
溢れんばかりのエネルギーと永遠に心に残る思い出がいっぱい。
皆さまを韓国にご招待します！

コリア MICE ビューロー
電話 : +82.2.729.9587   電子メール : mice@knto.or.kr
ウェブサイト : www.koreaconvention.org 



アジアのハブとして認められている韓国は、国際会議、慰安旅行、コンベンション、展示会(MICE)のため

の現代的で高級な施設を数多く保有しています。過去10年間に韓国が成し遂げたのと同程度の広範囲

のインフラ成長を遂げた国は全世界的に例を見ません。今ではアジアの大規模イベントの開催地とし

て好評を得ている韓国には、立地条件のよさ、固有の建築スタイル、最先端の技術で装飾された巨大か

つ精巧な複合施設があり、最高のMICE開催地として注目されています。

*「Korea」のフォントデザインはハングルの子音を用いてKoreaという英 語を表現したものです。

* 伝統的な「茶食板」の画像。茶食板で型を取った茶食は、昔から冠婚葬祭の際に作って隣人や知人と分け合って食べていた食べ物です。



Korea Inspiring Meetings

2012年韓国
コンベンションの年

活気に満ちた
印象的な
韓国

韓国の最大の魅力は溢れんばかりのエネルギーです。
このように興味深く、忘れられない記憶を残す、
独特に凝縮されたエネルギーと魅力は、他のどの国にも見られません。
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基本情報

首都 : ソウル
標準時間：GMT+9 

通貨 : ウォン
電圧 :  全国共通220v, 60hz(フランス、ドイツ、オーストリア、ギリシャ、トルコで使用するものと同じ)
平均気候

月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
気温[℃] -2.5 -0.3 5.2 12.1 17.4 21.9 24.9 25.4 20.8 14.4 6.9 0.2
降水量[mm] 21.6 23.6 45.8 77 102.2 133.3 327.9 348 137.6 49.3 53 24.9



5千年の悠久な歴史を誇る韓国は、現代都市の国際的な感覚さえも余裕を持って受け入れています。
見れば見るほど知りたくなるこの国にお越しください。

韓国を見て、聞いて、
感じてください。

ユネスコ世界遺産
韓国の長い歴史と豊かな伝統についてよく知っている人でも、実際にここに来ると、激動の時代
を経ても、なお良好に保存されている自然、歴史、文化遺産の深遠な美しさを見て、はっと驚き
ます。韓国は、9つの世界文化遺産、1つの世界自然遺産、9つの世界記録遺産、11の人類無形文
化遺産を保有しています。

歴史及び文化遺跡
韓国の歴史は数千年を遡り、言葉では言い尽くせない、豊かで複雑かつ独特な文化を誇ります。
数多くの宮殿、要塞、城門、博物館、記念碑が全国津々浦々に散在しているので、この国の歴史を
直接感じることができます。世界で6番目に大きな規模の博物館である国立中央博物館と、朝鮮
王朝が建国されたばかりの1394年に建設された「きらびやかな幸福の城」という意味の景福宮
も興味深い観光地の一つです。

現代的な都市
林立するビルや最先端ハイテク複合団地が山や海と調和し、韓国人特有の情熱と献身を反映す
る独特な環境を醸し出します。世界一の空港と全国各地を結ぶKTX高速鉄道、そして「韓流」とい
う世界的な大衆文化現象を作り上げた韓国は、急速に発展しながら各都市ごとに新たな流行
の波に乗り、興味深く、忘れられない空間を創出しています。

荘厳な山脈
韓国には、雄大な山々、清く澄んだ海など、多彩な自然の美があ
ります。湿地、森の道、洞窟、長い散策路、静かに眠っているよう
な美しい自然景観が皆さまの心に安らぎをお届けします。訪問
客は韓 国で見られる、手つかずの自然の美しさに驚きます。

自然のままの海岸線
韓国には、日光浴が楽しめたり、美しい夕陽が観賞できたり、ミ
ネラル豊富な泥浴が楽しめる海辺があちこちにあります。ほと
んどの海岸にはきれいな水と強い潮流が流れているので、エ
クストリームスポーツを楽しむこともできます。韓半島を囲む
4,200の島には数奇な冒険が待ち受けており、海岸線に沿って
位置する41基の灯台は天然の美を守る見事な海岸の風景を作
り出しています。

エコツアー 
韓国に滞在している間に体験できるエコツアーコースが多種多
様に準備されています。国際連合環境 計画(UNEP)により韓国
を代表する観光地として選定された順天の干潟と葦畑に立ち寄
り、驚くべき様々な動植物と触れ合ってみてください。

Korea Inspiring Meetings 06 07
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最高の観光地 
韓国では、他のどの国にも見られない様々な活動や祭りが行われています。
多彩な過去と現在が共存する豊かな文化の国が皆さまをお待ちしています。

韓国の珍味：おいしくて健康にもよい食べ物
韓国の食べ物は独特の香りと味を誇ります。栄養学的にバランスの取れた食事は様
々な野菜を中心に構成されているので、脂肪含有量が非常に低いです。ニンニク、
唐辛子、ネギ、醤油、味噌、ショウガ、ゴマ油などの調味料を主に使用します。
韓国の食べ物のうち外国人に最もよく知られている食べ物はキムチと焼肉でしょ
う。キムチは韓国人の食卓に欠かせない発酵させた野菜料理であり、焼肉は軟らか
い肉を味付けして焼いた料理です。その他の人気のある韓国の食べ物としては、ご
飯と野菜、卵、唐辛子みそを混ぜたビビンパなどがあります。

おいしい料理と食文化
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良好なアクセスと便利な交通
現在、70社余りの国際航空会社が全世界60カ国170都市(中国と日本で60都市)
から韓国への航空便を運航しています。また、定時運航を保証する国内線航空、
高速道路、鉄道などが便利な交通網を形成しています。時速300キロメートルま
で速度を上げて半島の中心部を貫き、国内の全主要都市を2時間以内で結ぶ高
速鉄道KTXの建設により、韓国の鉄道網がさらに強化されています。

快適で安価な宿泊施設 
620余りのホテルに67,000室を超える客室を保有する韓国では、きれいで安価
な旅館から、リッツカールトン、インターコンチネンタル、ヒルトン、ハイアット、
マリオットなど世界的なホテルチェーンが運営する最高級ホテルに至るまで、
様々な宿泊施設を利用することができます。新羅やロッテなど韓国のホテルチ
ェーンが運営するホテルにおいても最高の施設とサービスを提供しています。
韓国固有の文化を経験したい方は、安価な料金で興味深い韓屋ホームステイ
プログラムを利用することができます。韓屋とは、数十年から数百年前に建てら
れた韓国の伝統家屋であり、風水地理に立脚して実用性と美しさの両方を追求
しています。岩、土、木材などの自然素材で建てられた環境にやさしい建築物か
ら韓国固有の自然の力を感じてみてください。

世界的レベルのインフラ

ショッピング天国
韓国には、アーケード、デパート、免税店、ショッピング特区、伝統市場など様々なシ
ョッピング空間があります。訪問客は様々なショッピングセンターで夜遅くまでショ
ッピングを楽しむことができ、最新の流行を肌で感じることができます。最近はショ
ッピング、レジャー、食事を一カ所で行なえる複合空間が増加する傾向にあり、ショ
ッピング客はショッピングと娯楽を同時に楽しむことができます。
・ 伝統市場：     大門市場､東大門市場
・ ソウルで人気のあるショッピング地域：明洞､仁寺洞､梨泰院

様々な公演
ノンバーバル(non-verbal)形式で行なわれる韓国の現代公演及び伝統公演は世界
各地で拍手喝采を受けており、世界的なレベルのブレイクダンサー、東西洋の武術
専門家、韓国伝統舞踊家、曲芸師などの驚くべき才能がふんだんに盛り込まれた様
々なプログラムが準備されています。
・ 現代公演：B-boy City in Seoul 「KUNG(クン)」､ 「ドローイングショー」 ､ 「ジャンプ」､
   「ナンタ」 ､ 「サチュム」

・ 伝統公演：キム・ドクスのサムルノリ ､ 「A」公演 ､ 韓国ハウスフォーク音楽公演 ､
   貞洞劇場の「美笑」 ､ シェラトングランデウォーカーヒルの「花の伝説」

楽しいショッピング＆エンターテイメント

テンプルステイによる元気回復
1700年以上にもわたって韓国人に霊的な聖所を提供し、韓国の文化遺産を保存し
てきた仏教寺院は、一般人にも門戸を開いています。全国で100余りの寺院がテン
プルステイプログラムを運営しており、韓国の仏教文化の体験を通して穏やかな自
然の中で緊張をほぐし、自分の内面を見つめて元気を取り戻すことができます。

テコンドーのエネルギー、情熱、克己心を感じてみてください。 
韓国の伝統武術であるテコンドーは、手と足を使う自己防御技術です。テコンドーの
究極的な目標は、体と心、つまり肉体と精神の訓練を通じて、自らの性格、人格を磨き
あげることです。全国各地の様々な都市で定期的にテコンドー示範が行われていま
す。示範競技ではテコンドー修練生の優れた技術を見せるにとどまらず、韓国の伝
統音楽、舞踊、演劇を織り交ぜてすべての年齢層が楽しむことのできる独特の公演
が行われます。参加者には各課程を終える度に修了証と賞状が授与されます。

DMZの意味深長な歴史と手つかずの自然 
冷戦時代の最後の遺物の一つであるDMZ(非武装地帯)も、一般人の間で多くの関心
を集めています。DMZ観光地は、緊張と平和が共存するこの独特の場所に対する人
々の好奇心を満たすために作られた観光地です。DMZとその周辺地域は韓国(朝鮮)
戦争当時に熾烈な戦闘が行われた場所ですが、さる半世紀の間に、戦争のために
廃虚となったこの地は静かに草の生い茂る緑地に変わり、現在では様々な生物種が
生息しています。訪問客は、ほとんど人間の手が加わっていないDMZ周辺で、希 な
鳥や生い茂った森林など様々な生態系を目の当たりにすることができます。

興味深いイベント前後の観光



ブラジリア：24時間

サンフアン：17時間

ニューヨーク：13時間
トロント：12.5時間

ケープタウン：18時間

LA：10.5時間

バンクーバー：9時間

東京：1.5時間
ソウル

ベルン：12時間

ベルリン：12時間

ロンドン：11.5時間 モスクワ：9時間
ウラジオストク：2時間

ドバイ：9.5時間
ニューデリー：9時間

パリ：11.5時間

シンガポール：6時間
クアラルンプール：6時間

香港：4時間

上海：1.5時間

北京：1.5時間

韓国は、アジアのハブの役割を果たすという地理的利点と、世界のすべての
地域と結ばれた広範囲の交通網を利用して、様々な規模の集会のための最
適なビジネス会議環境を提供しています。

絶え間ない情報交換が行われ、新しいビジネスの流行が作られる所。
韓国で新たな国際会議が始まります。

eeting

MICE

2012年韓国コンベンションの年

国際会議、コンベンション、慰安旅行のための魅力的な支援とインセンティブ
韓国を世界有数のコンベンション開催地の一つとして注目させるために、韓国政府は2012年を韓国コンベンションの年に指定しまし
た。文化体育観光部と韓国観光公社は、MICE参加者と主催者のための様々なサービスと支援を提供するために、コンベンション開催
地の7つのMICE連合と協力して様々なプログラムを準備しています。

2012年韓国コンベンションの年には、満足な国際会議、コンベンション、慰安旅行のために、韓国で開催されるイベントに特別な支
援とインセンティブを提供します。コンベンションセンターとホテルでは、会議場使用料を通常料金の最大10パーセントまで割引しま
す。ホテルでは客室料金を最大40パーセント割引し、指定されたお客さまには無料客室アップグレードと歓迎プレゼントを差し上げ
ます。基準に適合する団体には現場調査のためのファムトリップを実施し、国際会議及びコンベンション主催者には特別割引を提供
し、参加者は韓国を代表する2つの航空会社である大韓航空とアシアナ航空を利用していただけます。基準に適合するイベントには
伝統公演観覧チケット、記念品、観光プログラムなどのインセンティブも提供します。

韓国コンベンションの年を迎えて提供されるインセンティブプログラムを利用するには、コンベンションの場合は国際団体連合
(Union of International Associations. UIA)の会議基準を満たさなければならず、慰安旅行や企業会議の場合は外国人参加者が100
人以上でなければなりません。2012年から2015年の間に開催されるイベントは、2012年中に韓国が開催地として確定していなけれ
ばなりません。アジア地域からの参加者が500人以上、または海外からの参加者が1千人以上のイベントは、航空券の割引を受けるこ
とができます。

一般政策
コンベンション主催者、協会及び企業役員、PCO、企業の慰安旅行を主管する国際会議主催者は、会議、展示会、慰安旅行の団体が
次の基準を満たす場合は特別支援を受けることができます。

国際機構が主管または後援する国際会議及びコンベンション
• 最小参加者数：300人
• 最小外国人数：100人
• 最小参加国数：5カ国 
• 最小開催期間：3日

国際機構非加入団体が主管する国際会議及びコンベンション
• 最小外国人数：150人
• 最小開催期間：2日

企業会議及び慰安旅行
• 最小外国人数：100人
• 最小開催期間：2日

詳細は当公社のウェブサイト(www.koreaconvention.org)をご参照くださるか、mice@knto.or.krにお問い合わせください。
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∷世界中のどこからでもアクセスできる位置
韓国には、ソウル近郊に位置する仁川(ICN)空港と金浦(GMP)空港、釜山の金海空港(PUS)、済州空港(CJU)、大邱空港(TAE)、務安空港(MWX)、襄陽空港(YNY)など、容易にアク
セスできる国際空港が8つあります。韓国の玄関となっているのは、ソウルから約1時間の場所に位置する仁川国際空港です。
優れた機能を備えるこの空港には64社を超える航空会社が乗り入れており、韓国への入国、外国への出国を行う1日450便以上の国際線及び国内線の航空機を管理していま
す。仁川空港は技術的に最も進歩した空港の一つとして認められています。1日24時間、仁川空港から他の空港へ向かう様々な交通機関をすべて利用することができます。

リムジン、座席バス、空港バス、地下鉄、タクシー、チケット購入に関する詳細は仁川空港のウェブサイト(www.airport.kr/jpn)をご参照ください。

∷韓国までのフライト所要時間

- 60カ国170都市に向かう航空便を保有する70社余りの国際航空会社

シドニー：9.5時間

台北：2時間
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∷チームビルディング(Teambuilding)プログラム
チームビルディングプログラムの目的は、共同体意識と一体感を醸成することにあります。情熱、楽しみ、自信を共有しつつ与えられた
課題を解決するうちに、自然と参加者に変化や革新をもたらします。サバイバルゲーム、ラフティング、テコンドー、アーチェリー、スキ
ーなど具体的な目標に応じた様々なチームビルディングプログラムが提供されます。

記念品、公演観覧、観光地入場割引、歓迎式、下見支援、グループ現場プログラムなど、その他の支援も提供します。詳細情報をお望みの方はお近くの
韓国観光公社支社にご連絡ください。
＊地域観光庁から追加支援を提供することもあります。最終ページの情報をご参照になり、該当CVBにご連絡いただくと詳細情報が得られます。

一般政策
•	 人数が10人以上のすべての団体に韓国観光地図を差し上げます。
•	 誘致段階、海外広報、開催地に応じて慰安旅行/企業会議に様々な支援を提供します。
•	 CEO、政府高官などVIPが参加する慰安旅行/ビジネスカンファレンスの場合は支援規模が拡大されます。

一般支援基準
•	  参加者10～49人：記念品贈呈。
•	  参加者50～99人：1人当たり最大1万ウォン相当の支援提供。(記念品、観光プログラム、入国ゲートでの歓迎イベント)
•	  参加者100～999人：1人当たり最大1万5千ウォン相当の支援提供。(記念品、観光プログラム，入国ゲートでの歓迎イベント、公演)
•	  参加者1千人以上：1人当たり最大1万5千ウォン相当の支援提供。(記念品、観光プログラム、入国ゲートでの歓迎イベント、公演、歓             
   迎あいさつ)
 * 財政支援を受けるために必要な最小要件：人数10人以上、滞在期間2泊以上
 *人数が1千人以上の場合はネゴシエーションにより追加支援を受けることもできます。
 *歓迎あいさつは韓国観光公社長や文化体育観光部長官が行います。

ヨーロッパ/     北アメリカ/オセアニア支援基準
•	  参加者10～19人：記念品贈呈。
•	  参加者20～999人：1人当たり最大2万ウォン相当の支援提供。(記念品、観光プログラム、入国ゲートでの歓迎イベント)
•	  参加者1千人以上：1人当たり最大2万ウォン相当の支援提供。(記念品、観光プログラム、入国ゲートでの歓迎イベント、公演、歓迎あ

いさつ)
 * 詳細情報をお望みの方やその他のご要請がある方は韓国観光公社支社にご連絡ください。

観光プログラム
様々なテーマや関心事に応じて韓国の各都市を巡ることのできる観光プログラムが準備されています。次のスケジュールは一日の日
程で行なわれるソウル観光の例です。

企業会議、カンファレンス、慰安旅行のための支援サービス

午前 08:00    ホテル出発
08:30    北岳スカイウェイ八角亭
09:10    景福宮/国立民俗博物館
11:00    三清洞＆北村
12:20    韓国料理の昼食

韓国は世界的なレベルのコンベンションセンター、ホテル、ショッピングモ
ールなどを保有しています。また、ユネスコにより選定された世界文化遺産
や自然遺産も保有しています。このような豊かな資源を有する韓国観光公
社と地方自治体政府は、MICE参加者の入国手続きがスムーズに行なえるよ
うにして慰安旅行を全面的に支援しています。

興味深い活動やお祭り、イベントが皆さまをお待ちしています。

∷高級なテーマパーティー
伝統と格式を誇る宴会場から最新流行のヨットクラブまで、韓国には様々な趣向やニーズに合わせた多彩な選択肢があります。韓国の美しい伝統家屋で晩餐会を開くこと
は、VIPのお客さまを接待する際にこの上なくよい方法です。最高級ヨット、スパ、プールパーティーなどにジャズの音楽とカクテルを添えた、忘れられない夜を演出してみてく
ださい。
武術や伝統音楽など韓国の伝統文化を強調する文化公演は、韓国内だけでなく、全世界の観衆の心をつかんでいます。韓国観光公社から、基準に適合する団体にナン
タ、BIBAB、ドゥローイング：ショー[ヒーロー]、ドラムキャットなど世界的に有名なノンバーバル及びバーバルパフォーマンスのチケットを差し上げます。

午後 14:00    仁寺洞通り
15:20    明洞＆     大門市場
16:20    Nソウルタワー観光
18:00    韓国料理の夕食
19:40    ホテル到着



onvention
韓国は、2010年に開かれたG20首脳会議、2011年の第22回世界皮膚科
学会、ハーバライフスペクタキュラーなど大規模な国際会議やコンベン
ションが頻繁に開かれる所として有名です。

カンファレンス産業を新たな次元に高めた韓国は、次世代コンベンショ
ンへの道を開拓しています。

国際会議誘致及び開催のためのワンストップサービス提供
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第1段階

第2段階  

第3段階

国際会議を誘致する団体支援
• 韓国に国際会議を誘致する過程を案内及びネゴシエートします。
• 韓国に国際会議を誘致するための提案書作成を援助し、開催地選定を支援する書類を送信します。
• ファムトリップを実施します。
• 広報映像、パンフレット、地図、ガイドブックを提供します。
• 韓国観光公社の海外支社網を通して韓国にイベントを誘致できるよう支援します。

韓国での開催が確定した国際会議の海外広報活動を支援します。
• 補助金(広報物及び記念品製作)を交付します。
• 広報映像、パンフレット、地図、ガイドブックを提供します。

特定の年に開催が確定した国際会議の開催に必要な支援を提供します。
• 施設及び連絡情報を提供します。
• 補助金(案内冊子印刷、観光プログラム運営、記念品製作)を交付します。
• 広報映像、パンフレット、地図、ガイドブックを提供します。
• 観光プログラムと文化芸術公演を支援します。

一般政策
韓国観光公社は外国人参加者数を考慮して支援規模と支援タイプを決定します。
国際会議産業育成に関する法律の規定に適合する国際会議のみ支援を受けることができます。
• 国際機構または国際機構に加入した団体が主催する会議であって、5カ国以上、300人以上(外国人100人以上)参加、3日以上開催さ     
  れる会議。
• 国際機構に加入していない団体が主催する会議であって、外国人150人以上、2日以上開催される会議。

まもなく開催されるカンファレンス
2012年	 第95回国際ライオンズ世界大会
2013年	 世界エネルギー総会
2014年	 世界内科学会
2015年	 第25回PIARC世界道路会議
2016年	 ロータリーソウル国際大会
2017年	 国際租税協会年次総会

詳細は当公社のウェブサイト(www.koreaconvention.org)をご参照くださるか、mice@knto.or.krにお問い合わせください。

韓国を訪問した方のために韓国伝統文化を体験できる様々な機会を提供します。人気のあるプログラムの一つは、韓国の仏教文化を学び、静かな山寺と周囲の谷、緑の森、
さわやかなそよ風と一つになって内面の平和が取り戻せる独特の機会を提供するテンプルステイです。また、茶道や韓国儒教を体験したり、数百年前の韓国人の足跡を現代
に伝える民俗村を訪問するプログラムもあります。

∷文化習得 ∷韓国の都市
韓国の首都であるソウルは人口が1千万人を越える大都市です。ソウルは600年以上にわたって韓国の政治、経済、文化の中心地の
役割を果たしてきており、国際的な変化を迅速に反映して今も変化し続けています。
現在のソウルは流行の先を行く現代的な文化と最先端技術、そして長い歴史が織りなす独特の都市文化を誇ります。仁川、京畿道、大
邱、大田、昌原、釜山、光州、済州島などの地方都市なども躍動的なエネルギーと忘れられない思い出の都市となるべく急速な変化を
遂げています。



& events
xhibitions

豊かな文化遺産を支える創造力－この国を世界の舞台に立たせた優れた想
像力や驚くべき能力－を備えた韓国は、展示会とイベントを成功に導きます。

便利さ、最先端技術、高い信頼性。
韓国で開催される展示会やイベントの成功は確実に保証されます。

コンベンション＆展示場

名称
大きさ (㎡)

総面積
会議場 展示室

Coex 7,049 36,027
BEXCO 5,148 26,528
EXCO 9,882 18,844

ICC Jeju 9,588 7,940
KINTEX 14,505 108,049

KimDaeJung Center 2,208 9,072
CECO 2,624 10,627
DCC 5,841 2,520

Songdo ConvensiA 4,020 8,426
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業界やお客さまのニーズに応じて国際イベントや展示会を開催できるよう、
情熱を捧げて尽力してまいります。

∷地域観光庁及びコンベンションセンター

1. 釜山
_ BEXCO (Busan Exhibition & Convention Center)

電話		+82.51.740.7348
電子メール		bexco@bexco.co.kr
ウェブサイト		www.bexco.co.kr

4. 大田
_ DCC (Daejeon Convention Center)

電話		+82.42.821.0140~7
電子メール		hnjeong@daejeoncvb.co.kr
ウェブサイト		www.dcckorea.or.kr

2. 昌原
_ CECO (Changwon Exhibition Convention Center)

電話		+82.55.212.1009
電子メール		taku82@coex.co.kr
ウェブサイト		www.ceco.co.kr

8. 済州島
_ ICC JEJU (International Convention Center JEJU)

電話		+82.2.775.1094 
電子メール		leedh@iccjeju.co.kr
ウェブサイト		www.iccjeju.co.kr

6. 京畿道
_ KINTEX (Korea International Exhibition Center)

電話		+82.31.810.8074,8077
電子メール		internationalsales@kintex.com
ウェブサイト		www.kintex.com

9.ソウル
_ Coex
電話		+82.2.6000.1121
電子メール		marketing@coex.co.kr
ウェブサイト		www.coex.co.kr

5. 光州
_ Kimdaejung Convention Center 
電話		+82.61.611.2226
電子メール		hncho@kdjcenter.or.kr
ウェブサイト		www.kdjcenter.or.kr

3. 大邱
_ EXCO (Daegu Exhibition Convention Center)

電話		+82.53.601.5038
電子メール		pw332@excodaegu.co.kr
ウェブサイト		www.excodaegu.co.kr

7. 仁川
_ Songdo ConvensiA
電話		+82.32.210.1037
電子メール		jidori84@idtc.co.kr
ウェブサイト		www.songdoconvensia.com

10. 慶州
_ Gyeongju Convention Center
延面積	:	30,100m2

完工予定時期	:	2014年

新開発

展示会及びイベント
韓国が大規模な国際イベントを開催し始めたのは、1988年のソウルオリンピックからでした。この経験で奮起した韓国は、2002年の
ワールドカップ、2005年のAPEC、2010年の第3回韓中日首脳会議とG20首脳会議、そして最近では2011年のUNWTO総会の開催に成
功しました。今では確実な記録と経験を有する韓国は、国際基準をはるかに越える展示場、支援プログラム、サービスを開発し続け、
大規模な国際イベントを誘致する準備を整えています。

• 2012麗水世界博覧会
2012麗水世界博覧会は1993大田世界博覧会に続いて韓国で2番目に開かれる世界博覧会です。3カ月間開催される今回の世界博覧
会のテーマは「生きている海、息づく沿岸」であり、100カ国、8百万人程度の訪問客が予想されており、3,200を超える文化及び芸術イ
ベントが開かれます。
イベント期間：2012年5月12日～8月12日
ウェブサイト：http://jpn.expo2012.kr/

• F1コリアグランプリ
コリアインターナショナルサーキット(Korean International Circuit)が主催するF1コリアグランプリは毎年10月に韓半島 西部に位置
する霊岩で開かれます。ヘルマン・ティルケ(Hermann Tilke)が設計したF1競技場は12万人の観衆が入場でき、全長が5.615kmに達す
るアジアで最も長いサーキットを誇ります。
イベント期間：2012年10月12日～14日
ウェブサイト：http://www.formula1.com

• 2018平昌冬季オリンピック
韓国は2011年7月6日にダーバンで開かれた123回IOC(国際オリンピック委員会)総会において第23回冬季オリンピック招致が決定し
ました。平昌は韓国のアルプスと呼ばれており、ウィンタースポーツ愛好家に人気が高い場所です。
イベント期間：2018年2月9日～25日
ウェブサイト：http://www.pyeongchang2018.org/

• 韓国MICE産業展
韓国観光公社は現在まで12年間、全国各地で韓国MICE産業展を開催することにより、韓国のMICE産業発展を奨励してきました。3千
人余りの訪問客、500の展示ブース、300人の国内外バイヤーが集うこのイベントはMICE専門家のための重要なイベントです。2012年
にも様々な興味深いフォーラムと模擬プログラムを計画しています。
イベント期間：2012年7月3日～5日
ウェブサイト：http://www.micekorea.kr

韓国のすべての都市はそれぞれ独特の特徴を持っているので、様々な業界イベントを行うことができます。韓国では、ソウルCOEXで
開かれるWIS(World IT Show)、京畿道KINTEXで開かれる韓国産業大展、釜山BEXCOで開かれる釜山国際造船海洋機資材博覧会など、
1年を通して各種展示会が開催されています。

詳細は当公社のウェブサイト(www.koreaconvention.org)をご参照くださるか、mice@knto.or.krにお問い合わせください。



海外支社
日本
東京
+81.3.3597.1717
tokyo@visitkorea.or.kr

大阪
+81.6.6266.0847
osaka@visitkorea.or.kr

福岡
+81.92.471.7174/5
fukuoka@visitkorea.or.kr

名古屋
+81.52.223.3211
nagoya@visitkorea.or.kr

中国
北京
+86.10.6585.8213/4
beijing@visitkorea.or.kr

上海
+86.21.5169.7933(+508)
songhua0318@gmail.com

広州
+86.20.3893.1639
kntogz@126.com

瀋陽
+86.24.2281.4155/4255
misshuang11@hotmail.com

香港
+852.2523.8065
general@knto.com.hk

アジア＆オセアニア
シンガポール
+65.6533.0441/2
singapore@knto.or.kr

バンコク
+66.2-354.2080/2
koreainfo@kto.or.th

台北
+886.2.2720.8281
kntotp@ms5.hinet.net

クアラルンプール
+60.3.2143.9000
info@knto.com.my

ハノイ
+84.4.3831.5180/~2
hanoi@knto.or.kr 

ジャカルタ
+62.21.5785.3030
ktojakarta@knto.or.kr

シドニー
+61.2.9252.4147/8
visitkorea@knto.org.au

ドバイ
+971.4.331.2288
shafiq@knto.ae

ニューデリー
+91.11.4609.5707
india@knto.or.kr 

北アメリカ
ロサンゼルス
+1.323.634.0280
la@kntoamerica.com

ニューヨーク
+1.201.585.0909
ny@kntoamerica.com

トロント
+1.416.348.9056/7
toronto@knto.ca

ヨーロッパ
フランクフルト
+49.69.233226
ktoff@euko.de

パリ
+33.1.4538.7123
ontcparis@gmail.com

ロンドン
+44.20.7321.2535
london@gokorea.co.uk

モスクワ
+7.495.735.4240 
marketkto@gmail.com

ウラジオストク
+7.4232.49.1154
knto_vl@mail.ru

ソウル / Coex

大邱 / EXCO

釜山 / BEXCO昌原 / CECO

光州 / Kimdaejung Convention Center

仁川 / Songdo ConvensiA

済州島 / ICC JEJU

京畿道 / KINTEX

大田 / DCC

地域観光庁
Korea MICE Bureau
Tel: +82.2.729.9552~9
Email: mice@knto.or.kr
Website: www.koreaconvention.org

Seoul Seoul Convention Bureau
Tel: +82.2.3788.0821~4
Email: mice@seoulwelcome.com
Website: www.miceseoul.com 

Gyeonggi-Do Gyeonggi Convention Bureau 
Tel: +82.31.888.5157
Email: francisco81@gto.or.kr
Website: www.gto.or.kr

Incheon Incheon Development & Tourism 
Corporation(Incheon Convention Bureau)
Tel: +82.32.260.5312 
Email: syh@idtc.co.kr
Website: www.idtc.co.kr/eng.do 

Daegu Daegu Convention Bureau
Tel: +82.53.601.5323
Email: dcvb@daegucvb.com
Website: www.daegucvb.com

Daejeon Daejeon Marketing Corporation
Tel: +82.42.869.5300~8
Email: jay@dmcgw.co.kr
Website: www.daejeon-marketing.co.kr

Changwon CECO 
Tel: +82.55.212.1009
Email: taku82@coex.co.kr
Website: www.ceco.co.kr

Busan Busan Convention & Visitors Bureau
Tel: +82.51.740.3600
Email: busancvb@busancvb.org
Website: www.busancvb.org

Gwangju Gwangju Convention & Visitors Bureau
Tel: +82.62.611.3621
Email: convention@gwangjucvb.or.kr
Website: www.gwangjucvb.or.kr

Jeju Jeju Convention & Visitors Bureau
Tel: +82.64.739.2206~8
Email: streamway@jejucvb.or.kr 
Website: www.jejumice.or.kr

仁川国際空港 ▶DCC
自動車 2.5時間 / 205km
ソウル駅 ▶DCC
KTX 1.5時間 / 149km

仁川国際空港 ▶CECO
自動車 4.5時間 / 400km

仁川国際空港 ▶BEXCO
自動車 5.3時間 / 443km
ソウル駅 ▶BEXCO
KTX 2.9時間 / 334km

仁川国際空港 ▶EXCO
自動車 3.8時間 / 323km

仁川国際空港
▶Kimdaejung Convention Center
自動車 3.8時間 / 342km

仁川国際空港 ▶Songdo ConvensiA
自動車 30分 / 30km

仁川国際空港 ▶KINTEX
自動車 1時間 / 53km 

仁川国際空港 ▶Coex
自動車 1時間 / 70km

仁川国際空港 ▶ICC JEJU 
飛行機 50分

仁川国際空港

推薦の言葉
MICE会場としての韓国についての経験者の証言

Korea Inspiring Meetings

2011年8月4日～7日に国際保険業界の大規模イベントである2011IDA会議がソウ
ルで開かれました。17カ国から100社の保険会社を代表する5,492人の保険専門
家、72人のゲストスピーカー、62人の特別講師がこのイベントに参加しました。
韓国観光公社MICEビューローからは、イベントを準備してきた1年間の間、多くの支
援を提供していただきました。2011年IDA会議の成功のために支援していただいた
観光公社に心より御礼申し上げると共に、今後韓国で開かれるすべてのイベントに
引き続きご支援のほどお願い申し上げます。

オ・ベクヤン,
2011 IDA会議主催者

アジア映像政策フォーラムは、アジア諸国の関係者が一堂に会して映画産業に関す
る様々な問題を議論する非常に興味深く有意義なフォーラムです。
釜山は、全世界の映画製作者が集い、意見を交換するオープンな空間として最も重
要な役割を果たしており、最高の環境を提供しています。

リズ・シャクルトン  (Liz Shackleton),
<スクリーンインターナショナル>アジア編集者

全体的に見て釜山は立派な会議開催地だと思いますが、特に海洋関連会議には最
適だと思います。数多くの活動が行われていながらも、規模が大きすぎず、適当な大
きさの都市だからです。素敵な海岸通りや文化遺跡など、おもしろい観光地や興味
深い区域もあります。様々な大きさの会議室を複数備えた会議場も本当に素晴らし
いです。会議場はスマートに構成されており、アクセスも良好です。会議場内や周辺
にはおいしい飲食店がたくさんあります。また、ホテルからも近く、非常に便利です。
会議場まで歩いて行けるホテルに泊まれるというのは本当に大きな利点です。

ポール・ホルトス  (Paul Holthus),
世界海洋協議会理事

他の方もほとんどがそうだと思いますが、私も大邱が第11回世界消防官競技大会の参加申込書を提出するまでは、大邱という都市について
聞いたこともありませんでした。それで、最初は大邱が本当に大規模な国際イベントを行うのに必要な詳細計画を立てて実行する能力があ
るだろうかと心配していました。しかし、大会が始まるとすぐに私が抱いていた懐疑心は消え去りました。開幕式をはじめとするすべてのイベ
ントが立派に行われ、大会のあった週に75のスポーツイベントも行われました。私は大邱というと、昔からの文化と歴史に囲まれた興味深く
魅惑的なその都市と、親切にすべての訪問客を温かく迎え、楽しいひと時が過ごせるように支えてくれた市民のことが思い出されます。大邱
で2010年世界消防官競技大会を開催することにした大会役員は正しい決断を下したのです。大会は完璧な成功を収め、参加した46カ国の
人々は大邱の存在とその位置を知ることができました。

トレバー・ペイトマン  (Trevor Pateman),
世界消防官競技大会理事会役員


