚕頭峰)の船置場で遊覧船が運
航しており、食事と音楽を一緒に楽しめる船置場の水上食堂とバ
イキング遊覧船、ライブ遊覧船を運営しています。

http://hcruise.co.kr /お問い合わせ : +82-2-3271-6900

漢江上のパーティー 3

多彩な色に変化するイルミネーション･ライトアップと、最先端設備
で構成された音響効果が演出する美しい噴水を眺めながら楽しむ
パーティーは、忘れられない思い出をプレゼントしてくれます。ソウ
ルを横切る漢江に沿って、自然と一緒に品格高い食事と宴会を楽
しむことができます。団体の性格に合わせて、別途スペースを貸り
て様々な食事やイベント、セミナーを行うことができ、水上レジャー
スポーツと船上パーティーも可能です。

フラディア　www.fradia.co.kr /お問い合わせ : +82-2-3477-0033
オエン　www.onriver.co.kr /お問い合わせ : +82-2-3442-1582
リバーシティー　 www.riverct.co.kr    

お問い合わせ : +82-2-3445-8000～5
パラダイス　 www.hankangwedding.co.kr   

お問い合わせ : +82-2-447-3333
700ヨットクラブ　 www.700yachtclub.com   

お問い合わせ : +82-2-376-5616
マリナジェフェ　 www.marinajefe.co.kr   

お問い合わせ : +82-2-514-9511
フローティング･アイランド　 www.floatingisland.com  

お問い合わせ : +82-2-3447-3100

2

1

1

3

漢江の全景
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自然と環境の
美しい力 2

清渓川文化館
清渓川復元事業を記念するために開館し、清渓川の復元以前から
2年間の復元工事、復元以降の都市変化の様子を展示しています。
企画展示室は清渓川文化に関する様々なテーマの展示が開かれて
おり、清渓川復元事業のベンチマークを目的にする韓国内外の団
体や機関のために「清渓川アカデミー」を運営しています。

位置 : ソウル特別市城東区清渓川路530
時間 :  火～金曜日09:00～21:00、土･日･祝日09:00:18:00  

(1月1日･月曜日は休館)
予約 :  清渓川アカデミーの申し入みは最低1週間前までに申込書を作成
www.cgcm.go.kr /お問い合わせ : +82-2-2286-3410

仙遊島漢江公園 1

仙遊島公園は、以前の浄水場の施設を再利用して韓国で初めて造
成した環境再生生態公園であり「水公園」です。仙遊島一帯の11万
4千㎡の敷地に既存の建物と調和した水質浄化院、水生植物院、
環境水遊び場など各種水生植物と生態の森が観賞でき、ソウル･
デザインギャラリーや時間の庭園など様々な見どころと休息空間
を通して生態教育と自然体験の場を提供します。

位置 : ソウル特別市永登浦区仙遊路343
http://hangang.seoul.go.kr/park_soenyoo
お問い合わせ : +82-2-3780-0590～5

ソウルの森 2

既存のトゥクソム体育公園の一帯を、ニューヨークのセントラルパ
ーク、イギリスのハイドパークのような大規模な都市の森に作りあ
げるために、ソウル市で造成した都心の中のロハス空間です。環
境にやさしい要素を強調し、公園全体に104種･42万株の木を移植
し、5つのテーマで作られ、市民に様々な自然の姿を提供します。

位置 : ソウル特別市城東区聖水1街1洞685
http://parks.seoul.go.kr/seoulforest /お問い合わせ : +82-2-460-2905

麻浦資源回収施設  3

資源回収施設とは、生活廃棄物を衛生的に焼却処理し、焼却熱を
回収して資源化する施設です。焼却する際に発生する排熱で蒸気
を生産し、近隣地域の冷暖房熱源として供給したり、電気を生産し
て代替エネルギーに活用したりしています。また、焼却後の燃え残
りを利用して歩道ブロックなどを生産し、捨てられる資源を最大
限リサイクルしています。現場見学だけでなく観覧客の年齢に合う
視聴覚教育と環境教育により、環境保護と資源循環の大切さを学
ぶ常時観覧プログラムを実施しています。ワールドカップ公園と連
携して、多くの外国人観光客も訪れる所です。

位置 : ソウル特別市麻浦区上岩洞486-6
時間 : 月～金曜日(土･日･祝日休館)午前10時、午後2時(１日2回見学)
http://rrf.seoul.go.kr /お問い合わせ : +82-2-374-8181

SRセンター(Seoul Resource Center)
家電製品、携帯電話やOA機器などの廃棄物を分解処理して希少
金属などの金属資源を抽出するために、ソウル市が設置した資源
リサイクル企業です。また、廃金属資源分解工程で雇用創出をする
ことにより、環境保存と雇用の価値を共に実現しています。SRセン
ター運営についての講義と現場見学、および廃小型家電分解体験
が可能です。

位置 : ソウル特別市城東区松亭洞73-36
予約 : 事前予約により日程と時間を協議
www.srcenter.kr /お問い合わせ : +82-2-2244-5133 

グリーン成長体験館  4

低炭素･グリーン成長の広報と理解を広めるための常設広報館で
す。生活の中でグリーン成長を体験して理解できるように、家から
出発してグリーンシティまで行く過程を、一日の日課に合わせて段
階別に構成しました。2020新聞作り、グリーン･クリスマス、私が
作る風など、対象別に様々な体験学習プログラムが運営されてい
ます。

位置 : ソウル特別市鐘路区世宗路20
時間 :  火～日曜日09:30～18:00(月曜日･1月1日･旧正月･秋夕･祝日の翌日

は休館)体験は水･木･土･日曜日に各4回にかけて行われます。要
事前予約

予約 :  訪問2日前までにホームページから予約、40人以上の場合は電話
相談が必要

www.egg.go.kr /お問い合わせ : +82-2-720-7100

グリーン･トゥモロー  5

外部エネルギーが不要な未来型住宅「ゼロ･エネルギー･ハウス」を
訪問客が直接体験できるように、韓国の代表的な建設会社「サム
スン建設」が運営する実験用住宅です。韓国で数年内に現実化す
る予定の68種の環境にやさしい先端技術に、誰よりも先に触れら
れる特別な時間になるでしょう。

位置 : 京畿道龍仁市器興区中洞1026-1
www.greentomorrow.co.kr /お問い合わせ : +82-31-274-9730

清渓川復元事業は、ソウルが自然と共に調和する、環境に

やさしい都市に生まれ変わるための最も代表的なプロジェ

クトです。清渓川路(太平路始点～東大門～新踏鉄橋)の周辺

5.8kmにわたって行われた清渓川復元の最重要内容は、清

渓川をきれいな水が流れる河川に戻し、水中と水辺に生物が

生息できる環境にし、生態空間の造成に成功したことが挙げ

られます。また、朝鮮時代の代表的な文化遺跡である広通橋

などの歴史遺跡を復元し、民族のプライドを取り戻す事業で

もあります。

4

1
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清渓川文化館の内部
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都心の中の路上博物館

北村韓屋村(プクチョンハノクマウル)

韓国にしかない
韓国人の暮らし 1

清渓川と鐘路の上の村という意味で名付けられた「北村(North Village)」は、

景福宮と昌徳宮、そして宗廟の間にある地域で、伝統韓屋が密集しているソウルの

代表的な昔ながらの住居地域です。特に多くの史跡や文化財、民俗資料があり、

都心の中の路上博物館として名高い地域です。

北村文化センター 1

北村の歴史と文化財を広報する役割を果たしながら、韓国の伝統
住居文化の意味を伝える場所です。文化センターでは書道、実用
民画、伝統茶礼、メドゥプ(飾り結び)工芸、伝統刺繍、伝統ポジャ
ギ(風呂敷)、七宝焼き、伝統韓紙工芸などの伝統文化講座を行って
います。また映画上映、演奏会、展示会など各種文化イベントやプ
ログラムを準備しています。

位置 : ソウル特別市鐘路区桂洞105
問い合わせ : +82-2-3707-8388/http://bukchon.seoul.go.kr

北村の名匠 2

多くの北村の名匠から、韓国人の暮らしと哲学を反映する高貴な
遺産として伝統料理、工芸技法、伝統音楽などについて習うことが
できます。ドラマ「宮廷女官チャングムの誓い」で再現されたこと
もある朝鮮王朝の「宮中料理」、韓国の伝統工芸技術「漆器」が
作られる過程、伝統メドゥプ(飾り結び)と伝統天然染色法などを体
験できます。

宮中飲食研究院(お問い合わせ : +82-2-3673-1122)
うるし工房(お問い合わせ : +82-2-735-5757)
ハヌルムルビッ(お問い合わせ : +82-10-3729-9970)
琴絃国楽院(お問い合わせ : +82-2-723-8585)
韓尚洙刺繍博物館(お問い合わせ : +82-2-744-1545)

景福宮(キョンボックン)
首都ソウルの中心で朝鮮の正宮であ
る景福宮では、格調高く上品な王室
文化の真髄を感じることができます。
宮廷の中では王と官僚の政務施設、
王族の生活空間、休息のための後苑
空間が造成されています。

位置 : ソウル特別市鐘路区社稷路22
時間 :  3月～10月09:00～18:00、11月～2月09:00～17:00   

(毎週火曜日休館)
www.royalpalace.go.kr /お問い合わせ : +82-2-3700-3900

国立民俗博物館
毎年200万人を超える訪問客が訪れる
韓国の代表的な生活文化博物館であ
り、韓国民族の伝統生活文化を感じ
ることができる文化と教育体験の場
です。

位置 : ソウル特別市鐘路区三清洞37

www.nfm.go.kr /お問い合わせ : +82-2-3704-3060 

徳寿宮(トクスグン)
唯一近代式殿閣(石造殿、静観軒)と
西洋式庭園、そして噴水がある宮殿
です。特に宮殿の門の開閉や警備、巡
察などを行った守門将の勤務交代を
再現した王宮守門将交代儀式のイベ
ントが、徳寿宮大漢門の前で一日に3回(11:00、14:00、15:30)   
行われます。

位置 : ソウル特別市中区太平路58
時間 : 09:00～21:00 (毎週月曜日休館)
www.deoksugung.go.kr /お問い合わせ : +82-2-771-9955

東九陵
ユネスコ世界遺産に登録された朝鮮
王陵40基の一つで、9つの陵が集まっ
ています。儒教思想と風水地理など
韓国人の世界観が圧縮された空間で
あり、また王室の葬儀や祭礼など、朝
鮮時代のお墓文化を照らし出す文化財として非常に高い価値
があると評価されています。

位置 : 京畿道九里市東九陵路197
時間 :  3月～10月06:00～18:30、11月～2月06:30～17:30   

(毎週月曜日休館)
http://donggu.cha.go.kr /お問い合わせ : +82-31-563-2909
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韓国の仏教文化コンテンツ

テンプルステイ

韓国にしかない
韓国人の暮らし 2

仏教は1700年の間、韓国人の歴史と共に形成された文化コンテンツの宝庫です。寺院建築、伝統衣装、食べ物、説話など仏教が持って

いる豊富なコンテンツは、韓国人の意識と文化を象徴しています。朝の礼仏、僧侶との対話プログラムなど、多彩なテンプルステイ

を通して自分の人生を振り返る意義深い時間を持つことができます。

(www.templestay.com /大韓仏教曹渓宗･韓国仏教文化事業団　お問い合わせ : +82-2-2031-2000)

書院ステイ
韓国の儒教文化遺産であり、書院本来の役割と機能を現代的なコ
ンテンツに開発･普及しています。ソンビ(昔の学者)が本を読む声と
共にほのかに香る墨香、ひそかに聞く人の内面に染み入る伝統音楽
の音まで様々な体験が可能です。 

www.sewonstay.com /お問い合わせ : +82-2-765-9598

瞑想修練
ソウル仁寺洞にある樹仙斎ソウルセンターは、伝統韓屋やいつでも
土を踏むことができる広場、瞑想修練をするための居間と広間を揃
えています。基礎過程の歩行瞑想･デトックス瞑想法から高級課程
の仙界修練まで、段階的な瞑想プログラムを運営しています。

位置 : ソウル特別市鐘路区昭格洞123
www.suseonjae.org /お問い合わせ : +82-1544-1150

奉恩寺(ボンウンサ) 1

新羅時代(西暦794年)に建てられた歴史深い伝統寺院で、板殿をは
じめとして多くの文化財を保有しています。ソウル江南の中心にあり
COEX ASEMタワー、貿易センター、テヘラン･ベンチャーバレーなどに
勤める韓国人や外国人が、仏教文化を感じて体験できる文化空間と
なっています。

位置 : ソウル特別市江南区三成洞73
特徴 :  外国人訪問客のためにボランティア団体(聞思修)を運営 

テンプルステイ(1泊2日)、テンプルライフ(2～5時間)、  
木曜常設テンプルライフ(外国人対象、木曜日14時～16時)

予約 :  最低1週間前までに予約と振り込み完了   
木曜常設テンプルライフの場合は、現場で受付可能

www.bongeunsa.org /お問い合わせ :  +82-2-3218-4895

吉祥寺 2

無所有を説いた法頂僧侶が暮らした寺として有名です。ソウルの中心
にある寺院に泊まり、寺院の生活と文化に接し、仏教を学ぶことがで
きます。茶道、礼仏、即問即答などの寺院体験を通して、今自分の心
はどこにあるか考える場にもなります。 

特徴 :  20人以上団体の1泊2日テンプルステイ、10人以上団体のテンプル
ライフ(1日プログラム)を運営

位置 :  ソウル特別市城北区城北2洞323

www.kilsangsa.or.kr /お問い合わせ :  +82-2-3672-5945 

梵魚寺 3

海印寺、通度寺と共に慶尚道地域の3大寺院に数えられます。僧侶の
修行生活を直接体験する仏教文化体験型、金井山の登山を兼ねた生
態体験型、ゆとりある自由時間に散歩や小寺巡りをする休息型、特定
グループを対象に特別に企画される特別型プログラムが各々運営さ
れています。

特徴 :  20人以上団体研修向けのテンプルステイ(1泊2日)と団体のテンプ
ルライフ(2～5時間)を運営。該当団体の性格に合わせてプログラ
ム調整可

位置 : 釜山広域市金井区青龍洞546
www.beomeosa.co.kr /お問い合わせ : +82-51-508-5726

三光寺
現代式と昔ながらの伝統との程よい調和の中で、仏教の現代化･世界
化･大衆化をリードする釜山の代表的な寺院です。約1万人が同時に
入場して大法会、文化行事を奉行できる総合仏教会館「止観殿」、韓
国最大規模の5階寮舎「法華三昧堂」などの施設も見どころです。

位置 : 釜山広域市釜山鎮区草邑洞131
www.samkwangsa.or.kr /お問い合わせ : +82-51-808-7111
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韓国が持つ最高の魅力、それはまさに韓国人です。

2002年の韓日ワールドカップで見せた、韓国人が応援するパワフルな姿は

世界のどこでも見たことがない驚異的なシーンでした。

生き生きとした韓国の都市のあちこちで、情熱あふれる韓国人の興に出会えば

きっと同じようにワクワクするでしょう。

生き生きした韓流の舞台を訪れて

韓国で作る大切な思い出

ダイナミック･コリア! 韓国都市体験

韓国の魅力「興」흥



気･興･情 KOREA26 Korea Inspiring Meetings 27

好きなスター、感動の作品でさらに嬉しい国「韓国」

エンターテインメント

生き生きした韓流の
舞台を訪れて

2000年代の初期にドラマブームで始まった韓流ブーム

は、韓流スターをはじめ、韓国への憧れにつながり、

近年は韓流観光にまでその熱気が続いています。

特に韓流スターとの出会いが結びついたパッケージ

ツアー･プログラムだけでなく、人気ドラマや映画ロ

ケ地に旅する観光コースも多くの人気を得ています。

また、現地で直接観覧する韓国の公演は、もうひと

つの韓国文化の魅力をプレゼントします。
南楊州総合撮影所 1

「風の丘を越えて」、「JSA」、「ブラザーフッド」など韓国を代表す
る映画のロケ地です。大型屋外セットや室内撮影スタジオ、録音
室、現像室、デジタル視覚効果チームなどを備えたアジア最大規
模の映画製作施設です。

位置 : 京畿道南揚州市鳥安面三峰里100
時間 :  3～10月　10:00～18:00 / 11～2月　10:00～17:00  

毎週月曜日･旧正月･秋夕当日は休館
http://studio.kofic.or.kr /お問い合わせ : +82-31-579-0605

ドラマおよび映画ロケ地
矢島(悲しき恋歌、フルハウス)
仁川広域市甕津郡北島面矢島里　www.bukdo.net

チャラ島(アイリス)
京畿道加平郡加平邑達田里1-1 www.jarasum.net

MBC文化の丘(大長今テーマパーク)
京畿道南楊州市晩松洞30
http://withmbc.imbc.com/munhwaland

高句麗鍛冶屋村(太王四神記)
京畿道九里市峨川洞山45-1 www.goguryeotown.co.kr

南怡島(冬のソナタ)
江原道春川市南山面芳荷里198 www.namisum.com

水岩谷(スアムゴル)(製パン王キムタック、カインとアベル)
忠清北道清州市上党区寿洞1

陜川映像テーマパーク(ジャイアント、朱蒙など)
慶尚南道陜川郡陜川邑陜川里524-1 http://theme.hc.go.kr

ソプジコジ(オールイン)
済州特別自治道西帰浦市城山邑古城里57 www.allinhouse.co.kr

パークサザンランド(太王四神記)
済州特別自治道済州市旧左邑金寧里157-4

韓流観光列車 2

イベント列車と春川、南怡島など韓流観光地を組み合わせた観光
列車を、毎週末に運行しています。「ファンタスティック」のフュー
ジョン国楽+公演、ドラマ「冬のソナタ」をコスプレした公演、ドラ
マOST公演などで韓流旅行の雰囲気がより高まります。韓国を代
表する仮面劇、韓国民族衣装「韓服」、祭りなどを列車外部にラッ
ピングし、それ自体も記念写真ポイントになっています。

特徴 : 2011年10月からは「製パン王キムタック」のロケ地である清州市
に変更予定

www.korail.com /お問い合わせ : +82-1544-7788

常設公演観覧
美笑(ミソ) : 韓国的な愛をテーマに、伝統芸術のジャンルが総網羅
された作品です。幻想的なダンスや歌い手の熱唱、国楽の旋律が
ハーモニーを奏でます。
www.chongdong.com /お問い合わせ : +82-2-751-1500

ジャンプ(JUMP) : 言語を最小化したコミック･マーシャルアーツ･パ
フォーマンスです。韓国の伝統武芸のテコンドーやテッキョンを中
心にした、東洋武術に身体の美しさを極大化した高難度のアクロ
バット、愉快なコメディーが加わった作品です。
http://yegam.com/jump/kor /お問い合わせ : +82-2-722-3995

ナンタ(NANTA) 3 : 台所用品が楽器になり、誰でも楽しむことができ
る公演です。2004年、アジア公演として初めてニューヨークブロード
ウェイに進出し、韓国を代表する文化観光商品となっています。 
http://nanta.i-pmc.co.kr /お問い合わせ : +82-2-739-8288

BABY(battle b-boy) 4 : B-Boyや韓国音楽、韓国舞踊が出会い、美
しいラブストーリを全身で表現します。ブレイクダンスと韓国舞踊
と音楽がクロスオーバーした構成の中で、ストーリーの完成度を高
めています。 
www.sjbboys.com /お問い合わせ : +82-2-323-5233

パン(キム･ドクスの伝統演戯常設公演) : 伝統と現代、役者と観
衆、韓国人と外国人の区別なく、皆が一緒に楽しむことができる韓
国のダイナミックなサムルノリ公演です。
www.ghmarthall.co.kr /お問い合わせ : +82-2-722-3416

花の伝説(ウォーカーヒル･ショー) : 韓国の伝統的なコンテンツが
現代的の感覚で再解釈され、世界トップレベルのB-Boyと迫力ある
マーシャルアートが加わって、公演界の韓流をリードしています。
www.legendofflower.com /お問い合わせ : +82-2-455-5000

Sachoom(恋したらダンス) 5 : ダンスを素材にしたダンスカル(ダン
ス+ミュージカル)でヒップホップ、ジャズ、現代舞踊、ブレイクダン
スなどを組み合わせ、舞台と客席が一つになります。バンクーバー
冬季オリンピックなどの国際イベントに韓国の代表公演として招
待された作品です。
www.lovedance.co.kr /お問い合わせ : +82-2-3676-7616

ドラムキャット 6 : 女性のみで構成された打楽器のグループが、クラ
シックとテクノを絶妙にパフォーマンスしながら、観客の目と耳を
魅了します。
www.drumcat.co.kr /お問い合わせ : 82-2-586-8489

32

1

54

6

花の伝説(ウォーカーヒルショー)
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派手な中にも品格と感動のある饗宴

韓国で作る大切な
思い出 1

長年にわたり国賓の接待コースとして名声を得てきた代表的な

韓国レストランでは、伝統韓屋の趣が漂う中で伝統的な宴会を

行うことができます。川や海、あたりに広がる絶景などを観賞し

ながら楽しむ船上クルーズパーティーは永く記憶に残る経験にな

ります。異国的な野外プールを背景に音楽を聞きながら楽しむカ

クテルパーティーも、最高の感動をプレゼントしてくれます。

三清閣 1

ソウル都心の閑静な北岳山麓にある三清閣は、韓国レストラン、ラ
ウンジ「茶苑」、公演会場などを備えた伝統韓屋の文化空間で、長
年にわたり、国賓の接待と政治会談の場所として活用されている
場所です。企業や家族の集まり、ハウスウェディング、セミナー、ワ
ークショップなど各種宴会をはじめとして茶礼･伝統音楽･韓国料
理･閨房工芸など、文化体験空間として名声が高い場所です。

位置 : ソウル特別市城北区城北2洞330-115
www.samcheonggak.or.kr /お問い合わせ : +82-2-765-3700

新羅ホテル「迎賓館」 2

韓国伝統建物様式の迎賓館は、新羅王朝の華やかさを再現した
建物で、美しい照明は建物をより荘厳な雰囲気に演出しています。
きちんと整備された庭園や南山の美しい景観で、迎賓館とその庭
園は多国籍企業、公営企業および政府機関のMICEイベントの開
催に最適です。自然の美しさ･調和･落ち着きを十分に感じること
ができる迎賓館での庭園パーティーは、貴重な思い出になるでし
ょう。

位置 : ソウル特別市中区奨忠洞2街202
www.shilla.net /お問い合わせ : +82-2-2233-3131

700ヨットクラブ 3

700ヨットクラブでは、ヨットを楽しむ他、ソウルの真ん中を流れる
漢江の上で、一面に広がる景色とユニークなソウルのゴージャスな
パーティーが経験できます。事前予約で運営されるヨットクラブの
全体貸し切りにより、各種イベントやセミナーの開催なども可能で
す。

位置 : ソウル特別市麻浦区上岩洞487-254
www.700yachtclub.com /お問い合わせ : +82-2-376-5616

バンヤンツリークラブ&スパソウル 4

南山の四季を全て感じることができる美しい展望を背景に、格調
高いパーティーが繰り広げられる場所です。約2万個のスワロフスキ
ークリスタルで飾られたクリスタルボールルームは、ウェディングや
ビジネスセミナーなどのイベントが開催できます。また夏には異国
的な野外プール、冬にはアイススケートリンクが見える日本食レス
トラン「Mori N」や、フランス料理が味わえる「The Festa Bistro」、
音楽と共にウイスキーやカクテルが楽しめる「The Festa Bar」など
のレストランもそろっています。

www.banyantreeclub.net /お問い合わせ : +82-2-2250-8080

ティファニー21 5

ティファニー21は、海洋観光都市･釜山を代表して多彩なコンテ
ンツとイベントを楽しむことができる新しいコンセプトのパーティー･
コンベンションクルーズです。1.8kmの美しい海雲台海岸線と
APEC会場がある冬柏島、美しい夜景が魅力の広安大橋など、釜山
の海と素晴らしい景色を観賞できます。日の出･釜山花火祭りの観
賞など、数多くのイベントを楽しんだり、各種記念行事や船上パー
ティーが可能で、釜山を訪れる外国人観光客に特別な経験と思い
出をプレゼントします。

位置 : 釜山広域市海雲台区佑洞1439
www.coveacruise.com /お問い合わせ : +82-1577-7721

考える庭園 6

精巧かつきれいに整えられた韓国固有の植物樹種で構成され、盆
栽と庭園樹で作られた「考える庭園」は、済州の火山石で積まれ
た石垣や美しい人工滝、池の中の色とりどりの錦鯉が調和して、世
界で最も美しい庭園と呼ばれるほどです。国際会議が可能なセミ
ナー室、小会議室、屋外ガーデンパーティ会場などがあり、世界の
著名人らが必ず訪れる格調高い観光地です。ビジネスミーティング
だけでなく、多国籍会議や企業の団体行事に、自然芸術の心地よ
さとユニークなパーティー文化をお楽しみください。

www.spiritedgarden.com /お問い合わせ : +82-64-772-3701～3

ホテルパーティー
多くのホテルが大小様々な宴会場やイベント空間を完備していま
す。ホテル内の施設を利用すると、各行事の性格に合ったイベント
とテーマパーティーが手軽で格調高く行うことができます。カクテ
ルパーティーやバーベキューパーティーからイベント付きの食事ま
で、多彩な企画と演出が可能です。全国の様々なクラスのホテルが
各種プログラムを準備しており、行事の性格に合った独自のイベン
ト企画も可能です。

5
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一体感づくりと仲間意識を育てる

チームビルディングプログラム

韓国で作る大切な
思い出 2

チームビルディングプログラムの目標は、一体感づくりと仲間意識づくりにあります。各自の情熱を五感で感じながら自信と楽しさの

エネルギーを自ら体験する中で、参加者は自然に変化と革新を求める没頭の段階に入ります。韓国のチームビルディングプログラム

は、バチやまな板などを利用したチーム別の「ナンタ(NANTA)」パフォーマンスから、サバイバルやラフティングなどに至るまで、多様

な共同ミッションプログラムが準備されており、選択肢が非常に広いのが特徴です。

ナンタ(NANTA) 1

韓国の伝統の拍子を土台に、掛け声と歌と踊りで構成されたチ
ームビルディングの行動訓練です。一人で思いのままに叩く「混乱
期」を皮切りに、自身の呼吸と打法を一致させながら拍子の流れ
を認識して、メンバーと息を合わせ始めます。音の交わりとビート
で表す創造的活動、共に達成する仲間意識により、自信と楽しさ
のエネルギーを体験することによって、組織の変化と革新を図りま
す。

www.challengekorea.com /お問い合わせ : +82-2-3436-2567

GEO HUNT 2

リアルタイムに人工衛星から座標の情報を受けるGPSを利用して、
座標の変化に従って移動しながら宿題が隠されている地点を探し
出し、宿題を回収するチーム活動プログラムです。チームの戦略と
役割分担、環境変化に対する柔軟で創意あふれる取り組みを通し
て、目標地点を探し出すチーム活動の過程を体験できます。

www.we-can.co.kr /お問い合わせ : +82-2-565-2394

干潟訓練
荒っぽく大変な訓練過程を通じて、浩然の気を育み組織力と協調
心を育てる行動体験プログラムです。干潟という極限状況での訓
練により、個人の能力の最大化はもちろん、チャレンジ精神と忍耐
力を強化して、共同の目標に向けて一緒に状況を克服していく仲間
意識を育成します。同僚に対する信頼と連帯感を強化させ、結束
力があり団結した組織への変化を達成します。

www.enic.co.kr /お問い合わせ : +82-2-473-2161

Harmony & Synergy
合唱を通した組織活性化と階層別の力量アップ･プログラムです。
自分の役割に対するプライドと力量発揮により最上のハーモニー
を奏でる体験を通して、思いやりと犠牲･自身の役割の重要性を
正確に知り、同僚に対する配慮と貢献により一体感の極限を経験
できます。またダイナミックながらも感性的なアカペラ公演を通し
て、組織内の自身の役割とチームワークを理解できるプログラムも
準備されています。

www.smarta.co.kr /お問い合わせ : +82-2-2637-6466

済州チームビルディングプログラム
済州特別自治道観光協会では、済州の自然資源と伝統文化的な要
素を組み合わせたチームビルディングプログラムの商品開発を積
極的に進めています。また競争力のある商品開発と活性化に向け
てMICE観光に係るインセンティブ支援も実施しています。

2011年の開発予定商品リスト
Power Spring | 癒しとハーモニー | チョラムセンイと耽羅運動会 | 共に作
る味わい深い世の中! | 幻想の時間旅行 | ノクトゥンベギ済州日誌 | 国民の
ビタミン･済州みかんを100倍楽しむ | 自然と人の心が通じ合う洞窟体験
www.hijeju.or.kr /お問い合わせ : +82-64-741-8783

2
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活力とロマンが息づく街

都市文化体験

ダイナミックコリア! 
韓国都市体験 1

東大門ショッピングモール 1

100年余りの歴史がある韓国ファッション産業のメッカとして、約
30カ所のファッションモールと25,000店のファッションショップ、
一日の流動人口が40万人に達する巨大なファッション集積地で
す。アパレル製品･副資材と生地の企画･生産･販売が同時に行われ
る、世界的にも例のないファッション･クラスターです。

位置 : ソウル特別市中区乙支路7街2-1一帯
http://ddp.seoul.go.kr
お問い合わせ : +82-2-2266-7330～1(東大門デザインプラザ広報館)

東大門デザインプラザ(DDP) 2

ソウルの代表的なファッションの中心地であり、世界的な有名建築
デザイナー「ザハ･ハディッド(Zaha Hadid)」がデザインしたDDPと
歴史文化公園が2011年12月に完工予定です。デザイン産業と文化
がいきいきと交わる世界的なデザインセンターで、城郭と文化財を
復元した歴史空間です。都心のオアシスのような快適な緑地空間
として生まれ変わり、市民の憩いの場であり世界の人々の観光名所
として位置づけられるでしょう。

位置 : ソウル特別市中区乙支路7街2-1一帯
http://ddp.seoul.go.kr /お問い合わせ : +82-2-2266-7330～1

南大門市場 3

600年の歴史を誇る韓国最古の伝統市場です。買いどころ･見どこ
ろにあふれ、規模やすべての面で韓国の代表市場らしく、様々な
記録を持つ市場です。特に豊富な珍味を誇るグルメ通りでの食事
は、市場にあふれる庶民の人情を感じることができます。

位置 : ソウル特別市中区南倉洞49
www.namdaemunmarket.co.kr /お問い合わせ : +82-2-753-2805

Nソウルタワー
ソウルの中心である南山の頂上236m地点にある海抜479.7mの高
さの建築物で、5階建ての展望台があります。1秒に4m移動する超
高速エレベーター、展望台2階のソウルで最も高い場所にある「空
のお手洗い」、48分ごとに一回転する展望台4階にある回転展望台
などは、Nソウルタワーならではの楽しみです。

位置 : ソウル特別市龍山区龍山洞2街山1-3
www.nseoultower.co.kr /お問い合わせ : +82-2-3455-9277

コエックスモール(COEX Mall) 4

アジア最大の地下ショッピング空間で、46万㎡に達する面積に84
カ所の飲食施設と176カ所の一般販売施設を備えた文化･娯楽･シ
ョッピングエリアです。観客動員数世界1位の映画館「メガボックス
(MEGA BOX)」、水中生物4万匹が展示されている水族館「コエッ
クス･アクアリウム」も見逃せません。

位置 : ソウル特別市江南区三成洞 貿易センター内
www.coex.co.kr /お問い合わせ : +82-2-6000-0114

Pulmuoneキムチ博物館
COEX地下2階にあるキムチ博物館では、韓国の代表文化であるキ
ムチに興味がある外国人がいつでも訪れることができる「キムチ
の学びの場」を設けています。

位置 : ソウル特別市江南区三成洞159　COEX Mall地下2階
時間 :   火～日曜日10:00～18:00(17:30まで入場)　毎週月曜日･1月1日･旧

正月･秋夕･クリスマスなどは休館/20人以上の団体観覧時は、電
話で事前予約した方が良い

www.kimchimuseum.co.kr /お問い合わせ : +82-2-6002-6456

ロッテワールド･コンプレックス 5

テーマパーク･百貨店･ホテル･免税店･大手スーパーが1カ所に集まっ
た、都市の中のもう一つの都市です。世界最大規模の室内テーマパ
ーク「アドベンチャー」では、天候に関係なく毎晩11時まで圧倒的な
スリルや豪華なイベント、各種公演などを楽しむことができます。

位置 : ソウル特別市松坡区蚕室洞40-1
www.lotteworld.com /お問い合わせ : +82-2-411-2000

エバーランドリゾート
世界4大テーマパークに挙げられるエバーランドでは、スリル満点
のアトラクションとサファリツアー体験の他に、様々な公演とパレ
ードが繰り広げられます。その他に世界水準のウォーターパーク
「カリビアンベイ」、自然の中の宿泊施設「ホームブリッジ」、韓国
最大のサーキット「スピードウェイ」などが楽しめます。

位置 : 京畿道龍仁市処仁区蒲谷邑エバーランド路199
www.everland.com /お問い合わせ : +82-31-320-5000

仁寺洞  6

ソウルを代表する文化の通りで、伝統と現代が共存する博物館の
ような地域です。通りのあちこちに韓国の歴史が宿る遺跡地が残
っており、骨董品･画廊･アンティーク家具店･画室･民俗工芸品販売
店が軒を並べています。祝日には歩行者天国となり、サムルノリな
ど様々な伝統文化イベントも開かれます。

位置 : ソウル特別市鐘路区仁寺洞一帯
http://insadong.jongno.go.kr /お問い合わせ : +82-2-731-0114

三清洞通り
景福宮の石垣道を通り過ぎると広がる三清洞は、ソウルで最もス
タイリッシュな路地に挙げられます。古い民家を芸術作品に変え
た公共美術の跡、韓屋を改造して仕上げたごぢんまりしておしゃれ
なカフェ･多彩な外観のレストラン･ギャラリー･デザイン感覚が引き
立つ路上ギャラリーの看板など、目の前いっぱいに叙情的な風景
が広がります。

位置 : ソウル特別市鐘路区三清洞一帯

梨泰院通り
韓国戦争後、龍山一帯に米軍部隊が駐留して外国公館がたくさん
集まり始め、代表的な観光地に成長した観光特区です。様々な国
籍の人々、異国的な雰囲気の店、多様な外国料理を味わいながら
ショッピングを楽しむことができ、韓国人も多く訪れる所です。

www.enjoyitaewon.com /お問い合わせ : +82-2-120

センタムシティー(Centum City) 7

釜山のマンハッタンと呼ばれる流通と金融の中心地です。世界的な
建築･インテリア巨匠が集まり、海岸都市･釜山のダイナミズムを表
わした建築物として、世界最大のデパートである新世界デパート･セ
ンタムシティ店、BEXCOなどがセンタムシティー内にあります。

位置 : 釜山広域市海雲台区佑洞

53 42
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湧き上がる人々の夢、そして情熱

韓国の祭り

ダイナミックコリア! 
韓国都市体験 2

ハイソウルフェスティバル 1

文化都市ソウルを代表するブランドであり、1千万のソウル市民とソ
ウルを訪れる外国人が共に楽しむ、魅力たっぷりの祭りです。世界
の公演芸術界の流れに歩調を合わせ、2010年から言語･人種･世代
の壁を越えて、身振りでコミュニケーションする「ノンバーバル･パ
フォーマンス(Nonverbal Performance)」を祭りの中心ジャンルと
し、国際的な芸術祭りへと発展させています。

位置 : ソウル特別市永登浦区　汝矣島漢江公園と都心広場
日程 : 5月5日～10日(6日間)
www.hiseoulfest.org /お問い合わせ : +82-2-3290-7160

ソウル世界花火祭り 2

花火の風情がたっぷりと感じられるこのイベントは、世界各国の様々
な花火ショーを見ることができるのが最大の魅力です。毎年各
国の花火専門家が参加し、華麗でアップグレードした花火ショーを
プレゼントしてくれます。元暁大橋と漢江鉄橋の間のはしけ船か
ら打ち上げられる色とりどりの華麗な花火は、汝矣島地区･ソウル
全域の漢江市民公園･南山タワー･冠岳山など、各地で観賞できま
す。

位置 : ソウル特別市永登浦区　汝矣島漢江市民公園一帯
日程 : 9月末～10月間(1日間)
www.bulnori.com /お問い合わせ : +82-2-729-1634

「奇跡のベスト4神話」を実現した2002年FIFAワールドカップでは、韓国は世界が驚くほど独

自の団結力と結束力、そして情熱をたっぷり見せてくれました。夢はいつか叶うという不退転

の意志にがむしゃらなエネルギーが加わった瞬間、韓国人の興は最高潮に達し、ワールドカップ

はスポーツを越えて沸き立つ一つの祭りになりました。

21

ワールドカップ応援団「レッドデビル」
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チャラ島国際ジャズフェスティバル 1

素敵な音楽と美しい季節である秋が出会って作り上げるアンサン
ブルに、韓国内外のトップアーティストが参加する公演を通して、
アジアを代表する祭りに成長しました。祭りが開かれる3日間、20
万人近い人々が訪れるほど観覧客の満足度が非常に高いイベント
です。公演チケットが事前に売り切れるなど、毎年満員御礼が続い
ています。

位置 : 京畿道加平郡加平邑 チャラ島一帯
日程 : 9月30日のフリーコンサートを皮切りに10月1日～3日(3日間)
http://jarasumjazz.com/2011 /お問い合わせ : +82-31-581-2813

利川陶磁器祭り 2 

利川は、千年の陶磁美術の歴史がある地域で、華麗で繊細な淡い
青色の美しさを誇る青磁、端麗さと余白の美を活かした白磁、自
由奔放で飾らない美しさを見せる粉青沙器に至るまで、最高の品
質を誇る様々な陶磁器をご覧になることができます。2011年には
京畿世界陶磁器ビエンナーレと共に、観覧客にはより一層特別な
機会になるでしょう。

位置 : 京畿道利川市官庫洞418-2 雪峰公園
日程 : 9月24日～10月23日(30日間)
www.ceramic.or.kr /お問い合わせ : +82-31-644-2941 

水原華城文化祭 3

ユネスコ世界遺産「水原華城」を正しく保存して後代に継承し、朝
鮮王朝22代王である正祖大王の限りない孝心と改革思想の産物
である華城築城の意味を賛えるために、水原市が毎年開催する文
化観光祭りです。正祖大王を奉る祝賀イベントをはじめとした多彩
な見どころや、伝統武芸公演などの付帯行事、水原カルビ祭りな
ど料理文化祭りなども開催されます。

位置 : 京畿道水原市長安区錬武洞 華城行宮広場と華城市一帯
日程 : 10月(約4日間)
http://shfes.suwon.ne.kr /お問い合わせ : +82-31-228-2621

海雲台砂祭り
観光特区である釜山の海雲台海水浴場を舞台に、砂というユニー
クな素材を活用した環境にやさしい祭りとして好評を得ています。
幻想的な砂の彫刻の世界をはじめ、公演･コンサート･花火ショーな
ど多彩なイベントが行われます。見て、楽しんで、直接感じること
ができる各種海洋体験プログラムも楽しむことができます。

位置 : 釜山広域市海雲台区中1洞1015　海雲台海水浴場
日程 : 6月3日～6日(4日間)
http://sandfestival.haeundae.go.kr /お問い合わせ : +82-51-749-4062

ジャガルチ祭り
豊かで多彩な見どころと食べ物で、伝統と現代が調和する韓国最
大の水産物祭りです。新鮮で特色ある水産文化と、ジャガルチの
ユニークな通りだけで味わえる思い出とロマンを感じることがで
きます。龍神祭、龍王祭、出漁祭、満船祭、希望の灯を掲げる体験
なども珍しいイベントです。

位置 : 釜山広域市中区南浦洞4街37-1
日程 : 10月12日～16日(5日間)
www.ijagalchi.co.kr /お問い合わせ : +82-51-243-9363

釜山国際映画祭
1996年に韓国初の国際映画祭としてスタートして以来、アジア映
画最大の祭りに成長しました。世界の有名俳優や監督が直接登場
する豪華な開幕式と閉幕式は、祭りをさらに楽しくしてくれます。
大衆性と作品性を備えた話題作を野外上映会場で観覧するオープ
ンシネマと、人気ミュージシャンのコンサートが楽しめる釜山国際
映画祭ならではの特別公演プログラムも逃せないイベントです。

位置 : 釜山広域市中区南浦洞5街　BIFF広場一帯
日程 : 10月6日～14日(9日間)
www.biff.kr /お問い合わせ : +82-1688-3010

西帰浦七十里祭り
不老長寿をテーマとした祭りです。七十里は、心の中にいつも生き
ている永遠のユートピアであり、西帰浦の美しさと神秘境を象徴
する言葉です。済州地域の特産物を利用したヘルシー料理の展示
と試食、天然パック作り(みかんの皮エキス･海草エキスなど)、アー
トメイク(フェイスペイント･ヘナタトゥー･ネイルアートなど)、不老長
寿のスパ体験など、興味深いプログラムが特徴です。

位置 : 済州特別自治道西帰浦　七十里市公園と市内一帯
日程 : 10月(約3日間)
www.70ni.com /お問い合わせ : +82-64-760-2662

城山日の出祭り 4

まるで神が醸し出すような城山日出峰の日の出は壮厳です。ユネス
コ世界遺産の城山日出峰の自然的な価値と風景を楽しみながら、
旧年に別れを告げ新年を迎える意味をもう一度考えつつ、韓国の
伝統文化と芸術観光をテーマに「興」と「風情」をともに楽しむ文
化観光祭りです。祝賀公演や観光客参加の広場、伝統料理体験イ
ベントも多彩に繰り広げられます。

位置 : 済州特別自治道西帰浦市　城山日出峰一帯
日程 : 12月31日～1月1日(2日間) 
http://culture.jeju.go.kr /お問い合わせ : +82-64-760-2661

鶏足山素足祭り 5

世界的なエコ体験観光地である鶏足山の黄土道(14km)は、素足で
森の中の黄土道を歩くことができる世界で唯一の所で、ミッシェル
･セーシェル共和国大統領も裸足で歩いたユニークな観光地です。
人と自然、そして文化芸術が融合し、素足祭りが行われます。酸素
いっぱいの森の黄土道を素足で歩いたり走ったりしながら、エコ･
ヒーリング･ソニャンアート祭りを一緒に楽しむことができます。

位置 : 大田広域市西区梧桐276
日程 : 5月中(約3日間)
www.barefootfesta.com/お問い合わせ : +82-42-527-1880

1 32 54

チャラ島国際ジャズフェスティバ
ルでのスタンリー･ジョーダンと
釜山国際映画祭開幕式

ジャガルチ祭り



03

外国人の目に映った韓国人は、「ウリ(私たち)」という非常に独特な、

感情的な共有意識を持っている民族です。家族、隣人、または同僚との間に、

いつも温かい愛と思いやりを分かち合う人々です。

もし韓国にこのような「情」の文化がなかったら

恐らく韓国人の生き方は、現在とは大いに異なっていたことでしょう。

韓国伝統文化の郷愁

健康と美しさの専門サービス体験

韓国の魅力「情」정
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貴重な食べ物と酒ができるまで

韓国の味と風情

韓国伝統文化の
郷愁 1

韓国の伝統料理は、独創的な味と風情、科学的ながらも絶妙な調理方法が特徴です。韓食の代表格であるビビンパとプルコギ、発

酵科学の結晶体であるキムチ、淡泊な味と豊富な質感の餅がそうです。また韓国の各家庭では、祖先の法事を行ったり、来客をもて

なすために心を込めて酒を醸す風習が伝承されていたりもします。目新しい「韓国の味」が作られる過程を直接見聞きして体験する

中で、思い出と感動はよりいっそう深まるでしょう。

餅(トク)博物館-餅 1

韓国で餅は、情に溢れた分かち合いの美徳を象徴します。各家庭
では、嬉しいことや儀礼などがある時に餅を作って近所に分け合
いながら心を交わしました。餅博物館では、作り方･作る季節･通
過儀礼料理の餅など、約200種類の餅を見ることができます。

位置 : ソウル特別市鐘路区臥龍洞164-2
時間 : 10:00～17:00(正月･秋夕当日は休館)　最低1週間前まで要予約
www.tkmuseum.or.kr /お問い合わせ : +82-2-741-5447

韓国の家-キムチ･プルコギ 2

キムチの歴史は、約4世紀～7世紀頃まで遡ります。米と野菜を好
んだ韓国人は、野菜の栽培ができない寒い冬に備えて塩漬け類の
食べ物を作ったのが最初のキムチでした。朝鮮時代の上流階級の
伝統韓屋である「韓国の家」では、キムチ作りやプルコギなどの韓
国料理を体験することができます。

位置 : ソウル特別市中区筆洞2街80-2
時間 : 09:00～11:00 /14:30～16:30 (毎週月～金曜日)
www.koreahouse.or.kr /お問い合わせ : +82-2-2267-4128

羅膳斎-新羅料理 

1千年の悠久の歴史を誇る新羅王朝時代には、「薬食同源」食べ物
は薬だと考えました。韓国歴史文化料理学校とともに新羅料理を
復元して再現する羅膳斎では、新羅王に捧げられた薬膳料理と様
々な珍しい食材で作られた健康料理が体験できます。

位置 : 慶尚北道慶州市薪坪洞375-3
www.culinaryschool.co.kr/lasonjae
お問い合わせ : +82-54-771-6040 

済州･高内村-伝統ジャン 3

ジャン(醤)とは、韓国料理の最も基本となる穀物調味料で、醤油･
味噌･唐辛子味噌(コチュジャン)を称します。韓国5000年の健康の
秘訣といえます。うっそうとした松の森と黄土地帯が広がる済州高
内村では、クリーンな済州島の伝統の味噌･唐辛子味噌など伝統ジ
ャンの製造秘法を学ぶことができます。伝統ジャン作り体験以外に
も季節に合わせた済州料理作りなど、様々な体験が可能です。

位置 : 済州特別自治道済州市涯月邑高内里730-1
時間 :  年中(3日前までに予約)、体験は1～2時間所要  

(日程に合わせて進行)
www.gonaechon.co.kr /お問い合わせ : +82-64-799-1747

ソウル･薬令市韓医薬博物館-伝統韓方茶
ソウル市東大門区は、朝鮮時代に貧しくて病気にかかった庶民を
世話した支援機関の普済院があった由緒ある所で、現在は韓国内
の韓方薬の70%が流通するソウル薬令市がある地域です。韓医薬
博物館ではくず茶･タンポポ茶･五加皮茶など、体に良い伝統韓方
茶作り体験プログラムを常時行っています。

位置 : ソウル特別市東大門区龍頭洞787　東医宝鑑タワー
http://museum.ddm.go.kr /お問い合わせ : +82-2-3293-4900

抱川ペ･サンミョン酒家 山査園ギャラリー-伝統酒 4

自然にやさしい原料と製造法･機能性が優れた伝統酒の妙味を、
見て･聞いて･作って･味わうことができます。食品添加物は一切使
用せず、穀物に麹と水を混ぜて醸す韓国固有の伝統酒造りを体験
し、名門一族に伝承されてきた酒について学ぶことができます。

位置 : 京畿道抱川市花峴面花峴里512
時間 :  08:30～17:30(年中無休-旧正月･秋夕は除く)  

伝統酒造り体験は1～2時間所要
www.sansawon.co.kr /お問い合わせ : +82-31-531-9300

釜山･金井山城村-マッコリ 5

朝鮮時代の村の焼畑農民が生計手段として麹を醸し始めました
が、粛宗時代の1706年に倭寇の侵略に備えた金井山城を築いた
人夫によって有名になった酒です。海抜450mの山奥にある金井山
城の集落に住む約30世帯が、250年の歴史を受け継いできた山城
マッコリの本場で、ここでは直接麹とおこわを利用してマッコリを
造る体験ができます。

位置 : 釜山広域市金井区金城洞　金井山城村
時間 : 体験コース別に年中利用可(3日前までに要予約)
http://sanseong.invil.org /お問い合わせ : +82-10-6532-6682

済州民俗村博物館-オメギ酒
済州島は、畑が非常に貴重な島なので米で酒を造らず、酒の材料
として畑の穀物である粟を使ってきました。済州島の昔の文化と
歴史を原形そのままに生き生きと再現した野外博物館で、伝統技
術保持者と共に、済州島の地酒であるオメギ酒(マッコリ)を共に造
ることができます。

位置 :  済州特別自治道西帰浦市表善面表善里40-1
http://www.jejufolk.com
お問い合わせ : +82-64-787-4501

1

2

4 5
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抱川ペ･サンミョン酒家 山査園-
伝統酒教室
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繊細さと情に溢れた日常

多様な形態で出会う
韓国人の暮らし

韓国伝統文化の
郷愁 2

韓国には、各々の地域に昔から伝わる農耕社会の重要な特徴である歳時風俗の固有行事や、独特の遊びがたくさん残っています。韓

屋では、昔の韓国人の暮らしを直接体験することができます。世俗的な欲望を遠ざけて義理と礼儀を重んじたという朝鮮王朝の「ソ

ンビ精神」も、韓国と韓国人を理解するのに役に立ちます。

南山韓屋村 1

南山は自然の景色が美しく、韓国人の先祖が谷間ごとに亭子を建てて風流な生活
をした所で、いろいろな遊びと余暇生活の名残が残っています。毎週行われる「南
山谷･ソンビたちの散歩」体験の他にも南山韓屋村の由来など、文化遺産の解説を
聞くことができます。

位置 : ソウル特別市中区筆洞2街84-1
時間 : 4月～10月09:00～21:00、11月～3月09:00～20:00 (毎週火曜日休館)
http://hanokmaeul.seoul.go.kr /お問い合わせ : +82-2-2264-4412

韓国文化の家 2

文化国家としての韓国を広めるために、各種伝統文化体験プログラムを行っていま
す。サルプリ(厄払いの舞)･扇舞い･サムルノリ･仮面劇･テッキョンのような民俗公演
をはじめ、メドゥプ(飾り結び)作り、韓紙飾り作りなどの伝統工芸体験も体験でき
ます。

位置 : ソウル特別市江南区テヘラン路92キル12-9

www.kous.or.kr /お問い合わせ : +82-2-3011-1703 

嘉会民画博物館  3

韓国人の暮らしや願いが込められたお守りと民画が展示されてい
る場所です。展示品の観覧後、家庭平安符、所願成就符、無病長
寿符など多彩なお守り作り、鬼瓦の拓本、民画描きなどを通して、
韓国の伝統模様の繊細さと美しさを感じることができます。

位置 : ソウル特別市鐘路区嘉会洞11-103
時間 : 10:00～18:00 (毎週月曜日は休館)
www.gahoemuseum.org /お問い合わせ : +82-2-741-0466

利川陶芸村  4

直接土をこねて陶磁器や器を作ってみることができます。陶芸村
の約40の窯場には伝統的な土窯や各窯場別に個人展示館などが
あり、見どころが満載です。陶磁器窯場や展示会場の見学、実習過
程などを経て、利川陶磁器文化センターや海剛陶瓷文化研究所を
見学するコースも選択できます。

位置 : 京畿道利川市新屯面水広里153
http://ceramic.invil.org /お問い合わせ : +82-10-2880-5859
利川市観光案内所  +82-31-634-6770 10:00～17:00 年中無休  

(英語･中国語･日本語での案内可能)

利川市文化観光課 +82-31-644-2942～4 www.tour.icheon.go.kr

金海韓屋体験館‐伽耶苑 5

韓屋での宿泊体験と伝統韓定食を味わう体験の他、伝統茶園で
の茶礼体験など、韓国の伝統文化を多彩に接することができる所
です。茶道試演･韓紙工芸･民俗工芸などを体験することができ、
80人までなら韓屋体験館全体の貸切も可能です。

位置 : 慶尚南道金海市鳳凰洞425-13
www.ghhanok.or.kr /お問い合わせ : +82-55-322-4738

済州カルチュンイ天然染色体験 6

済州カロッ(柿渋染め)の実用性と素朴な美しさを感じることがで
きるプログラムです。済州島の民俗衣装であるカロッに使われる天
然染色方法で、あまり熟していない柿を利用して布を茶色に染め
る柿渋染を直接体験し、シルクスカーフ作りなどが楽しめます。

位置 : 済州特別自治道西帰浦市安徳面沙渓里113
時間 : 09:00～18:00 (年中無休)、1日前までに要予約、体験時間は約30
～60分所要
www.jejumg.com /お問い合わせ : +82-64-794-1686

小廩窯陶芸体験 7

陶磁器作品を直接作り土を触る中で、陶磁器精神と陶磁器の歴史
を学ぶことができます。1500年前の高句麗壁画の主要部分を陶磁
器に移す作業を主にする陶芸家の宋中煥先生が、直接聞かせてく
れる陶磁器物語に浸ることができる所です。

位置 : 釜山広域市機張郡機張邑竹城里639
時間 : 陶磁器体験は平日と祝日のみ可能、要事前予約
www.sormyo.com /お問い合わせ : +82-51-722-0018

1

2
4

5
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金海韓屋体験館‐伽耶苑

3
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休息･スキンケア･ストレスまで全てサポート

美容&ボディーケアサービス

健康と美しさの
専門サービス体験 1

韓国でしか見られない珍しい伝統美容療法と多彩なテラピー療法、韓方薬草を使用したボディーケアプロ

グラムを体験する大切な時間は、休息旅行のスパイスになるでしょう。クリーンな水質に各種無機物と鉱

物質がまんべんなく溶け合っていることで有名な韓国の温泉も、もうひとつの思い出をプレゼントしてくれ

るでしょう。

スキンアニバーサリー･ビューティータウン 1

2000人が同時収容可能な施設を備えた韓国最大のマルチ美容体
験館で、事前予約制で運営されます。フェイシャルスキンケアで有
名な韓国式マッサージをはじめとし、韓流スターのメイクを無料で
試せるサービスや3Dトリックアート、様々な韓国料理体験など多彩
なビューティツアー･プログラムが用意されています。

位置 : 京畿道坡州市交河邑文発里502-1
www.skinanniversary.co.kr
お問い合わせ :  +82-10-6300-2211(中国語)   

+82-110-3838-2211(日本語･英語)

フー･スパパレス 2

昔から伝わる宮中の美容秘法を用いたサービスを提供するゴージ
ャスな宮中スパです。数千年もの間、宮中の御医が研究･検証した
王妃だけのための珍しい韓方原料と美容秘法を現代の最先端科
学技術で蘇らせ、体系的な肌と全身のケアを行います。

位置 : ソウル特別市江南区清潭洞31-11　ポダムビルB1
時間 : 10:00～22:00 (週末は17:00まで、日曜日･祝日休業)
www.whoo.co.kr /お問い合わせ : +82-80-022-0303 

雪花秀スパ 3

化粧品の名家であるアモーレパシフィックの韓方化粧品ブランド
「雪花秀」が運営するスパです。専門セラピストによる韓方成分を
利用したゴージャスなスキンケアを受けることができ、伝統韓方療
法で心身を癒す過程も特別です。香港の繁華街チムサチョイでも2
号店を運営中です。

位置 : ソウル特別市松坡区蚕室洞40-1　ロッテ百貨店蚕室店2階
時間 : 10:30～20:00 (ロッテ百貨店蚕室店の休業日は除く)
www.sulwhasoo.co.kr /お問い合わせ : +82-2-411-0262

ルボアスパ(パラダイス釜山) 4

日本東京のラグジュアリースパ＆トリートメントを提供するルボア
(le bois)スパが、釜山パラダイスホテルで経験できます。ヨーロッ
パの植物トリートメント･中国の陰陽五行･日本式トリートメントが
マッチしたオリジナルシステムに韓国の色あいが加わって、よりス
ペシャルなプログラムで好評です。現代人の疲れた体と心に再生と
活力を吹き込むことに主眼を置いています。

位置 : 釜山広域市海雲台区中洞1408-5  パラダイスホテル釜山新館5階
www.leboiskorea.co.kr /お問い合わせ : +82-51-743-6105 

スパランド･センタムシティ 5

新世界百貨店センタムシティ店にあり、温泉とショッピングを一緒
に楽しむことができます。地下1,000mから汲み上げる天然温泉水
を利用した22の温泉と13のテーマで楽しむサウナ＆チムジルゾー
ン、そして顔･体･頭皮･足など各種エステコースを受けることができ
るエンターテインメント･ゾーンを運営しています。

位置 : 釜山広域市海雲台区佑洞　新世界センタムシティ
時間 :  06:00～24:00 (22:30にチケット販売終了、月1回の百貨店休業日

は休館)
http://department.shinsegae.com /お問い合わせ : +82-51-745-2900

龍頭岩海水ランド 6

天の恵みを受けた観光地である済州龍潭洞の海辺にあり、海水と
淡水とが混じり合う24時間サウナで、ヤシの木に囲まれた南国の
情緒が特徴です。緑茶バスをはじめとする高級サウナ･チムジルバ
ン(韓国式サウナ)･スポーツ･スキンアロマ･屋外火汗蒸幕(ブルハン
ジュンマク)など、ワンストップのエンターテインメントプログラムが
提供されます。

位置 : 済州特別自治道済州市龍潭3洞1006-3
時間 : 24時間入場可能
www.jejusauna.co.kr /お問い合わせ : +82-64-742-7000

4

21

543 6

フー･スパパレス
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VIP
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世界水準の技術と最上のサービス

ヘルスツアー

健康と美しさの
専門サービス体験 2

韓国の医療技術と競争力は、世界水準という評価を受けています。近年アジアを中心に

巻き起こっている韓流ブームのおかげで美容整形外科や皮膚科など、ビューティー分野

も外国人から高い評価を受けています。韓国を訪れる多くの外国人訪問客は、優れた医

療スタッフと先端医療機器にまず驚き、患者や顧客を自分の家族のようにケアする親切

で心地よいサービスで、さらに感動を受けるでしょう。

Chaum-アンチエイジング  1

チャ病院グループが運営するChaumは、人間ドックセンターやパ
ワーエイジングセンター、セラスパ(TheraSpa)、フィットネスセンタ
ーなど、検診から健康管理までトータル医療サービスを提供して
います。特にパワーエイジングセンターは、「身体年齢10年若返り」
を目指して、総合的な老化診断と各種アンチエイジングプログラム
を運営しています。

位置 : ソウル特別市江南区清潭洞4-1
時間 : 08:00～17:30 (土曜日は12:00まで、日曜日は休診)
www.chaum.net /お問い合わせ : +82-2-3015-5300

アルムダウンナラ皮膚科-メディカル･スキンケア 2

日本人･中国人に韓国旅行の必須コースとして選ばれるほど、韓国
の優れた医療技術を代表する病院です。美容整形外科･皮膚科･頭
髪･肥満など美に関する全ての医療サービスを1カ所で受けること
ができます。北京に金源店と世貿店の2支店を運営しています。

位置 : ソウル特別市江南区駅三洞825　ミジンプラザ12階
時間 : 10:00～20:00 (土･日･祝日は17:00まで)
www.anacli.co.kr /お問い合わせ : +82-1588-1590

艸楽堂-伝統韓方体験 3

健康に対する、具体的で多様な診断と処方が融合したヘルスツア
ーのスポットです。韓方診察と相談･黄土温熱治療･再検診･薬剤入
浴･韓方茶試飲などの日程で行われ、山人参を使用した薬膳料理
と生食(センシク)を利用したデトックス料理などが提供されます。

位置 : 蔚山広域市蔚州郡斗東面鳳渓里531-5
時間 :   09:00～18:00 (毎週火曜日は定期休診)   

ヘルスツアーとデトックス療法は事前予約制で運営
www.chorakdang.com /お問い合わせ : +82-52-264-8001

済州漢拏病院-人間ドック 4

「済州医療観光専門先導病院」に指定されている所です。多様な
検査方法と施設を持った病院内主要センターの競争力は、韓国で
も高く評価されています。近年の先進医療技術と病院運営システ
ムをベンチマークしようとする中国医療関係者の訪問も増加して
います。

位置 : 済州特別自治道済州市蓮洞1963-2
www.hallahosp.co.kr /お問い合わせ : +82-64-740-5000

広東韓方病院-韓方スキンケアと体質相談
広東製薬が設立した純粋な非営利医療法人で、韓方医学の科学化
と一般化をリードしています。特に総合検診センターは、韓方と西
洋医学を取り入れた人間ドックの特殊性を基に、東洋医学による
個人の体質鑑別と身体機能低下の診断と予防、そして西洋医学の
科学的かつ体系的な診断と予防を同時に受けることができます。

位置 : ソウル特別市江南区三成洞161
www.ekwangdong.co.kr /お問い合わせ : +82-2-2222-4888

美グリーン韓方病院-韓方スキンケアと体質相談 5

バランスよく食べて規則正しく生活しながら、若さと健康を美のレ
ベルへと引き上げます。化学的ではない自然療法で自然に近いス
キンケアを目指し、韓方･西洋医学の協同診療と統合治療システム
を備えています。皮膚映像の分析システムを活用して、客観的に患
者の皮膚を分析して体質改善による内的･外的治療を同時に行う
ことが特徴です。

位置 :  ソウル特別市江南区新沙洞665-6 / +82-2-548-3333  
ソウル特別市中区忠武路2街63-2 / +82-2-757-3500  
ソウル特別市龍山区漢江路3街16-85 / +82-2-703-1975

時間 : 支店ごとに異なる、予約時に要事前確認
www.mi-green.co.kr

ソウル大学校･ヘルスケアシステム江南センター-人間
ドック
韓国最高の名声を誇るソウル大学校病院の教授陣による、信頼度
が高い診断能力や精密医療機器、生涯健康カルテ統合管理など
により、正確な早期健康診断システムと次元の高い病気予防プロ
グラムを運営しています。特に新しいコンセプトの統合オーダーメ
ード健康管理を通して、顧客一人一人に合う差別化したプログラム
で、個人別オーダーメード健康診断が可能です。

位置 :  ソウル特別市江南区駅三洞737　江南ファイナンスセンター38～
40階

http://healthcare.snuh.org /お問い合わせ : +82-2-2112-5500

Chaum-アンチエイジング
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付録

韓国には、美しい自然の風景と歴史の香りが漂う魅惑的な所が多くあります。

伝統文化、おいしい韓食(韓国料理)などは魅力あふれるツアーコンテンツとして浮上しています。

アジアの境界を越えて世界へ広がっている韓流も、韓国のブランド力を高めています。

韓国を訪れたお客様一人一人に、韓国人は

「ようこそ韓国へ。」と温かい笑顔でお迎えします。

ようこそ韓国へ。
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韓国の気･興･情に出会うインセンティブツアー

ソウル&済州

5泊6日おすすめコース 1

一日目

四日目

二日目

五日目
三日目

六日目

午前	 	韓国の伝統文化体験	 	
北村韓屋村→三清洞→ソウル･餅(ト
ク)博物館→景福宮→光化門広場(清
渓川)

午後	 		愉快なソウルの都市文化	 	
蚕室ロッテワールド→ロッテ百貨店

夜	 		ソウル都市文化	 	 	
ドラゴンヒルスパ(チムジルバン+エス
テサービス)

午前	 		済州観光	 	 	
みかん博物館→済州民俗村博物館→	
ソプチコジ

午後	 			済州国際空港から出国

午前	 	国際観光地「中文リゾート」	 	
済州･如美地植物園→テディーベアミ
ュージアム→中文海水浴場→中文民
俗博物館

午後	 			済州の自然と文化の中でのチームビ
ルディング	 	 	
自然と人間の心が通じる洞窟体験

夜	 		テーマパーティー 	 	
考える庭園(屋外ガーデンパーティーと
伝統公演)

午前	 		世界的な企業	 	 	
サムスン･ディライト→サムスン美術館
リウム→新羅ホテル(迎賓館での食事)

午後	 	文化芸術コンテンツの力	 	
南怡島(講演または体験プログラム)

夜	 			韓流体験	 	 	
公演観覧(JUMP、NANTA	、恋したら
ダンス(SA.CHOOM)	、Baby(Battle	
B-boy)、ドラムキャット)

午前	 			済州で出会う創造的な企業文化	
済州空港→ダウム･グローバルメディア
センター

午後	 		済州の自然、済州の香り	 	
洞窟の茶園･茶喜然(緑茶体験)→	パー
クサザンランド(「太王四神記」撮影セ
ット現場)

夜	 	済州観光	 	 	
済州遊覧船･船上夜景ツアー

午前	 仁川国際空港から入国

午後	 	環境にやさしい情報化都市「上岩洞」	
ワールドカップ競技場→ワールドカッ
プ公園→DMC広報館→デジタルパビ
リオン

夜	 	美しいソウルの夜「漢江の夜景」	
漢江遊覧船(バイキング料理)	 (汝矣島
船着場→銅雀大橋→楊花大橋→汝矣
島船着場)

ワールドカップ競技場

清渓川

サムスン･ディライト

茶喜然

済州遊覧船

パークサザンランド

パークサザンランド

済州･如美地植物園 みかん博物館

済州民俗村博物館

ソプチコジ

テディーベアミュージアム

中文海水浴場

考える庭園

サムスン美術館リウム

JUMP

蚕室ロッテワールド

ドラゴンヒルスパ

デジタルパビリオン

漢江遊覧船(バイキング料理)

パークサザンランド
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韓国の気･興･情に出会うインセンティブツアー

ソウル& 釜山

5泊6日おすすめコース 2

二日目

午前	 	韓国の伝統文化体験	 	
韓国の家(キムチ作り体験、公演観覧)

午後	 			愉快なソウルの都市文化	 	
南山韓屋村→明洞→東大門→COEX	
Mall→コエックス･アクアリウム

夜	   ソウルの夜景	 	 	
南山(Nソウルタワー)

三日目

午前	 	韓国のアートバレー	 	
へイリ芸術村→ペ･サンミョン酒家	山
査園

午後	 				企業文化	 	 	
サムスン･デジタルシティ→エバーランド

夜	  韓流体験	 	 	
公演観覧(江北貞洞「NANTA」劇場)	

一日目

午前	 仁川国際空港から入国

午後	 		伝統と先端の都市「ソウル」	 	
光化門広場、清渓川、ソウル広場、徳
寿宮(守門将交代儀式)

夜	 	ソウルの晩餐	 	 	
三清閣の韓定食

六日目

午前	 	企業ツアー	 	 	
現代自動車･蔚山工場

午後	      釜山国際空港から出国

五日目

午前	 			釜山の都市観光	 	 	
センタムシティ(BEXCO)→ヌリマル

午後	       釜山の文化体験	 	 	
広安里海水浴場(広安大橋)→ジャガ
ルチ市場→BIFF広場

※		参加企業の性格や日程によりソウル&釜山、
ソウル&済州、釜山&済州の5泊6日コースを
基本に、7泊8日はソウル&釜山&済州、3泊4
日はソウル、済州、釜山各地域でのプログラ
ムも編成可能です。

夜	    エステサービス体験	 	
スパランド･センタムシティ

四日目

午前	 		環境に優しい情報化都市「上岩洞」	
DMC広報館→デジタルパビリオン→
韓国文化コンテンツセンター→ミレニ
アムアイ(Millennium	eye)

午後	      チームビルディング	 	
アウトドアまたはインドアから選択

夜	   テーマパーティー 	 	
ホテルで楽しむイベント+バーベキュ
ーパーティー

光化門
韓国の家

へイリ芸術村

ペ･サンミョン酒家 山査園

エバーランド

NANTA

ラフティング

ヌリマル

ジャガルチ市場

デジタルパビリオン

現代自動車

東大門

コエックス･アクアリウム

清渓川

徳寿宮守門将交代儀式
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韓国の気･興･情に出会うインセンティブツアー

スペシャルコース

6泊7日おすすめラグジュアリー･ツアー

二日目

午前	 		医療サービス体験	 	
Chaum

午後	 				韓国をリードする企業文化	 	
サムスン･ディライト→サムスン美術館
リウム→清潭洞(ギャラリア)

夜	    晩餐	 	 	 	
新羅ホテル(迎賓館での晩餐および宴
会イベント)

三日目

午前	 			ゴルフ	 	 	
ANANTIクラブソウル

午後	 					愉快な休息とスパサービス	 	
雪花秀スパ

夜	     韓流公演観覧	 	 	
ウォーカーヒルホテル「花の伝説」
(Show&Dinner)	 	 	
ウォーカーヒルホテル･カジノ

一日目

午前	 	仁川国際空港から入国

午後	 			伝統と先端の都市「ソウル」	 	
清渓川、昌徳宮、青瓦台

夜	   ソウルの夜景	 	 	
漢江水上タクシー

五日目

午前	 				韓国伝統の気運	 	 	
奉元寺→仁寺洞→	宗廟

午後	 					仁川国際空港から出国

四日目

午前	 				医療サービス体験	 	
人間ドックの結果および相談

午後	 						伝統文化体験	 	 	
北村韓屋村→三清閣(韓服の着付けと
キムチ作り体験)

夜	      ショッピング	 	 	
ロッテホテル免税店→明洞

1泊2日のへラン号レールクルーズ
(ソウル→釜山→慶州→安東→ソウル)

レールクルーズ「ヘラン号」

ヘラン号とは、ホテルと同じ雰囲気で列車旅行
のロマンと品格を経験できる、地上の遊覧船で
す。海上の高級遊覧船と鉄道を組み合わせ、ホ
テル式のサービスを提供しています。さらに、
VIP招待イベント･取締役会･社員インセンティ
ブ、プライベートパーティー、ビジネスバイヤー
などの特別な集いやビジネスミーティングのた
めに、テーマや日程･コースの設定が可能な貸し
切り列車も運営しています。

www.railcruise.co.kr
お問い合わせ+82-080-850-7749

清渓川 雪花秀スパ

へラン号レールクルーズ

(写真：KORAIL)

ヘラン号の内部

奉元寺

北村韓屋村

ANANTIクラブソウル
www.ananticlub.com
京畿道加平郡雪岳面訪逸里山90-2
お問い合わせ	:		+82-31-589-3334		 	

(日本語･英語)

ソウルレイクサイド
www.lakesidecc.co.kr
京畿道龍仁市処仁区慕賢面陵院理山5-12
お問い合わせ	:		+82-2-456-5694		 	

(日本語･英語)

ロッテスカイヒル金海カントリークラブ
www.skyhill.co.kr
慶尚南道金海市進礼面松峴里山100
お問い合わせ	:		+82-55-340-9001		 	

(日本語･英語)

ピンクス･ゴルフクラブ
www.thepinx.co.kr
済州特別自治道西帰浦市安徳面象川里山62-3
お問い合わせ	:			+82-64-792-8000		 	

(日本語･英語)

ラグジュアリーゴルフ場

ピンクス･ゴルフクラブ

花の伝説

ウォーカーヒルホテル

昌徳宮

青瓦台

サムスン･ディライト

サムスン美術館リウム

迎賓館

アウラ旅行(2泊3日)

•  芸術作品での「真似のできない崇高な
雰囲気」と「美しい韓国の山川」の意
味

•  ソウル駅→谷城(蟾津江･汽車村)→釜山
(温泉、冬柏島、ヌリマル)→慶州(石窟
庵、仏国寺、博物館、雁鴨池)→正東津
(日の出)→東海(武陵渓谷、三和寺)→太
白→ソウル駅

チャンヌリ旅行(1泊2日)

•  「幸福いっぱいの世の中を作る」とい
う意味の韓国語

•  ソウル駅→釜山(ヌリマル、アクアリウ
ム)→慶州(大陵苑、雁鴨池)→安東(河
回村)→ソウル駅

へオルム旅行(1泊2日)

•  厳かに昇る太陽のように、列車旅行を
通して浮び上がる「夢」「ロマン」「愛」
を意味

•  ソウル駅→慶州(仏国寺、石窟庵、雁鴨
池)→正東津(日の出、墨湖の魚市場)→
東海(武陵渓谷、三和寺)→太白→ソウ
ル駅

シミレ旅行(1泊2日)

•  「永遠の友達」という意味の韓国語
で、一生忘れられない思い出として永
遠に大切にしようという意味

•  ソウル駅→論山(落花岩、扶蘚山城、
皐蘭寺、白馬江)→木浦(国立海洋遺物
展示館、カッバウィ歩行橋、儒達山公
園)→順天(順天湾の葦畑、順天湾のバ
ードウォッチング船上ツアー)→全州(韓
屋村)→ソウル駅

ヘラン2号

•  団体の性格やニーズによりフレキシブ
ルに運行

•  顧客の要望により日程(1泊2日、2泊3
日)、旅行コース、旅行スタイルなどを別
途に企画可能

ヘラン号プログラム
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SEOUL
Seoul Tourism Organization
Tel. +82-2-3788-0821~4 / Email. mice@seoulwelcome.com / Website. www.miceseoul.com 

COEX 
Tel. +82-2-6000-1121 / Email. marketing@coex.co.kr / Website. www.coex.co.kr 

GYEONGGI-DO
Gyeonggi Tourism Organization
Tel. +82-31-259-6954 / Email. jcoh@gto.or.kr / Website. www.gto.or.kr

KINTEX
Tel. +82-31-810-8074, 8077 / Email. internationalsales@kintex.com  / Website. www.kintex.com 

INCHEON
Incheon Tourism Organization
Tel. +82-32-220-5071 / Email. katesong@into.or.kr / Website. www.into.or.kr

Songdo ConvensiA
Tel. +82-32-210-1022~6 / Email. jidori84@into.or.kr / Website. www.songdoconvensia.com

DAEGU
Daegu Convention Bureau
Tel. +82-53-601-5323 / Email. dcvb@daegucvb.com / Website. www.daegucvb.com

EXCO
Tel. +82-53-601-5038 / Email. pw332@excodaegu.co.kr / Website. www.excodaegu.co.kr

CHANGWON
CECO
Tel. +82-55-212-1001 / Email. hahan@coex.co.kr / Website. www.ceco.co.kr 

BUSAN
Busan Convention & Visitors Bureau
Tel. +82-51-740-3620 / Email. lena3032@naver.com / Website. www.busancvb.org 

BEXCO
Tel. +82-51-740-7348 / Email. bexco@bexco.co.kr / Website. www.bexco.co.kr 

DAEJEON
Daejeon Convention & Visitors Bureau
Tel. +82-42-821-0130~3 / Email. hnjeong@daejeoncvb.co.kr / Website. www.dcckorea.or.kr

Daejeon Convention Center
Tel. +82-42-821-0140~7 / Email. hnjeong@daejeoncvb.co.kr  / Website. www.dcckorea.or.kr

GWANGJU 

Gwangju Convention & Visitors Bureau
Tel. +82-61-611-3621 / Email. han@gwangjucvb.or.kr / Website. www.gwangjucvb.or.kr

Kimdaejung Convention Center
Tel. +82-62-611-2226 / Email. hncho@kdjcenter.or.kr / Website. www.kdjcenter.or.kr

JEJU
Jeju Convention & Visitors Bureau
Tel. +82-64-739-1804 / Email. streamway@jejucvb.or.kr / Website. www.jejucvb.or.kr

ICC Jeju 
Tel. +82-2-775-1092 / Email. shhan@iccjeju.co.kr / Website. www.iccjeju.co.kr

コンベンションセンター

韓国の             Infrastructure

Meeting
Incentive
Convention
Exhibition
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Hotel Website Tel Address

ソ
ウ
ル

JWマリオットホテル･ソウル www.jw-marriott.co.kr +82-2-6282- 6262 ソウル特別市瑞草区盤浦洞19-3

グランドアンバサダー･ソウル ambatel.com/sofitel +82-2-2275-1101 ソウル特別市中区奨忠洞2街186-54
グランドインターコンチネンタ
ル･ソウル

seoul.intercontinental.com +82-2-555-5656 ソウル特別市江南区テヘラン路521

グランドヒルトン･ソウル www.grandhiltonseoul.com +82-2-3216-5656 ソウル特別市西大門区弘恩洞201-1

グランドハイアット･ソウル www.seoul.grand.hyatt.com +82-2-797-1234 ソウル特別市龍山区漢南2洞747-7

Wソウルウォーカーヒル www.wseoul.com +82-2-465-2222 ソウル特別市広津区広壮洞21

ロッテホテル･ソウル www.lottehotel.com +82-2-771-1000 ソウル特別市中区小公洞1

ロッテホテル･ワールド www.hotellotte.co.kr +82-2-419-7000 ソウル特別市松坡区蚕室洞40-1

ルネッサンス･ソウル･ホテル www.renaissanceseoul.com +82-2-555-0501 ソウル特別市江南区駅三洞676

ザ･リッツ･カールトン　ソウル www.ritzcarltonseoul.com +82-2-3451-8000 ソウル特別市江南区駅三洞602
ミレニアム･ソウル･ヒルトン･ホ
テル

www.hilton.co.kr +82-2-753-7788 ソウル特別市中区南大門路5街395

ウェスティン朝鮮･ソウル www.echosunhotel.com +82-2-771-0500 ソウル特別市中区小公洞87

ソウルプラザホテル www.seoulplaza.co.kr +82-2-771-2200 ソウル特別市中区太平路2街23
シェラトン･グランデ･ウォーカ
ーヒル

www.sheratonwalkerhill.co.kr +82-2-455-5000 ソウル特別市広津区広壮洞21

新羅ホテル www.shilla.net +82-2-2230-3131 ソウル特別市中区奨忠洞2街202
オークウッドプレミア･COEXセ
ンター

www.oakwoodpremier.co.kr +82-2-3466-7000 ソウル特別市江南区三成洞159

インペリアルパレスホテル www.imperialpalace.co.kr +82-2-3440-8000 ソウル特別市江南区論峴洞248-7

COEXインターコンチネンタル･
ソウル

www.seoul.intercontinental.

com
+82-2-3452-2500 ソウル特別市江南区ASEMキル3

仁
川

シェラトン仁川ホテル www.incheonsheraton.com +82-32-835-1000 仁川広域市延寿区松島洞6-9

パラダイスホテル
www.incheon.paradisehotel.

co.kr
+82-32-762-5181 仁川広域市中区港洞1街3-2

ハイアットリージェンシー仁川
ホテル

www.hyattregencyincheon.co.kr +82-32-745-1234 仁川広域市中区雲西洞2850-1

釜
山

ノボテルアンバサダー釜山 www.novotelbusan.com/kor +82-51-743-1234 釜山広域市海雲台区中洞1405-16

釜山ロッテホテル www.busanlottehotel.co.kr +82-51-810-1000 釜山広域市釜山鎮区釜田洞503-15

釜山ウェスティン朝鮮ホテル www.twcb.echosunhotel.com +82-51-749-7000 釜山広域市海雲台区佑1洞737

パラダイスホテル釜山 www.paradisehotel.co.kr +82-51-742-2121 釜山広域市海雲台区中洞1408-5

海雲台グランドホテル www.grandhotel.co.kr +82-51-740-0114 釜山広域市海雲台区佑洞651-2

ホテル農心 www.hotelnongshim.com +82-51-550-2100 釜山広域市東莱区温泉1洞137-7

済
州

ザ･ホテル＆ベガスカジノ www.thehotelasia.com +82-64-741-8000 済州特別自治道済州市蓮洞291-30

ラマダプラザ済州ホテル www.ramadajeju.co.kr +82-64-729-8100 済州特別自治道済州市三徒2洞1255

ロッテホテル済州 www.lottehoteljeju.com +82-64-731-1000 済州特別自治道西帰浦市穡達洞2812-4

西帰浦KALホテル www.kalhotel.co.kr +82-64-733-2001 済州特別自治道西帰浦市吐坪洞486-3

スイートホテル済州 www.suites.co.kr +82-64-738-3800 済州特別自治道西帰浦市穡達洞2812-10

済州KALホテル www.kalhotel.co.kr +82-64-724-2001 済州特別自治道済州市二徒1洞1691-9

済州グランドホテル www.grand.co.kr +82-64-747-5000 済州特別自治道済州市蓮洞263-15

済州新羅ホテル www.shilla.net/kr/jeju +82-64-738-4466 済州特別自治道西帰浦市穡達洞3039-3

済州オリエンタルホテル www.oriental.co.kr +82-64-752-8222 済州特別自治道済州市三徒2洞1197

済州パシフィックホテル www.jejupacific.co.kr +82-64-758-2500 済州特別自治道済州市龍潭1洞159-1

ハイアットリージェンシー済州 www.hyattcheju.com +82-64-733-1234 済州特別自治道西帰浦市穡達洞3039-1

へビチホテル&リゾート www.haevichi.com +82-64-780-8000 済州特別自治道西帰浦市表善面表善里40-69

行事会場 Website Tel Address

ソ
ウ
ル

700ヨットクラブ www.700yachtclub.com +82-2-376-5616 ソウル特別市麻浦区上岩洞487-254

AWコンベンションセンター www.awconventioncenter.co.kr +82-2-396-7000 ソウル特別市鐘路区付岩洞188

C&漢江ランド www.hcruise.co.kr +82-2-3271-6900 ソウル特別市永登浦区汝矣島洞85-1

KT&Gサンサンマダン(想像広場) www.sangsangmadang.com +82-2-330-6206 ソウル特別市麻浦区西橋洞367-5

ON River Station www.onriver.co.kr +82-2-3442-1540 ソウル特別市江南区狎鴎亭洞380-2

Top Cloud www.topcloud.co.kr +82-2-2230-3000 ソウル特別市鐘路区鐘路2街	鐘路タワー33F

ギャラリーウォン www.gallerywon.co.kr +82-2-514-3439 ソウル特別市江南区清潭洞101-5

国立中央博物館 www.museum.go.kr +82-2-2077-9000 ウル特別市龍山区西氷庫路135

DAILY PROJECTS www.dailyprojects.kr +82-2-3218-4064 ソウル特別市江南区清潭洞1-24

Marinajefe www.marinajefe.co.kr +82-2-525-9800 ソウル特別市瑞草区盤浦洞1333

三清閣(世宗文化会館) www.samcheonggak.or.kr +82-2-765-3700 ソウル特別市城北区城北2洞330-115

space* c www.spacec.co.kr +82-2-547-9177 ソウル特別市江南区新沙洞627-8

CINE de CHEF www.cinedechef.com +82-2-3446-0541 ソウル特別市江南区新沙洞602	CGV地下3F

EL TOWER www.eltower.co.kr +82-2-526-8600 ソウル特別市瑞草区良才洞24

迎賓館 www.shilla.net +82-2-2230-3488 ソウル特別市中区奨忠洞2街202

ONAR by OSTIUM www.onar.co.kr +82-2-564-7031
ソウル特別市江南区駅三洞680	SKリーダーズ	
ビュー

ユニバーサルアートセンター www.uac.co.kr +82-2-2004-1030 ソウル特別市広津区陵洞25

コンベンションH www.conh.co.kr +82-2-512-1636
ソウル特別市江南区新沙洞613-5キャロルリン	
タワー

クラブAnswer www.clubanswer.co.kr +82-2-548-7115 ソウル特別市江南区清潭洞125-16

63シティ 63.co.kr +82-2-789-5114 ソウル特別市永登浦区汝矣島洞60

仁
川

三山ワールド体育館 sm.insiseol.net +82-32-500-4500 仁川広域市富平区三山洞458-1

コスモス海洋観光遊覧船 www.cosmoscruise.co.kr +82-32-764-1171 仁川広域市中区北城洞1街98-441

現代遊覧船 www.scruise.com +82-32-882-5555 仁川広域市中区港洞7街60-1

京
畿

清心国際修練院 www.cheongacamp.com +82-31-589-1700 京畿道加平郡雪岳面松山里595

醉翁芸術館 www.chi-ong.co.kr +82-31-585-8649 京畿道加平郡上面杏峴里563

Haneテーマパーク www.hane.co.kr +82-31-357-6151 京畿道華城市西新面前谷里508-2

ハヌルナム www.htree.co.kr +82-31-333-3477 京畿道龍仁市処仁区二東面西里935-1

釜
山

アクアリウム www.busanaquarium.com +82-51-740-1700 釜山広域市海雲台区中1洞1411-4

ティファニー21 www.coveacruise.com +82-51-743-2500 釜山広域市海雲台区佑洞1439

済
州

大明リゾート済州 www.daemyungresort.com +82-1588-4888 済州特別自治道済州市朝天邑咸徳里274

考える庭園 www.spiritedgarden.com +82-64-772-3701 済州特別自治道済州市翰京面楮旨里1534

済州ワールドカップ競技場 - +82-64-760-3611 済州特別自治道西帰浦市法還洞914

パークサザンランド www.parksouthernland.co.kr +82-64-782-9471 済州特別自治道済州市旧左邑金寧里山157-4

KT&Gサンサンマダン 醉翁芸術館 Haneテーマパーク

コンベンションホテル(特1級を中心に紹介) 特別行事会場
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