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1 都心の澄んでいるきれいな秋、吉祥寺で感じる

概 要

場所名 吉祥寺 電話番号 82-2-3672-5945

住所 ソウル市ソンブク区ソンジャムロ5ギル68 休み 年中無休

ホームページ kilsangsa.info 入場料 無料

テンプルステイ

案内

日程 毎月第3 第4週末(土〜日)

対応言語

ホーム

ページ

韓国語、英語、

中国語、日本語参加費 大人5万ウォン、大学生4万ウォン、学生3万ウォン

現場 韓国語
対象 中学生以上誰でも(韓国人・外国人)
申込 ホームページからお申し込み

紹 介

‣‣ 吉祥寺は、「無所有」を提唱した法頂僧侶がいた寺で、城北洞の中腹に位置し、澄んだ自然の中で

静かにくつろげ、散歩を楽しむのに良い寺院

‣‣ 秋には紅葉が絶景を成し、特に都心の中で最も清浄な空間に認められた有名な写真スポット

‣‣ 城北洞通りの伝統茶店、ギャラリー、グルメとゆったりとした秋の散歩を楽しみたい観光客におすすめ

‣‣ 体験プログラム

プログラム名 テンプルステイ テンプルライフ

体験内容 無所有の精神を体験する 仏教文化体験

詳細プログラム
茶道体験、供養、108拝、寺院礼節、

呼吸瞑想、僧侶との対話 感想文作成

寺院礼節、108拝、短珠づくり、

僧侶との対話

所要時間 1泊2日(13:00～09:30) 2時間～最大4時間(13:00～16:30)

備考 外国人参加可能(韓国語対応のみ) 外国人参加可能(韓国語対応のみ)

写 真
吉祥寺梵鐘閣 吉祥寺真影閣 吉祥寺の風景

テンプルステイ - 108拝 テンプルライフ - 寺院礼節(礼仏) テンプルステイ記念撮影

アクセス ‣‣ 地下鉄  4 号線ハンソンデイック駅⑥番出口 - 城北02番マウルバス乗車 - 弘益中高で下車 - 徒歩10分

駐車情報 ‣‣ 吉祥寺駐車場：最大30台(乗用車基準)可能、大型バス駐車可(場所が狭いため、事前に電話して確認後、訪問)

商品開発

TIP
‣‣ 城北洞通り探訪テーマに吉祥寺仏教文化体験プログラムとの連携可能

周辺

観光地
‣‣ 大学路/城北洞/昌徳宮/昌慶宮/宗廟/八角亭公園
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2 ソウル市民が選んだ夜景展望スポット10選

概 要

(代表場所)

場所名 光化門広場 電話番号 82-2-3700-3900

住所 ソウル市チョンノ区サジクロ161
夜間ライト

アップ時間

点灯 毎日日没時間

消灯 22:30～23:00

ホームページ japanese.visitseoul.net/top10 対応言語
ホームページ 韓国語、英語

現場 韓国語、英語

紹 介

光化門広場

- 韓国伝統の美しい夜景を観賞できるスポット

- 世宗路交差点の中央で写真を撮ろう！

- 位置:ソウル市チョンノ区サジクロ161、お問い合わせ: 82-2-3700-3900 �

駱山公園

- 漢陽都城の城壁と調和した都心の姿を観賞するのに良いスポット

- 駱山公園城郭道を歩きながら写真を撮ろう！

- 位置:ソウル市チョンノ区ナクサンギル41、お問い合わせ: 82-2-743-7985

Nソウルタワー

- 江南から漢江と都心全体ビューが楽しめるスポット

- Nソウルタワー展望台から眺める夜景写真がおすすめ

- 位置: ソウル市ヨンサン区ナムサンゴンウォンギル105、お問い合わせ: 82-2-3455-9277

ハヌル公園

- ススキが大きな特徴の市民の憩いの場で、漢江の夜景が楽しめるスポット

- ハヌル公園展望台から写真を撮ろう！

- 位置: ソウル市マポ区ハヌルゴンウォンロ95、お問い合わせ: 82-2-300-5501

63展望台

- 漢江の北側の景観が一幅の絵のように広がるスポット

- 63ビル展望台60階からの眺めをバックに写真を撮ろう！

- 位置: ソウル市ヨンドゥンポ区63ロ50、お問い合わせ: 82-2-789-5663

北岳山

- 四大門の中の様子を一目で見られる歴史あるスポット

- 北岳スカイウェイ八角亭で写真を撮ろう！

- 位置: ソウル市チョンノ区プアム洞、お問い合わせ: 82-2-747-2153

盤浦大橋

- 噴水と光でデザインされたセビッ島の姿と調和し、幻想的な夜景を

　プレゼントするスポット

- 盤浦漢江市民公園で虹噴水をバックに写真を撮ろう！

- 位置: ソウル市ソチョ区パンポ洞 盤浦大橋、お問い合わせ: 82-2-120

梅峰山

- 漢江の中心に位置している山で、漢江以南、東南側すべてビュー可能。

漢江の上に映る橋とビルの森の光が美しいスポット

- 梅峰山公園八角亭で写真を撮ろう！

- 位置: ソウル市チュン区シンダン洞、お問い合わせ: 82-2-120

仙遊島

- 汝矣島スカイラインに沿って輝く光が見られるスポット

- 仙遊島に行く橋を渡って写真を撮ろう！

- 位置: ソウル市ヨンドゥンポ区ソニュロ343、お問い合わせ:82-2-2634-7250

石村湖

- 遊園地の光が湖に映り、おとぎ話のような風景を誇るスポット

- 石村湖公園を歩きながら写真を撮ろう！

- 位置: ソウル市ソンパ区チャムシル洞、お問い合わせ:82-2-412-0190

‣‣ 伝統と現代、自然が美しく調和したソウルは、都心の光が作る夜景で有名な都市

‣‣ ソウル市民が直接選んだソウルの有名な夜景展望スポット10カ所

商品開発
TIP ‣‣ ソウルの夜景スポット10ヶ所と梨泰院、乙支路、弘大などの有名ビールグルメ路地連携の夜間FIT商品開発が可能
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3 漢江を抱く、漢江遊覧船で楽しむソウルの夜景

概 要

代表船着場 汝矣島漢江遊覧船船着場(イーランドクルーズ) 電話番号 82-2-3271-6900

住所 ソウル市ヨンドゥンポ区ヨイドンロ280 船着場
ご利用時間

09:00~21:00(顧客センター)
ホームページ www.elandcruise.com 13:00~22:00(クルーズ運航)

利用料金
大人 1万5千ウォン

決済方法 現金、カード(海外カードを含む)
小人 1万500ウォン

予約案内
ホームページご予約(韓国人・外国人)
団体貸切予約可能(30人基準)

対応言語
ホームページ 韓国語、中国語

現場 韓国語、英語、中国語、日本語

紹 介

‣‣ 外国人観光客を対象にしたソウル10大韓流観光スポットのひとつに選ばれた漢江遊覧船は、漢江クルーズを

楽しみながらソウルの都心が一望できる必須観光名所

‣‣ イーランドクルーズは、ソウルの夜景以外にも遊覧船内の公演会場、レストラン、プロポーズスポットなど楽しめる

ポイントが豊富で、秋の思い出づくりにぴったりの観光名所

‣‣ ドラマ『星から来たあなた』を含め『無限挑戦』、『ランニングマン』などによく登場する韓流スポットで、

韓流に関心のある外国人観光客が必ず訪れる場所

‣‣ 漢江を中心に8つの漢江遊覧船(イーランドクルーズ)船着場があり、代表的に汝矣島と蚕室コースが最も人気が高い

⁍ 漢江遊覧船船着場の位置：汝矣島、楊花、上岩、蚕頭峰、蚕室、トゥクソム、ソウルの森、仙遊島

⁍ 30分〜1時間間隔で運航し、19時以降は夜景の特別クルーズを運航

運航コース

(回航コース)

汝矣島

船着場

日中コース: 汝矣島出発 - 堂山鉄橋 - 汝矣島到着

夜景コース①: 汝矣島出発 - 盤浦大橋 - 汝矣島到着(19時30分出航)

夜景コース②: 汝矣島出発 - 西江大橋 - 汝矣島到着(19時30分出航)

蚕室

船着場

日中コース : 蚕室出発 – 聖水大橋 – 蚕室到着

夜景コース①: 蚕室出発 – 盤浦大橋 - 蚕室到着 (19時30分出航)

夜景コース②: 蚕室出発 - 聖水大橋 – 蚕室到着 (19時30分出航)

写 真
漢江遊覧船(イーランドクルーズ) - 夜間 汝矣島船着場の入口 遊覧船に乗る人

遊覧船から眺めるソウルの夜景 遊覧船で楽しむレストラン 運航コース(汝矣島、蚕室)

アクセス ‣‣ 地下鉄  5 号線ヨイナル駅③番出口 - 徒歩7分 - イーランドクルーズ船着場入口がすぐ見える

駐車情報
‣‣ 汝矣島漢江公園公営駐車場利用：最初の30分2千ウォン、大型バス駐車可(クルーズ利用時無料)

‣‣ 蚕室漢江公園公営駐車場利用：最初の30分1千ウォン、大型バス駐車可(クルーズ利用時無料)

商品開発

TIP
‣‣ 韓流ファンの観光客を対象に、テレビに登場した韓流スポットツアーをテーマにした商品開発が可能

周辺

観光地
‣‣ 汝矣島漢江公園/汝矣島公園/IFCモール/63ビル
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4 都心のオアシス、ソウル図書館屋上庭園

概 要

場所名 ソウル図書館 電話番号 82-2-2133-0300

住所 ソウル市チュン区セジョンデロ110ソウル市庁 休館日 毎週月曜日、祝日

ホームページ lib.seoul.go.kr 開館時間
火〜金 09:00～21:00

週末 09:00～18:00

図書館

ご利用案内

出入、読書、カフェ利用：誰でも(外国人含む)

図書貸し、PC利用：会員カード発行後、利用
対応言語

ホームページ 韓国語、英語、中国語、日本語

現場 韓国語、英語、中国語、日本語

紹 介

‣‣ 1926年からソウル市庁舎として使用していた建物を改造したソウルの代表図書館

‣‣ 20万冊の蔵書を所蔵し、5階建ての一般資料室、バリアフリー資料室、デジタル資料室、ソウル資料室など

全部で9室の閲覧室を運営し、誰でも快適に読書やくつろぎが楽しめる図書館

‣‣ 5階にあるハヌルトゥル屋上庭園は、お茶を楽しみながらリラックスできる都心のオアシスのような場所で、

広がる空とソウルの主要観光スポットが一望できる隠れた観光スポット

‣‣ 2階のソウル資料室とソウル記録文化館は、ソウル市とソウル市庁の歴史が一目でわかるおすすめスポット

‣‣ 文化解説者の説明を聞きながら、ソウル市庁とソウル図書館が見学できるプログラムも提供

運営回数 平日(火〜金)：1日4回 土曜日：12回、日曜日：8回

参加方法 インターネット予約(dobo.visitseoul.net) 現場参加(市民聴シティギャラリー前集合)

対応

言語

平日 英語(火：10時)、日本語(金：10時)、中国語(木：14時)

週末 英語(土・日：10時30分、15時)、日本語(土：14時30分)、中国語(土：11時)

運営コース 市民聴(シティギャラリー)→ソウル図書館→新庁舎→市民聴 / 約1時間10分所要

写 真
ソウル図書館外観(旧市庁舎) ソウル図書館入口 ソウル図書館内部

ゆったりとした屋上庭園の風景 ハヌルトゥル屋上庭園から見るソウル 図書館ツアー

アクセス ‣‣ 地下鉄  1  2 号線シチョン駅⑤番出口前

駐車情報
‣‣ 公営駐車場：ソウル市庁駐車場(10分当たり1,000ウォン、大型バス駐車不可)

‣‣ 周辺路上公営駐車場：南大門市場観光バス駐車場(大型バス駐車可)

商品開発

TIP
‣‣ 12月からオープンするソウル広場スケート場と連携した冬の商品開発が可能

周辺

観光地
‣‣ ソウル市庁広場/徳寿宮/南大門市場/光化門広場/明洞
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5 異色デート体験はドレスシネマで！

概 要

場所名 ドレスシネマ明洞店 電話番号 82-2-318-4223(予約必須)

住所 ソウル市チュン区ミョンドン2ギル49 3階 休館日 年中無休

ホームページ dresscinema.com 営業時間 10:00～20:00

予約案内 電話予約(英語、中国語可能) 決済方法
現金、カード

(海外カード含む)

体験案内
個人写真 3万ウォン

対応言語
ホームページ 韓国語

カップル写真 4万ウォン 現場 韓国語、英語、中国語

紹 介

‣‣ 自分で選んだドレスを着て、12のテーマで撮影できるユニークなフォトスタジオ

⁍ 12のテーマ：ピンクルーム、アンティークタイム、桜の木、空とベンチ、プリンセスドレッサー、シネマ、ミュージカルパー

ク、マジックミラー、クラシックルーム、ヴィンテージ電話ブース、ラブリー羊、モダンハウス

‣‣ テーマを選んだ後にドレス、ヘア、メイク、アクセサリーまでご希望のコーディネートアイテムを選び、

時間制限なしで撮影を楽しめるスポット

‣‣ パッケージを選択する場合は専門家による撮影が可能、別途設けられたセルフ撮影場は無制限で利用可能

⁍ 個人パッケージ：ドレス1着、ヘア、メイク、1Pアルバム撮影3万ウォン

⁍ カップルパッケージ(Aパッケージ基準)：ドレス1着、タキシード1着、ヘア、メイク、1Pアルバム撮影4万ウォン

‣‣ 撮影後、写真プリントはもちろん、デジタル機器にも送信可能で、ユニークな体験やデートスポットをお望みの

観光客には結婚式の写真撮影体験が簡単に楽しめるスポットとしておすすめ

‣‣ 待ち時間が長いため、事前に予約しておくこと(予約は電話でご希望の日時を選択）

写 真 自分だけのウエディングフォト撮影 ドレス、タキシードをチョイス プロのヘア・メイク

ヘア・メイクアップのオプション 様々なテーマスペース ドレスシネマの所在地

アクセス ‣‣ 地下鉄  4 号線ミョンドン駅⑤番出口から徒歩3分

駐車情報
‣‣ 民営駐車場：シニルビル駐車場(最初の30分3,000ウォン、追加10分ごとに1,000ウォン、大型バス駐車不可)

‣‣ 路上公営駐車場：朝鮮ホテル前(最初の5分600ウォン、大型バス駐車可)

商品開発

TIP
‣‣ ソウルで楽しむユニークなデートコースとして、トリックアイミュージアムや部屋脱出カフェなどと連携した商品開発が可能

周辺

観光地
‣‣ 明洞/Nソウルタワー/南山公園/清渓川/南山コル韓屋村/崇礼門
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6 Nソウルタワーが見えるソウルのルーフトップバー

概 要

(代表場所)

場所名 L7明洞ホテルルーフトップ フローティング 電話番号 82-2-6310-1096

住所 ソウル市チュン区トェゲロ137 L7明洞ホテル21階 ご利用時間
18:00～01:00

金 土 18:00~02:00

ホームページ www.lottehotel.com/l7/myeongdong/ja 決済方法 現金、カード(海外カードを含む)

ご予約 電話予約必須(82-2-6310-1097) 対応言語
ホームページ 韓国語、英語、中国語、日本語

現場 韓国語、英語

紹 介

‣‣ 最近、ソウルでは屋上を改造してレストランやバーとして営業するルーフトップバーが大人気

‣‣ ソウルのランドマーク「Nソウルタワー」が一望できるルーフトップバーでカクテルを楽しむ特別な時間をお望みの

観光客におすすめ

‣‣ 11月末までは屋外で、冬には簡易ストーブと毛布などで楽しめるスポット

‣‣ おすすめの代表ルーフトップバー

場所名 フローティングバー ル スタイルレストラン＆バー オリオールバー

特徴

- 国内ループトップバー最大規模

- Nソウルタワーが最もよく見える

- 夜景を見ながらフットスパ可能

- 座席が限られており予約必須

- Nソウルタワーを見てワインを飲む

- 1階はビストロ、2階はバー、

　3階はループトップカフェ兼バー

- 歌手チョン ヨプが経営するバー

住所
ソウル市チュン区トェゲロ137

L7明洞ホテル21階
ソウル市チュン区サミルデロ302 21階 ソウル市ヨンサン区シンフンロ20ギル43

電話番号 82-2-6310-1096 82-2-6020-8880 82-2-646-5252

価格 カクテル2〜3万ウォン台 ワイン1本5万ウォンから 料理2〜3万ウォン台、カクテル1〜2万ウォン台

定休日 年中無休 年中無休 毎週月曜日

写 真
フローティング内部 フローティングから見えるNソウルタワー ル スタイルレストランの夜景

ル スタイルレストラン＆バー オリオール全景 オリオールから見えるNソウルタワー

アクセス
‣‣ フローティング：地下鉄  4 号線ミョンドン駅⑨番出口L7ホテル最上階

‣‣ ル スタイルレストラン＆バー：地下鉄  4 号線ミョンドン駅⑩番出口、イビススタイルアンバサダーソウル明洞最上階

‣‣ オリオール：地下鉄  6 号線ノクサピョン駅②番出口-解放村入口から龍山02マウルバス乗車-解放村オゴリで下車

駐車情報
‣‣ フローティング：L7明洞ホテル駐車場利用、大型バス駐車不可

‣‣ ル スタイルレストラン＆バー：イビススタイルアンバサダーソウル明洞駐車場利用、大型バス駐車不可

‣‣ オリオール：オリオール駐車場、大型バス駐車不可

商品開発

TIP
‣‣ 韓国のナイトライフ体験をテーマにルーフトップバーと連携した商品開発が可能
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7 デジタルアート展示「チームラボワールド」で幻想的な光の海へ！

概 要

場所名 チームラボワールド 電話番号
82-2-1670-3114

(20人以上は事前に予約お問い合わせ)

住所 ソウル市ソンパ区オリンピックロ240 ロッテワールド 休館日 年中無休

ホームページ seoul.teamlabworld.com 観覧時間
展示観覧 10:00～21:00

きっぷ売り場 09:30～20:00

利用料金

小人 2万4千ウォン
決済方法

現金、カード決済

(海外カードを含む)青少年、大人 2万ウォン

ロッテワールド内入場者 1万6千ウォン
対応言語

ホームページ 韓国語、英語
20人以上の団体は事前予約が必要 現場 韓国語、英語

紹 介

‣‣ デジタルメディアを活用した体験型展示場で、大人と子供が一緒に楽しめる未来型テーマパーク

‣‣ 今年8月にオープンし、ユニークな先端体験をお望みの家族連れにおすすめ

‣‣ メディアアート作品が観賞できる「ダンスアートミュージアム」と、直接作りながら楽しむ

「ラン＆プレイ！フューチャーパーク」で構成

⁍ 「ダンスアートミュージアム」展示：6つのプログラム

①クリスタルユニバース ②花と人 ③増殖する生命 ④境界のない群蝶 ⑤百年海図巻 ⑥百年海図巻アニメーションジオラマ

代表

作品

クリスタルユニバース 数多くのLEDで宇宙空間を表現した作品で、刻々と変化する結晶の様子が壮観

花と人 作品の中の花に触れたり、踏んで歩くなどの行動を認識し、瞬間ごとに他の風景を演出

⁍ 「ラン＆プレイ！フューチャーパーク」体験：8つのプログラム
①スケッチタウン ②ライトボールオーケストラ ③グラフィティネイチャー ④飛び石遊び ⑤スケッチ水族館 ⑥ウッドブロック列車

     ⑦ちび妖精が住むテーブル ⑧まだ神々があちこちにとどまっていた頃の話

代表

体験

の紹

介

スケッチタウン 体験者が電子スケッチブックに描いた絵をすべて組み合わせて大型モニターに表示

ライトボールオーケストラ ボールを叩いたり回す色と音が変わり、自分だけの色と音を作り出すことができる異色体験

グラフィティネイチャー 体験者が紙に描いた自然、動物、植物などが組み合わされ、新しい自然の姿が表現されるテーマゾーン

飛び石遊び 飛び石を渡ると、音と一緒に色が水面に広がる遊び

写 真
クリスタルユニバース 花と人 スケッチタウンでお絵描き

ライトボールオーケストラ 一緒に完成するグラフィティネイチャー 作ってみよう飛び石遊び

アクセス ‣‣ 地下鉄  2  8 号線チャムシル駅④番出口、ロッテワールドアドベンチャー方向に進み、アドベンチャー入口右側に直進

駐車情報 ‣‣ ロッテワールドアドベンチャー駐車場：1時間まで無料、大型バス駐車不可

商品開発

TIP
‣‣ ロッテワールドアドベンチャー、民俗博物館、石村湖などと連携し、蚕室地区における観光商品開発が可能

周辺

観光地
‣‣ ロッテワールドアドベンチャー/石村湖/ロッテワールドモール/新川通り/蚕室漢江公園/オリンピック公園



- 8 -

8 伝統茶店で楽しむ秋の味覚のロマン、シンイエッチャッチプ

概 要

場所名 シンイエッチャッチプ 電話番号 82-2-732-5257

住所 ソウル市チョンノ区インサドンギル47-8 定休日 年中無休

営業時間 10:30～23:00 決済方法 現金、カード(海外カードを含む)

メニュー

伝統茶
(7千ウォン)

ナツメ茶、双和茶、生姜茶、花

梨茶、梅茶、菊茶など 対応言語 現場

韓国語、英語、

中国語、日本語

(メニュー)その他 お粥(季節限定メニュー)、自家製酒、冷茶

紹 介

‣‣ 韓屋を改造した仁寺洞の伝統茶店。外部ではカラフルな庭園と鳥が楽しめ、内部には韓国の伝統小物や

骨董品が展示されているユニークな見どころ満載の観光スポット

‣‣ ナツメ茶、双和茶、生姜茶などの伝統茶をはじめ、韓菓、餅、緑茶かき氷など韓国の伝統スナックが

　　一緒に楽しめ、伝統文化体験に最適な場所

‣‣ 仁寺洞の路地の静かな場所に位置し、居心地が良く静かなカフェを訪れる観光客におすすめ

‣‣ 周辺の仁寺洞通りやサムジギル、伝統文化が体験できる工房や体験が豊富で、歩きやすい秋に

訪問すると良い

‣‣ メニュー紹介

温かいお茶 7千ウォン ナツメ茶、双和茶、雀舌茶、生姜茶、花梨茶、柚子茶、梅茶、菊茶など

冷たいお茶 7千ウォン ナツメ茶、五味子茶、梨熟、スジョングァ、花梨茶、桑の実茶、ヨモギラテ、緑茶ラテなど

かき氷 9千ウォン 緑茶かき氷、五味子かき氷、ナツメかき氷など

写 真
シンイエッチャッチプの入口 伝統韓屋の喫茶店内部 内部の座席

ナツメ茶を飲む観光客 ナツメ茶と五味子茶 韓菓と餅

アクセス ‣‣ 地下鉄  3号線アングク駅⑥番出口 - 仁寺洞通りの方向へ徒歩5分

駐車情報
‣‣ 周辺の民営駐車場：慶雲洞民営駐車場(最初の30分2千ウォン、追加10分ごとに1千ウォン、大型バス駐車不可)

                    西仁寺マダン路上公営駐車場(最初の5分4百ウォン、大型バス駐車可)

商品開発

TIP
‣‣ 伝統体験をテーマに韓服・工房・手作り印鑑づくり体験(魚羅淵篆刻研究所)などと連携した商品開発が可能

周辺

観光地
‣‣ 仁寺洞通り/魚羅淵篆刻研究所/サムジギル/景福宮/徳寿宮/光化門広場/三清洞/北村韓屋村
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9 デジタルメディアシティ、上岩DMC散策

概 要

場所名 DMC広報館
電話番号 82-2-309-7067

住所 ソウル市マポ区ワールドカップブクロ366

ホームページ dmc.seoul.kr 利用料金 別途利用料なし

ウォーキングツアー

ご案内

4つのおすすめウォーキングコース
対応言語

ホームページ 韓国語、英語、中国語

メディア/ ITツアー 公園ツアー 夜景ツアー 自転車ツアー 現場 韓国語、英語

紹 介

‣‣ DMCはデジタルメディアシティの略で、上岩地域に造成された最先端のデジタルメディアエンターテインメント業界集積地

‣‣ DMC広報館をはじめ、世界初のユビキタス空間があるデジタルメディア通り(DMS)、クリエイティブなオブジェが

設置されたアートフェンスなどユニークな見どころ満載のスポット

‣‣ その他にデジタルパビリオン、韓国文化コンテンツセンター(韓国映画博物館)、ワールドカップ公園やハヌル公園など、

先端と自然が調和した観光スポットで、都心ではできない特別な経験をお望みの観光客におすすめ

‣‣ 4つのおすすめウォーキングコース

おすすめコース1 メディア/ITツアー(所要時間:2～3時間)
コース 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

特徴 複数の先端施設と映画関連の様々な見どころが楽しめるツアー

おすすめコース2 美しい建築物の間を、そしてDMC公園(所要時間:40～50分)

コース DMC文化公園→ムルビッ文化公園→ヌリクムスクエア庭園道→カフェストリート→カオン文化公園→九龍近隣公園

特徴 DMC団地の建物の間からよく整頓された公園と造形物を見てくつろげるコース

おすすめコース3 華やかな光の空間、夜のDMC散策(所要時間:30～40分)
コース THE→世界の中心→Square M→ミレニアムアイ(すべての作品名)

特徴 あちこちに設置されたLED電光掲示板やメディアバー、メディアウォール、マルチビジョンなどを夜に観賞するコース

おすすめコース4 DMC団地の南、蘭芝川公園とメタセコイア道(所要時間:1時間)

コース ヌリクムスクエア庭園道→上岩近隣公園→蘭芝川公園入口→芝生広場

特徴 休息と散策路が整備された公園ツアー、ソウル自転車「タルンイ」を利用してメタセコイア道まで行こう！

写 真
上岩DMC - MBC社屋前 DMC広報館 デジタルメディアストリート

韓国映画博物館 ワールドカップ公園の秋 上岩DMC地図

アクセス ‣‣ 地下鉄  6 号線デジタルメディアシティ駅②番出口 - 徒歩10分

駐車情報
‣‣ DMC広報館駐車場：無料、大型バス駐車可

‣‣ 周辺公営駐車場：蘭芝漢江公園の駐車場利用(最初の30分1千ウォン、大型バス駐車可)

商品開発

TIP
‣‣ 周辺のグルメ、バー、カフェなどと連携したDMC散策コース単独商品開発が可能

周辺

観光地
‣‣ MBC新社屋/ワールドカップ公園/ハヌル公園/平和の公園/蘭芝漢江公園
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10 ソウル最高の休息空間、オリンピック公園

概 要

場所名 オリンピック公園 電話番号 82-2-410-1114

住所 ソウル市ソンパ区オリンピックロ424 休園日 年中無休

ホームページ www.olympicpark.co.kr 開園時間 05:00～22:00

主な施設
散策コース、スケートリンク、彫刻広場、ソマ美術

館、ソウルオリンピック記念館、生態公園、バラ園
対応言語

ホームページ 韓国語、英語

現場 韓国語

紹 介

‣‣ 秋に最も美しいことで有名なオリンピック公園は、スポーツ、文化芸術、憩いなどの様々な用途を備えた

楽しめる場所満載の公園

‣‣ 生態公園と散策 ジョギングコースがよく整備されており、秋の公園を歩いて写真を撮ろう

‣‣ 主なフォトスポットにはひとりぼっちの木、トゥルコッマル、バラ広場、ソマ美術館と彫刻公園などがあり、

見どころも豊富で思い出づくりに良い観光スポット

‣‣ オリンピック公園の中で最も美しい場所「9景」と一緒に楽しむスタンプツアーがおすすめ

⁍ 参加方法： 案内センター訪問 ➡ 出発地点でツアーマップをもらう ➡ 区間スタンプを押す

➡ 完走記念プレゼントをゲット

⁍ ツアー順おすすめ：1景 世界平和の門 ➡ 3景 夢村垓子音楽噴水 ➡ 4景 対話(彫刻)

➡ 5景 夢村土城散策路 ➡ 6景 ひとりぼっちの木 ➡ 7景 88湖 ➡ 8景 トゥルコッマル

➡ 9景 バラ園 ➡ 2景 親指(彫刻)

写真
1景 世界平和の門 5景 夢村土城散策路 6景 ひとりぼっちの木

7景 88湖 8景 トゥルコッマル オリンピック公園の地図

アクセス ‣‣ 地下鉄  5 号線オリンピック コンウォン駅③番出口

駐車情報
‣‣ オリンピック公園内駐車場：最初の1時間1千ウォン、5分ごとに500ウォン追加

                          大型バス駐車可(1万2千ウォン)

商品開発

TIP
‣‣ ロッテワールドアドベンチャー、チームラボワールドなどと連携して蚕室観光商品の開発が可能

周辺

観光地
‣‣ ソマ美術館/夢村土城/石村湖/ロッテワールドアドベンチャー/チームラボワールド
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お祭り 第3回ソウルキムジャン文化祭

概　要

日　時 2016年11月4日(金)～11月6日(日) 電話番号
82-2-2133-0900

(ソウルキムジャン文化祭事務局)

場　所 ソウル広場(ソウル特別市チュン区テピョン路1ガ31) 入場料 体験により異なる(事務局に問い合わせ)

ホームページ seoulkimchifestival.com 運営時間
開幕行事：11.4(金) 13:30-16:00

閉幕行事：11.6(日) 16:00-21:00

プログラム キムチ分かち合い、キムジャンカン、キムチ広場など 対応言語 韓国語、英語、中国語、日本語

紹　介

‣‣ ユネスコ世界無形文化遺産に登録されたキムジャン文化を市民、団体、企業のみならず世界の人々が

集まって体験するお祭りで、キムチを作って分かち合うキムジャンのお祭り

‣‣ 今年は代表的なプログラムとしてBig 4(キムジャン分かち合い、ソウルキムジャンカン、キムジャンナンジャ

ン、みんなで囲む食卓)イベントを構成し、韓国人・外国人観光客が一緒に楽しめるコンテンツで構成
‣‣ プログラム

⁍ 公式行事: 開幕式 閉幕式
⁍ 特別プログラム：BIG4キムジャン分かち合い、ソウルキムジャンカン、キムジャンナンジャン、みんなで囲む食卓

⁍ 公演プログラム：キムチ楽マダン(武橋路/ソウル広場)、市民楽マダン
⁍ 体験プログラム：キムチ広場、韓服を着る日、キムチ遠征隊、キムチと遊ぼう

⁍ 販売プログラム：キムチマーケット(世宗大路)、キムチ通りマーケット(武橋路)、グルメマーケット(武橋路)
‣‣ 外国人参加スペシャルプログラム：外国人キムジャンカン(通訳ボランティアサポート)

運営時間

11月4日(金)～5日(土)

*金曜日 16:00(1次) / 17:30(2次)

*土曜日 11:00(1次) / 12:30(2次) / 14:00(3次) / 15:30(4次) / 17:00(5次)

外国人専用キムジャン体験 / キムチと合う料理を提供体験構成

3,000ウォン 受付方法 事前予約 現場受付体験費用

写　真
キムジャン分かち合い(例) みんなで囲む食卓(例)

2016年ポスター キムジャンカン(例) キムジャンナンジャン(例)

アクセス ‣‣ 地下鉄  1  2 号線シチョン駅5番出口、ソウル広場

駐車情報 ‣‣ ソウル広場近隣駐車場：ソウル市立美術館、貞洞ギル駐車場、ファイナンスセンター前の公営駐車場

商品開発

TIP

‣‣ 景福宮や徳寿宮などの古宮と連携した韓国の伝統文化ツアー商品開発が可能

‣‣ 光化門、鍾路一帯のグルメ通りと連携したグルメツアーのFIT商品開発が可能

周辺

観光地
‣‣ 景福宮、徳寿宮、ソウル市立美術館、清渓川広場、光化門広場
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お祭り 「歴史が流れる漢江、光で照らす」2016ソウルランタン フェスティバル

概 要

場所 清渓広場～水標橋(1.2km)、徒歩約45分

期間 2016年11月4日(金)～11月20日(日) 電話番号 82-2-2133-0932

参加費 無料(一部の体験プログラム有料) ホームページ www.seoullantern.com

ご利用時間 17:00～23:00 対応言語 韓国語、英語、中国語、日本語

紹　介

‣‣ 毎年300万人が参加するソウルの代表的なお祭りで、清渓川の流れの上に美しい灯籠作品を展示

‣‣ 今年は「歴史が流れる漢江、光で照らす」をテーマに、漢江をとりまく歴史的・文化的・生活的要素を総合的に
盛り込んだ灯籠展示の観覧と市民参加プログラムの体験が可能

⁍ 2016ソウルランタン フェスティバル展示
テーマ1. 漢江テーマ灯籠：先史時代を経て今日に至るまでの先祖の様々な歴史を再現

テーマ2. 自治体 海外の灯籠：世界と共に歩むランタン フェスティバル、自治体および海外各国から参加した灯籠

テーマ3. 機関 企業灯籠：ソウルランタン フェスティバル参加機関および協賛企業広報

テーマ4. ライトアート作家灯籠：大学生やアマチュアの特色ある照明作品展示

テーマ5. こどものためのキャラクター灯籠：子供たちの好きな映画、漫画のキャラクター灯籠

⁍ 参加プログラム
プログラム名 体験費用 参加方法

願い事の灯籠 四角灯籠:1万5千ウォン、韓紙灯籠:1万ウォン、カラフル灯籠:5千ウォン オンライン事前申込

灯籠流し 3千ウォン
*旅行代理店の団体外国人向け事前申込時、無料体験可能

オンライン販売

2017新年の願い事灯籠 1千ウォン 現場販売

熱気球体験 1万ウォン オンライン申込

⁍ 総合案内センターでは中国語と英語での対応可能、迷子保護所と医務室、授乳室などを備えたイベント会場

⁍ 開幕式(11月5日)参加申込時、外国人対象の別途座席を用意

写　真 ソウルランタン フェスティバル全景 敦義門巡城ノリ 南山コル韓屋村

朝鮮王朝儀軌 漢陽都城 中和殿

アクセス ‣‣ 地下鉄  5 号線クァンファムン駅、 2 号線ウルチロ3ガ駅、 3号線ウルチロ3ガ駅

駐車情報
‣ トンファ免税店駐車場(ソウル市チョンノ区セジョンデロ149)、ご利用時間：07:00～21:00

大型：地上駐車場利用(無料)

一般：30分まで2,000ウォン、その後15分ごとに1,000ウォン追加

商品開発

TIP

‣ 清渓川周辺の古宮、仁寺洞、三清洞コースとソウルランタン フェスティバルを連携した昼夜間観光商品の開発可能

‣ ソウルランタン フェスティバルと鍾路のグルメ通りを連携した夜間FIT観光商品の開発が可能

周辺

観光地
‣ 光化門、景福宮、ソウル歴史博物館、仁寺洞
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特別
推奨

漢江水路を走るユニークな体験、漢江水上タクシー

概 要

乗り場 盤浦漢江公園内乗り場(仮称「ソレナル」) 電話番号 82-1522-1477
(水上観光コールタクシーコールセンター)

営業時間
4月～10月 07:20～22:30

ホームページ www.seoulwatertaxi.com
11月～3月 12:30～21:30

乗車基準

(大人基準)

通勤用 1人 5千ウォン(片道)
ご利用方法

コールセンターや

ホームページで事前予約観光用
1人2万5千ウォン(最少催行人数2名)
*30分基準、10分を超えた場合1人あたり8千ウォン追加

紹 介

‣‣ 漢江水上観光タクシーは、盤浦月光虹噴水、冬の渡り鳥、セビッソムの夜景などの魅力的な観光スポットが

水路で楽しめる水上観光の交通手段で、今年の10月24日から新たに運航を開始

‣‣ 最近従来の乗り場17ヶ所の補修を終え、盤浦漢江公園内の新しい乗り場「ソレナル」(仮称)を設置し、

1 2階にそれぞれ定期的に文化公演を誘致する計画

‣‣ 漢江水辺の観光スポットを水上レジャースポーツと一緒に楽しみたい観光客におすすめ

通勤路線 観光路線

コース
蚕室 - トゥクソム - 盤浦 - 汝矣島

(出勤：07:20～09:25、帰宅：18:20～20:15)

17ヶ所の乗り場を中心に、観光客のニーズ

に合わせてご希望のコースを回る方式

乗り場(17ヶ所)

仙遊島、タンサン駅、マリーナ、国会議事堂前、ヨイナル駅、63ビル前、トンジャク駅、盤

浦(乗り場)、盤浦、蚕院、蚕室、望遠緑道、望遠、二村渡し場、西氷庫、ソウルの森、

トゥッソム ユウォンジ駅

‣‣ 盤浦乗り場は、江南高速ターミナル区間を行き来するセビッソムシャトルバスで便利にアクセス可能

17ヶ所の乗り場周辺には、公共自転車「タルンイ」を配置して、乗り場までの便利なアクセスをサポート

⁍ セビッ島シャトルバス運行時間：11:00コソクターミナル駅6番出口出発↔21:40セビッ島駐車場出発(40分間隔）

(16:00～17:00は除く)

写真
漢江水上観光タクシーの外部

漢江水上観光コールタクシーのご利用案内(路線図) 漢江水上観光タクシーの内部

アクセス
‣‣ 盤浦漢江公園：地下鉄  3  7  9号線コソクターミナル駅⑧-②番出口 - 盤浦漢江公園方向のハンシンアパートの

間の道から徒歩10分、または⑥番出口前のセビッ島シャトルバス停留所でバス乗車

駐車情報 ‣ 盤浦漢江公園公営駐車場：最初の30分1千ウォン、超過10分あたり2百ウォン、週末は無料(大型バス駐車可)

商品開発

TIP

‣ 漢江水上タクシーと公共自転車タルンイ(江北自転車道路：汝矣島公園〜ソウルの森)を連携した漢江ツアーFIT商品

開発が可能
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情報 2016年 ソウル市優秀観光商品認証制

概　要

事業目的 ソウルの観光資源を活用した格調高い観光商品の開発を支援し、ソウル観光の活性化と望ましい観光文化を造成

事業対象
- 優秀・特別観光商品：全世界のインバウンド観光商品 (一般旅行業協会登録旅行代理店)
- 開発観光商品：FIT観光商品 (一般旅行業協会登録旅行代理店)

事業期間 2016年3月 - 12月

問合せ

ソウル観光公社 担当者 問合せ電話 電子メール

事業総括 イ・ジユン代理 82-2-3788-0851 jylee@seoulwelcome.com

東南アジア・欧米 パク・ヘリム社員 82-2-3788-0879 gofla42@seoulwelcome.com

中華圏 ジョン・ヘソルシ社員 82-2-3788-0835 haesol@seoulwelcome.com

日本 チェ・ユンヒ社員 82-2-3788-8126 yh7024@seoulwelcome.com

事業紹介

‣‣ 事業の運営手順

認証

申請所

受付

申請

基準

審査

認証

審査

認証

商品

選定

認証

書授

与

「ソウル市 

優秀旅行代

理店」

指定審査

「ソウル市

優秀旅行代

理店」選定

広報および運

営支援

ソウル観光公社
優秀観光商品評価委員会開

催(4·6·8·10月/計4回予定)

優秀観光商品認証制 

参加旅行代理店対象「ソウル市

優秀旅行代理店」申請資格獲得

インセンティブ

支援および広

報

‣‣ 優秀観光商品支援事項

区分 優秀観光商品 一般観光商品 特別観光商品 個別観光商品

商品開発費

(7月-11月)

- インバウンド社 

商品開発費

1万ウォン/1人

インバウンド社 

商品開発費

5千ウォン/1人

インバウンド社 

商品開発費

5千ウォン/1人

広報マーケティング費

旅行代理店毎1度に限り3

00万ウォン

広報支援

- 優秀観光商品 

認証書授与および認証マ

ーク付与

※有効期間2年

※旅行代理店別 

2度目の商品から 

1商品あたり150万ウォン

追加支援

-主要国の海外旅行代理

店訪問販促活動および共

同広告支援など

※商品毎に 

200人以上募集した場合

に支援

※ 認証マーク

‣‣ 「ソウル市優秀旅行代理店」支援事項

対象 2016年 優秀・一般・特別・個別観光商品選定旅行代理店
広報支援

- 1社あたり最高1,000万ウォン支給

- 「ソウル市優秀旅行代理店」という名称使用(1年間)

申請条件

‣‣ 優秀観光商品申請条件

区分 申請条件

優秀(一般)観光商品

※評価点数(70点基準)

優秀/一般観光商品として等

差支援

宿泊

(択1)

ソウル所在観光ホテル級以上の宿泊施

設(2泊以上)

ソウル市・韓国観光公社認証
団体宿泊施設(2泊以上)

食事 ソウルの日程内に2-3回食事、合計2万ウォン/1人以上

体験

(択1)
ソウル文化体験2-3か所基準入場料の合計が最低1万5千ウォン/1人以上

ガイド 観光通訳案内者資格所持者

日程 ソウル全日観光(1日6時間) 2日以上含む
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