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1 K-liveホログラムコンサートホール

概要

場所 K-live お問い合わせ 82-2-2265-0810

住所 ソウル市中区乙支路264ロッテフィットイン9階 休館日 毎週月曜日

ホームページ www.klive.co.kr ご利用時間 13:30～22:00

ご利用料金

YG FAMILY 一般：1万5千ウォン

対応言語
ホームページ 韓国語、英語、

中国語、日本語
BIGBANG SPECIAL 

/ JYP NATION
一般：3万3千ウォン 現場

ご紹介

スケジュール

1TIME(14:00) ＜YG FAMILY＞ PSY / BIGBANG / G-dragon_short ver.(40min)

2TIME(16:00) ＜YG FAMILY＞ PSY / BIGBANG / G-dragon_short ver.(40min)

3TIME(18:00) BIGBANG SPECIAL with Krunk BIGBANG / G-dragon + a Behind Story (50min)

4TIME(19:00) JYP NATION_Premiere 2PM / GOT7 / WONDER GIRLS (45min)

5TIME(20:00) BIGBANG SPECIAL with Krunk BIGBANG / G-dragon + a Behind Story (50min)

  ‣ K-popアーティストのコンサートがホログラムで再解釈された異色コンサート会場

 ‣ 実際のコンサート会場さながらの音響システムとともに、ブルースクリーンの前で撮影された映像がコ

ンピュータグラフィックにより様々な特殊効果が加えられ、実際のようなコンサートを楽しむことができる

観光スポット

 ‣ 海外のK-popファンに最も人気のG-dragon、BIGBANG、PSY、WONDER GIRLS、GOT7などのライブを

生で見ているような感覚を与える、韓国を訪れる韓流ファンに最もオススメの場所

 ‣ コンサートホールの他にも、拡張現実エレベーター、スターの写真集や歌を直接見て選べるメディアタ

ワー、スターと一緒に写真を撮って現像できるスターフォトボックス、スターの楽屋訪問体験など、楽し

さ満載の観光スポット

写真
BIGBANGホログラムコンサート 拡張現実(AR)エレベーター メディアタワー

スターと一緒に写真撮影：フォトボックス スターの楽屋訪問体験 館内マップ

アクセス  ‣ 地下鉄 2  4  5 号線 トンデムン・ヨッサムンファゴンウォン駅⑪番出口

駐車場  ‣ ロッテフィットインの駐車場ご利用(駐車後30分まで2千ウォン、30分ごと2千ウォン追加(大型バス駐車不可))

商品開発

TIP

 ‣ 東大門ショッピングタウン、DDPなどと連携した東大門地域連携商品を開発 

 ‣ 韓流コンテンツ体験テーマ(SM TOWNダンス体験、MBCワールドなど)との連携商品を開発可能

周辺

観光地

 ‣ 東大門ファッション通り / 東大門デザインプラザ / 清渓川 / 東大門城郭公園 / 新堂洞トッポッキ

タウン / 広蔵市場
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2 ソウル敦化門国楽堂で楽しむ韓国の音

概要

場所 敦化門国楽堂 お問い合わせ 82-2-3210-7001

住所 ソウル市鍾路区栗谷路102 休館日 年中無休

ホームページ www.sdtt.or.kr 公演時間 公演ごとに異なる

チケット購入 公演当日にチケット売り場で購入 お支払方法
現金、クレジットカード

(海外のカードを含む)

料金 無料～2万5千ウォン 対応言語
ホームページ 韓国語

現場 韓国語

ご紹介

日付 プログラム
12/3、18:30 オ・ギョンスと共に音楽旅行 大笒(テグム)散調、舟歌など

12/4、18:00 ソ・ウニョン奚琴独奏会 奚琴演奏家ソ・ウニョンの奚琴独奏会

12/11、19:00
国楽アンサンブル「ユンスルの

第一歩」

国楽、西洋楽器、バンドが調和するワールドミュージックグルー

プ「ユンスル」の国楽公演

12/18、17:00 ユ・ヒジョンの伽椰琴独奏会 伝統音楽から創作音楽まで多彩なレパートリーを伽椰琴で演奏

12/24、18:00 音の花が咲きました パンソリのヌンデモクを中心にパンソリの神髄が感じられる舞台

12/25、16:00 パンソリ高音源の復刻演奏会 現在は聞く機会があまりない伝統の音が復元された公演

12/27、19:30 ホン・チヘの笛発表会 笛、唐人笛、笙などによる演奏

  ‣ 昌徳宮と敦化門路が出会う場所に位置する国楽堂で、伝統的な韓屋と現代建築様式が調和している
観光スポット

 ‣ マイクやスピーカーを使わないため環境にやさしく、また国楽の本来の音をしっかり感じられるよう設計
されているため、国楽の澄んだ声を楽しめる施設

 ‣ 入場券は、オンラインまたは現場で購入

   ⁍ オンライン購入：敦化門国楽堂ホームページで予約・購入(Interparkはこちら)

   ⁍ 現地購入：公演当日の開始１時間前からチケット売り場で販売

 ‣ 無料公演の日程

写　　真
国楽アンサンブル「ユンスル」 ユ・ヒジョンの伽椰琴独奏会 野外公演

公演の様子 国楽堂内のカフェ 敦化門国楽堂の外観

アクセス  ‣ 地下鉄 3 号線 アングク駅④番出口から徒歩5分

駐車場  ‣ 昌慶宮の駐車場ご利用(駐車後2時間までは2千ウォン、30分ごど1千ウォン追加)

商品開発

TIP
 ‣ ソウルの主な宮殿や北村韓屋村と連携した韓国の伝統文化体験テーマ商品を開発可能

周辺

観光地
 ‣ 昌慶宮 / 昌徳宮 / 宗廟 / 景福宮 / 北村韓屋村 / 三清洞 / 仁寺堂文化通り
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3 ソウルで出会うヒーリング空間、塩洞窟ヒーリングセンターと北村「お昼寝」

概要

(代表場所)

場所 塩洞窟ヒーリングセンター お問い合わせ 82-2-318-4946

住所 ソウル市中区退溪路36 サムソンビル1階 休業日 年中無休

ご利用料金
入場料 1万ウォン

(*団体体験の場合は要予約、15名定員)

ご利用時間
10:00～19:00、

19:00からは要予約

お支払方法
現金、クレジットカード

(海外のカードを含む)

ご紹介

塩洞窟ヒーリングセンター 北村「お昼寝」

入場料 1万ウォン(1時間利用基準)
利用料金 6千ウォン(1時間＋コーヒー1杯を含む), 

30分ごとに3千ウォンの追加料金

- www.nazzzam.com

中区退溪路36 サムソンビル1階 鍾路区北村路4キル27

82-2-318-4946  82-10-5141-0741

毎日 10:00～19:00 平日 11:30～17:00、週末 13:00～19:00、月曜日休業

- 世界最高のミネラル含量を誇る新安の太平塩田の

天日塩で四方が覆われた塩洞窟

- 体に良いミネラルとマイナスイオンがいっぱい！

- 呼吸器の病気、皮膚疾患、風邪に良い所として有名

- 明洞周辺に位置しており、ショッピング後の憩いの場

として最適なスポット

- ハンモックでお昼寝を楽しめるカフェ

- キャンプ場のように暖かくゆったりとした雰囲気

- SUPER JUNIORのメンバーが訪れて話題となった

異色体験をご希望の韓流ファンにおすすめ

  ‣ 観光に飽きてしまった方、暖かい場所で休みを取りたい方におすすめの屋内ヒーリング空間

 ‣ 他では味わえない独特かつ異色のヒーリング体験をご希望の家族連れの観光客におすすめ

 ‣ 代表的な観光名所である明洞と北村に位置しており、観光コースの合間に利用できる観光スポット

写　　真

「塩洞窟ヒーリングセンター」入り口
四方が天日塩で覆われた

「塩洞窟ヒーリングセンター」内部

「塩洞窟ヒーリングセンター」で

休む人々

「お昼寝」の内部インテリア
「お昼寝」の室内に設置された

ハンモック

「お昼寝」を訪れた

SUPER JUNIORのウニョク

アクセス  ‣ 地下鉄 4 号線 フェヒョン駅④番出口

駐車場  ‣ 南大門バス・観光バス駐車場ご利用：駐車後30分まで2千ウォン

商品開発

TIP
 ‣ フットスパ、マッサージ体験などと連携したヒーリングテーマ観光商品を開発可能

周辺

観光地
 ‣ 南大門市場 / 崇礼門 / 明洞通り / K-live / 北倉洞グルメ横丁 / 市庁広場 / 南山公園
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4 私も画家になれる！新村「ペイント・トゥナイト」

概要

場所 ペイント・トゥナイト お問い合わせ 82-10-4904-4434

住所 ソウル市麻浦区白凡路1キル21 休業日 年中無休

ホームページ paintonight.com 営業時間
平日 09:00～12:00、13:00～18:00

週末 10:00～12:00、13:00～18:00

団体に関する

お問い合わせ・

ご予約

お電話またはEメールで予約

(painttonight@gmail.com)
対応言語

ホームページ 韓国語

現場 韓国語・英語

ご紹介

 ‣ ワインやコーヒーを楽しみながら絵を描けるカフェ兼アトリエとして最近脚光を浴びている異色デート

コース

 ‣ 未経験者や美術道具のない方も専門作家にサポートされながら気軽に楽しく絵を描けるスポット

 ‣ キャンバス、イーゼル、筆、絵の具など全ての美術道具が用意されており、完成した作品はキャンバス

鞄に入れて持ち帰ることも可能

 ‣ 講師の説明のとおり順に添って描く方法で気軽に参加することができ、英語ができる講師も配置されて

いるスポット

⁍ 英語講師の日程：毎週土曜日(外国人観光客団体参加の際は、お電話・Eメールで要お問い合わせ)

 ‣ 周辺にはショッピングやグルメを楽しめる新村・梨大通りと弘大通りが隣接しているため、屋内で楽しめ

る異色テーマカフェ探訪と同時に観光名所として楽しめる観光スポット

写真
ペイント・トゥナイト授業の全景 授業のために用意された道具 講師の説明に添って描く様子

オリジナルの絵が完成！ 絵を描きながら楽しめる飲み物 完成した絵と一緒に団体写真

アクセス  ‣ 地下鉄 2 号線 シンチョン駅⑤番出口

駐車場
 ‣ 周辺の公営駐車場ご利用：現代百貨店の駐車場(大型バス駐車不可)

                      　　 延世大学駐車場(大型バス駐車可)

商品開発

TIP

 ‣ ソウルで楽しむ異色体験テーマ(部屋脱出カフェ、暗黒カフェ・ヌンテンイガムテンイ、トリックアイミュージア

ムなど)と連携した商品を開発可能

周辺

観光地
 ‣ 新村・梨大通り / 弘大通り / 新村汽車駅 / 上水・合井カフェ通り / トリックアイミュージアム
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5 ソウルでキャンプを楽しむ！「ナンジャンキャンプ」

概要

場所 ナンジャンキャンプ お問い合わせ 82-2-3443-6466

住所 ソウル市江南区江南大路158キル27 休業日 年中無休

お支払方法と
メニュー構成

ナンジャンセット：カップル向け
(Set A～D)

4万5千ウォン
～5万8千ウォン

運営時間 16:30～24:00

ナンジャンスペシャル：団体向け
(Special A～D)

10万ウォン
～11万ウォン 

お支払方法
現金、クレジットカード
(海外のカードを含む)

ご紹介

 ‣ 都心でいきいきとしたキャンプスタイルの韓国バーベキューを楽しめる焼肉店

 ‣ キャンプ場に来たようなインテリアにテーブルから小物までキャンプ用品で構成されていて、屋内でも

風変わりな雰囲気を楽しめる。

 ‣ 新沙洞カロスキルでビューティーやショッピングと同時にグルメコースとして訪問をオススメ

 ‣ 訪問者数に合わせてセットとスペシャルメニューを選ぶことができ、低価格でお肉を味わえる焼肉店 

ナンジャンセット

(カップル向け)

Set A(サムギョプサル+豚の肩肉+鶏肉の串焼き+手作りソーセージ+スープ) 57,600ウォン

Set B(サムギョプサル+豚の肩肉+LAカルビ+スープ) 54,900ウォン

Set C(サムギョプサル+豚の肩肉+大正海老+スープ) 49,900ウォン

Set D(サムギョプサル+豚の肩肉+手作りソーセージ+スープ) 44,900ウォン

ナンジャン

スペシャル

(団体向け)

Special A

(韓牛ロース+サムギョプサル+豚の肩肉+大正海老+鶏肉の串焼き+パイナップルと野菜の串焼き+ソーセージ+スープ)
112,500ウォン

Special B 

(サムギョプサル+豚の肩肉+鶏肉の串焼き+ポークリブ+LAカルビ+パイナップルと野菜の串焼き+スープ)
103,500ウォン

Special C  

(サムギョプサル+豚の肩肉+大正海老+鶏肉の串焼き+ソーセージ+イカの丸ごとバーベキュー+パイナップルと野菜の串焼き+スープ)
94,800ウォン

Special D

(お肉たっぷりスペシャル：韓牛ロース+サムギョプサル+豚の肩肉+ソーセージ+スープ)
99,000ウォン

写真
ナンジャンキャンプの外観 ナンジャンで出会える犬「リンゴ」 キャンプスタイルの内部インテリア

キャンプ用品を使用している食器 屋内で楽しむバーベキュー ナンジャンキャンプ所在地

アクセス  ‣ 地下鉄  3 号線 新沙駅 ⑧番出口から徒歩で10分

駐車場

 ‣ ナンジャンキャンプ駐車場ご利用：無料、大型バス駐車不可

 ‣ 周辺の民営駐車場ご利用：オクリム民営駐車場(駐車後30分まで2千ウォン、30分ごとに2千ウォン追加、

大型バス駐車不可)、Jタワー駐車場(駐車後30分まで2千ウォン、10分ごとに1千ウォン追加、大型バス

駐車不可)

商品開発

TIP
 ‣ カロスキルとロデオ通りなどの周辺のグルメ店、バー、カフェなどと連携した夜間コース商品を開発可能

周辺

観光地

 ‣ 新沙洞カロスキル / 狎鴎亭ロデオ通り / MBC新社屋 / ワールドカップ公園 / 空公園 / 平和の公園

 　/ 蘭芝漢江公園
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6 北村伝統工芸体験館で楽しむ韓国の伝統工芸

概要

場所 北村伝統工芸体験館 お問い合わせ 82-2-741-2148

住所 ソウル市鍾路区北村路12キル24-5 休館日
年中無休

(旧正月、夕秋当日休館)

ホームページ cafe.naver.com/bukchoncraft ご利用時間
3月～11月 10:00～18:00
12月～2月 10:00～17:00

予約案内 団体予約はお電話で予約(英語対応可) 利用料金 入場料無料、別途体験料有

主な体験

丹青アクセサリー、楮紙(韓紙)人形タク、金

箔装飾カード、天然原石ブレスレット、韓紙

手鏡、ヤンジュ仮面など 

対応言語

ホームページ 韓・英・中・日

現場
韓国語

英語

ご紹介

 ‣ 伝統工芸の優秀性を伝え体験の機会を提供する空間で、北村を訪れる外国人訪問客が参加できる

様々な体験プログラムを運営しているスポット

 ‣ 実際に使える生活用品、アクセサリー、装飾品など約30種類の工芸品を直接作る意味深い時間を提供

している外国人観光客に人気の観光コース

 ‣ 進行中の体験プログラムは約30種類で、日ごとに提供プログラムは異なる。

月 単色ハンカチ、丹青アクセサリー、ソッテ、マルトゥギ仮面など
ハンカチ 5千ウォン、丹青アクセサリー 1万
ウォン、ソッテ 1万ウォン、仮面 1万ウォン 

火 楮紙ヒツジ、韓紙アクセサリー、つなぎ合わせ四角筆箱、名刺と鉛筆立てなど
楮紙ヒツジ 1万3千ウォン、韓紙アクセサ
リー 1万ウォン、四角筆箱 1万ウォン

水 花びら袋、ミサンガ、金箔デンキ、金箔装飾カードなど
袋 1万3千ウォン、ミサンガ 7千ウォン、デン
キ 1万5千ウォン

木 ボソンボン袋、クェブルノリゲ、天然原石ブレスレット、藍染めハンカチなど
袋、ノリゲ、原石ブレスレット、ハンカチ 1万
ウォン

金 金の蓮華文のミニ屏風、五方色ガラスのネックレス、伝統模様銀箔ネックレスなど
ミニ屏風 1万5千ウォン、ガラスのネックレス 
1万ウォン、銀箔ネックレス 1万5千ウォン

土 絞り染めハンカチ、楮紙人形、韓紙アクセサリーなど
ハンカチ 1万ウォン、楮紙人形 1万3千ウォ
ン、韓紙アクセサリー 1万ウォン 

日 皇帝守護神のエコバッグ、韓紙手鏡、韓紙灯、伝統模様銀箔ブローチなど
エコバッグ 1万2千ウォン、韓紙手鏡 1万
ウォン、銀箔ブローチ 1万5千ウォンなど

写真
北村伝統工芸体験館入り口 今日のプログラムボード 丹青アクセサリーづくり

皇帝守護神のエコバックづくり 楮紙人形づくり マルトゥギ仮面づくり

アクセス  ‣ 地下鉄 3 号線 アングク駅②番出口から徒歩10分 

駐車場  ‣ 観光バス公営駐車場ご利用：駐車後1時間まで2千ウォン、1時間ごとに2千ウォン追加

商品開発

TIP
 ‣ 韓服体験と伝統体験を連携した伝統文化体験商品を開発可能

周辺

観光地
 ‣ 三清洞 / 北村韓屋村 / 楽古斎韓屋体験館 / 景福宮 / 国立現代美術館 / 仁寺洞文化通り



- 7 -

7 異色ビューティー空間「ヴィラージュ11ファクトリー」

概要

場所 ヴィラージュ11ファクトリー お問い合わせ 82-2-541-7563

住所 ソウル市江南区狎鴎亭路14キル42 運営時間 11:00～23:00

ホームページ www.facebook.com/village11factory お支払方法
現金、クレジットカード

(海外カードを含む)

売場案内

1階 製品販売、ビューティー実験室

対応言語

ホーム

ページ
韓国語

2階 バーバーショップ、フットスパ体験

現場

韓国語

英語

中国語
ショップイン

ショップ
ベーカリー、カフェ

ご紹介

階 テーマ 説　　　　　明

1階

Geek pink belt 変わり者博士が愛する製品が回るピンクのコンベアベルト、シーズンごとに製品交替。

Geek crazy lap1 変わり者博士が住む変わった実験室、全ての商品を直接テストすることができる。

Geek Market ヴィラージュ11ファクトリーの全ての商品を購入することができるマーケット。

2階

Geek crazy lab2 工場で実際に行われる製品の安全度テストがモチーフとして飾られた場所。

Geek dining room 変わり者博士のダイニングルームで、お料理教室などのための空間として活用されている。

Factory barber shop バーバーショップをテーマにした空間で、直接メイクもできる。

Factory foot spa 音楽を聴きながらフットスパを楽しめる空間。

  ‣ 「変わり者博士の研究院の風変わりな実験室」という独特なコンセプトのビューティー編集ショップ

 ‣ ヴィラージュ11ファクトリーの化粧品が各空間に様々なテーマで展示されており、体験できる売場

 ‣ 売場の端には、YGスターの人形、ファンシーショップ、携帯グッズなども販売しており、観光客にオスス

メのビューティーと韓流を同時に楽しめる空間

 ‣ 売場ビューティー編集ショップの他にも、ベーカリー「ミールド(Mealdo)」やカフェ「ニア・マイ・B(Near my 

B)」がショップインショップ(Shop in shop)で入店しており、ショッピングからグルメまで楽しめるスポット

写真
ヴィラージュ11ファクトリー外観 Geek Pink Belt：人気製品の展示 Geek Market：全ての製品販売

Geek dining room：

お料理教室を実施
Factory Barber shop：メイク体験 Factory foot spa：フットスパ空間

アクセス  ‣ 地下鉄 3 号線 シンサ駅⑧番出口から徒歩で10分

駐車場
 ‣ オクリム民営駐車場(駐車後30分まで2千ウォン、30分ごとに2千ウォン追加、大型バス駐車不可)

   Jタワー駐車場(駐車後30分まで2千ウォン、10分ごとに1千ウォン追加、大型バス駐車不可)

商品開発

TIP
 ‣ 並木道ロードテーマとしてビューティーショップと連携した商品を開発可能

周辺

観光地
 ‣ 新沙洞カロスキル / 狎鴎亭ロデオ通り / ナンジャンキャンプ / 江南Uストリート / 江南駅通り
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8 オーロラと虹が美術館の中へ！オラファー・エリアソン個人展

概要

場所 リウム美術館 お問い合わせ 82-2-2014-6900

住所 ソウル市龍山区梨泰院路55キル60-16 休館日 毎週月曜日

ホームページ www.leeum.org 観覧時間 10:30～18:00

展示案内 2017年2月26日まで 団体観覧 電話で要予約、20名以上

観覧料金

常設展示 1万ウォン お支払方法
現金、クレジットカード 
(海外のカードを含む)

企画展示 5千ウォン
対応言語

ホームページ 韓・英・中・日

デジタルガイド 1千ウォン 現　場 韓国語・英語

ご紹介 代表的な展示作品のご紹介

苔壁 北ヨーロッパの馴鹿苔で壁全体を覆ったエリアソンの代表作

逆さの滝 ポンプとパイプを利用して重力に逆らうように水が逆さに流れるようつくられた人工滝

虹の集合 観覧客は傘を差して噴射される水の中で虹を見ることができる作家の代表作

予測不可能な旅 1,000個余りのガラス玉でつくられた巨大な星雲のような作品

自我が消える壁 鏡のようなステンレス鋼板数百個でつくられた万華鏡のような壁

 ‣ オラファー・エリアソン個人展は、現代美術界で最も注目されている芸術家オラファー・エリアソンの

1990年代から近作までの22点を観覧できる展示場

 ‣ 美術館という人工的空間で出会う水・風・苔・石などの自然要素、類似した自然現象、光の動き、錯視

効果、そして様々な視覚実験を特徴とする作品が五感を刺激する展示場

 ‣ 観覧客が直接体験できる作品で構成されている観光スポット

写真
オラファー・エリアソン 苔壁 逆さの滝

虹の集合 予測不可能な旅 リウム美術館全景

アクセス  ‣ 地下鉄 6 号線　ハンガンジン駅①番出口から徒歩10分

駐車場
 ‣ 美術館駐車場ご利用(大型バス駐車不可)

 ‣ ブルースクエア駐車場ご利用：駐車後20分までは無料、10分ごとに1千ウォン追加、大型バス駐車可

商品開発

TIP
 ‣ 梨泰院、漢南洞グルメ体験と連携させた商品を開発可能

周辺

観光地
 ‣ 梨泰院通り / ブルースクエア / 経理団キル / グランドハイアットソウルホテル・322素月路
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9 ホテルの中の小さなグルメ通り、グランドハイアットソウル「322素月路」

概要

場所 グランドハイアットソウル「322素月路」 お問い合わせ 82-2-797-1234

住所 ソウル市龍山区素月路322 休業日 年中無休

ホームページ seoul.grand.hyatt.com 営業時間 店舗ごとに異なる 

構成 KAURI、ステーキハウス、Teppan、天海、Fiori 対応言語
ホームページ 韓国語・英語・

中国語・日本語現場

ご紹介 KAURI
 新鮮な刺身と寿司を楽しめるモダンな雰囲気の寿司バー。

お問い合わせ 82-2-799-8271 営業時間 12:00-14:30、18:00-22:00

ステーキ

ハウス

 韓国初のフィラオーブンと韓国産の堅炭で焼かれたステーキを味わえる。

お問い合わせ 82-2-799-8273 営業時間 12:00-14:30、18:00-22:00

Teppan
 日本の鉄板料理ではなく、正統派ヨーロピアン料理を楽しめる。

お問い合わせ 82-2-799-8272 営業時間 12:00-14:30、18:00-22:00

天海
 東京で有名なやきとり食堂から伝授された串刺し料理を楽しめる。

お問い合わせ 82-2-799-8274 営業時間 18:00-01:00

Fiori 野花のように自然で質素な花々が販売されている。

 ‣ グランドハイアットソウル地下1階にFine Casual Diningとフラワーショップで構成された路地コンセプト

のグルメ通りで、実際の住所である「322素月路」から名付けられた観光スポット

 ‣ ホテル独特の格式と形式を捨て、若々しく居心地の良い雰囲気と美味しいレストランで構成された若者

の間で人気上昇中の観光スポット

 ‣ レストラン4店とフラワーショップ1点のご紹介

写真
グランドハイヤットソウルの全景 KAURI ステーキハウス

天海 Fiori
周辺の観光スポット：
梨泰院・経理団キル

アクセス  ‣ 地下鉄 6 号線 ノッサピョン駅④番出口 - 龍山03番マウルバス - グランドハイアットホテルで下車

駐車場  ‣ グランドハイアットソウルの駐車場ご利用：大型バス駐車可

商品開発

TIP
 ‣ 梨泰院、経理団通りの美食テーマと連携した商品を開発可能

周辺

観光地
 ‣ 経理団キル / 梨泰院通り / 梨泰院アンティーク家具通り / 南山公園 / Nソウルタワー
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10 ソウルで自然を楽しめる展望スポット10選

概要

(代表場所)

代表場所 貞洞展望台 お問い合わせ 82-2-3702-1356

住所 ソウル市中区徳寿宮キル15
公開時間

平日 09:00～21:00

入場料金 なし 週末・休日 09:00～18:00

ご紹介

貞洞展望台

- 市民のために開放されたカフェのある憩いの場

- 徳寿宮石垣道、貞洞教会、ソウル広場、ソウル市庁を一望できる。

- 所在地：ソウル市中区徳寿宮キル15、お問い合わせ：82-2-3700-3900

漢陽都城

- ソウルの都心を抱く城郭で散歩してゆっくり休める憩いの場

- 漢陽都城一帯の東西南北全てにビューポイントがあるので、コース確認要。

- 所在地：ソウル市鍾路区明倫3街、お問い合わせ：82-2-2133-2656

鞍山裾道

- 鞍山に造成された鞍山裾道は、歩行が困難な方も登り易い場所

- 独立門、奉元寺をはじめとする西大門一帯を一望できる。

- 所在地：ソウル市西大門区奉元洞山1、お問い合わせ： 82-2-330-1114

江辺テクノマート

展望台

- 江辺テクノマートの空庭園と連結された展望台

- 松坡地域、蚕室全景、道路のライトなどのフォトアイランドが造成されている。

- 所在地：ソウル市クァンナル路56キル85、お問い合わせ：82-2-3424-0114

牛眠山所望塔

展望台

- 眺望が素晴らしいことで有名で、365個の階段を登らなければならない。

- 芸術の殿堂、方背洞、教大駅などの江南一帯と漢江まで眺望できる。

- 所在地：ソウル市瑞草区瑞草洞牛眠山、お問い合わせ：82-2-2155-6114

麻浦大橋

- 麻浦大橋南端に位置する日没の展望台

- 左側に汝矣島の日没を、右側からは自然生態保全地域であるパム

ソムを眺望できる。

- 所在地：ソウル市永登浦区汝矣島洞、お問い合わせ：82-2-3788-0830

トゥクソム

展望文化

コンプレックス

- トゥクソム駅にある展望文化複合施設「チャボルレ」で展示会や公演

会を観覧することができる施設

- 夜0時まで運営しており、漢江の夜景を眺望することができる。

- 所在地：ソウル市広津区江辺北路68、お問い合わせ：82-2-3780-0519

峨嵯山展望台

- 中浪区、広津区、漢江を一望できる日の出スポットとして有名な展望台

- 峨嵯山の「名品松の木」第1号に指定された場所に所在している。

- 所在地：ソウル市広津区広壮洞峨嵯山、お問い合わせ：82-2-450-7782

蚕室マル

憩いの場

- 蚕室南端に設置された憩いの場で、女性や家族で楽しめる空間

- 漢江の夕焼け、88オリンピック大路などの素晴らしい夜景を眺望できる。

- 所在地：ソウル市松坡区蚕室洞1-1、お問い合わせ：82-2-2147-2810

夕焼け公園

展望デッキ

- 周辺にホタル生態館、公園の彫刻などの見どころが満載の展望デッキ

- 高地帯の展望台から加陽洞、傍花洞、63ビルなどを眺望できる。

- 所在地：ソウル市麻浦区上岩洞、お問い合わせ：82-2-300-5500

 ‣ ソウルは、伝統と現代、自然が美しく調和する多彩な魅力を楽しめる都市として有名 

 ‣ ソウルの都心で自然を感じて鑑賞できる10箇所のビューポイント

商品開発

TIP
 ‣ 自然を楽しめる10のスポットと周辺のプロムナードを連携した商品を開発可能
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お祭り 2016年最優秀児童劇が一つの場に！「第13回ソウルアシテジ冬祭り」

概要

日付 2017年1月4日(水)～1月14日(土) 

場所
アイドゥル劇場、アートワンシアター3館、
ドリームアートセンター3館他大学路一帯

お問い合わせ
82-2-745-5862～3

(社)アシテジ韓国本部

観覧料金 全席 20,000ウォン(公演当たり) 公演時間 公演ごとに異なる

ご予約 NAVER予約、Interpark、韓国文化芸術委員会
対応言語

ホームページ 韓国語・英語

ホームページ www.assitejkorea.org 現　　地 韓国語・英語

ご紹介

  ‣ 韓国最大のこども青少年公演芸術祭で、冬休みを迎える子供たちと大人が共に楽しめるお祭り

 ‣ スクリーン家族劇、影の音楽劇、韓国伝統劇、オムニバス劇など多彩な12編の作品のうち、外国人観光

客も理解しやすい5編の公演がオススメ

  ⁍ オススメ公演の詳細日程

ジャンル 作品名 劇団名 公演場 内容 日程

ノン
バーバル

オーバーコート
劇団

ハタンセ
ドリームアート
センター3館

俳優の身振りといきいきとした
音楽を楽しめるスクリーンアート

1.9 (月) 13:00、16:00

1.10(火) 13:00、16:00

動物の謝肉祭、
モーツァルトの魔笛 

劇団
ヨン

アイドゥル
劇場

クラシックに基づいた影の音楽劇
1.13(金) 11:00、14:30

1.14(土) 11:00、14:30

韓国
伝統劇

今日、
オヌリ(今日)の歌

劇団 
ロギナレ 

アイドゥル
劇場

神秘の島・済州の「袁天綱本解き」
神話をモチーフにした人形劇

1.9 (月) 19:30

1.10(火) 11:00、14:30

1.11(水) 14:30

ビョルビョル王
イヤギクンの

チェック公演

アイドゥル
劇場

韓国神話「大星王と小星王のはなし」
をモチーフにした伝統神話劇

1.6 (金) 19:30

1.7 (土) 13:00、16:00

1.8 (日) 13:00

オムニバス
劇

宝石のようなはなし
創作遊び
劇団・ヤ

ドリームアート
センター3館

中国・日本・ンガポール・韓国の伝統
神話を表現した韓国とシンガポール
の合作公演

1.4 (水) 13:00、16:00

1.5 (木) 13:00、16:00

写真
オススメ公演<オーバーコート> オススメ公演

<動物の謝肉祭、モーツァルトの魔笛>

「第13回ソウルアシテジ冬祭り」
代表イメージ(ポスター)

オススメ公演 <今日、オヌリの歌> オススメ公演<宝石のようなはなし>

アクセス

 ‣ 地下鉄 4  号線 ヘファ駅①番出口：ドリームアートセンター3館

 ‣ 地下鉄 4  号線 ヘファ駅②番出口：アートワンシアター3館

 ‣ 地下鉄 4  号線 ヘファ駅④番出口：アイドゥル劇場

駐車場  ‣ 駐車場は狭いので、なるべく公共の交通機関をご利用ください。

商品開発

TIP
 ‣ 冬休みを迎える子連れの家族単位の観光客を対象にしたFIT観光商品を開発可能 

周辺

観光地
 ‣ マロニエ公園、梨花壁画村、駱山公園、昌慶宮
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情報 インバウンド旅行商品に関するオープンマーケット「ワンモアトリップ」

概要

事業目的
 消費者-供給者-公共が共生する魅力的な観光生態系造成のための観光商品の

オンラインオープンマーケット

事業対象

 消費者：英語圏と中華圏の外国人観光客(2017年度から日本語サービス開始予定）

 供給者：インバウンド旅行会社、体験工房、スタートアップなどの観光商品やコンテンツを

保有している事業者

ご利用方法
 観光客がホームページからこ希望の体験・ツアー商品を選択した後、簡単に決済

 (グローバル決済可)

ホームページ  www.onemoretrip.net  お問い合わせ
 82-2-720-7033(運営チーム)

 good@onemoretrip.net

ご紹介

‣ ワンモアトリップは、ソウルと韓国の様々な体験旅行商品を一箇所で手軽に探して購入できる

オンラインオープンマーケット

 ⁍ 供給者(コンテンツ保有者)：会員登録(入店)、商品と購入情報の登録、運営者の承認後に販売開始

 ⁍ 需要者(観光客)：各カテゴリーの商品を検索して購入し、体験後はレビューを登録

‣ 現在、ホームページ(PCバージョン)で提供しており、12月からはモバイルアプリでの販売を開始すると

ともに、多言語地図や経路間の道案内、所在地周辺のオススメ商品のご紹介など、便宜機能を提供

 ⁍ 提供メニュー：Things to Do、Transport、Concierge、Special Offers、Attractions 

‣ 外国人観光客を対象にする観光コンテンツを保有している旅行会社・スタートアップ・体験工

房・小商工人などのうち、一定の資格を保有している供給者のみマーケットに入店でき、体験旅行商

品を販売することができる。

 ⁍ ソウル市とソウル観光公社が持続的な海外広報マーケティングをサポート

- VisitSeoul.netと海外の検索エンジンで広告するなど、観光客との主な接点と海外観光マーケットでの広報など 

‣ 登録商品(2016.11.15、英語ページ基準)で約120余りを販売中

 ⁍ 代表的な体験商品：K-popレッスンなどの韓流体験、韓国の家庭料理づくり、伝統酒体験、韓屋で

伝統茶を楽しむ体験、ソウルの古い村歩き、韓国の飲み会文化体験など

 ⁍ その他：スキーツアー、DMZ体験ツアーなどの旅行商品やレンタカー、空港お出迎えなどの交通

サービス

写真

(商品例示)

韓流スナップツアー 韓国の家庭料理づくり

ホームページのメイン画面 ハングル印鑑づくり 韓国の伝統酒づくり

2017年 

推進方向

 ‣ 日本語サービスを追加的に提供

 ‣ 供給者間の協業プラットフォームを実現して個別商品を融合させた結合商品を提供
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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

300万ウォン

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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