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1 石坡亭で楽しむロマンチックな散歩と展示館

概要

場所 石坡亭ソウル美術館 お問い合わせ 82-2-395-0100

住所 ソウル市鍾路区彰義門路11キル4-1 休館日 毎週月曜日

ホームページ www.seoulmuseum.org ご利用時間
夏季 11:00～18:00,

冬季(11月～2月)10:30～18:30

観覧料
大人 9,000ウォン

対応言語
ホームページ 韓国語

こども 3,000ウォン 現場 韓国語

ご紹介

‣‣ 石坡文化院が運営する美術館で、付岩洞に位置するひっそりとした佇まいの場所に所在している。

‣‣ 韓国初の私設美術館で、まだよく知られていない韓国・海外の作家の作品が展示されている。

‣‣ 英作家フランシス・ホジソン・バーネットが執筆した童話『秘密の花園』をテーマにして飾られた展示が進行中。

⁍ 展示期間: 1部 2016年10月18日～2017年1月15日、2部 2017年1月20日～2017年3月5日

⁍ 展示内容: 頑固な性格で心を閉ざしているメアリーが両親の死後、叔父の家で住みながら捨てられた花園を飾り、成
長していくストーリーが表現されている。

‣‣ 美術館の展示とともに散歩が楽しめる石坡亭(ソウル市文化財第26号)は、興宣大院君の離れとして8つ

の建物で構成された朝鮮時代末期の代表的な建築物。

‣‣ ソウル城郭の北西に位置しており、朝鮮時代末期の建築技術と調和する美しい自然を楽しめる。

‣‣ 恋人と一緒にソウル美術館の展示を観覧してから石坡亭のおすすめ散策コースに沿って散歩してみよう。

⁍ おすすめ散歩コース：ソウル美術館の展示観覧 → 興宣大院君の離れ → 巣水雲簾菴の刻字 → 三溪洞の刻字
→ 石坡亭 → ノロク岩 → 新羅時代の三重石塔

写真
ソウル美術館の外観

『秘密の花園』

企画展・フォトゾーン
『秘密の花園』

企画展・展示場内部

興宣大院君の離れから眺めたソウル 石坡亭 石坡亭おすすめ散歩コース

アクセス ‣‣ 地下鉄 3号線キョンボックン駅③番出口 - 支線バス1020・1711・7016番乗車 - 紫霞門トンネル入口で下車

駐車場 ‣‣ 清雲中学校駐車場をご利用：大型バス駐車可

商品開発

TIP
‣‣ 石坡廊と石坡亭を連結したひっそりとした佇まいの付岩洞ツアー商品が開発可能

周辺の

観光地
‣‣ 石坡廊 / 煥基美術館 / 尹東柱文学館 / 景福宮 / 西村マウル
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2 ソウルの真ん中でスケートを楽しめる代表的なスケートリンク

概要

(代表場所)

場所 ロッテワールド アイスリンク お問い合わせ 82-2-1661-2000

住所 ソウル市松坡区オリンピック路240 ロッテワールド 休業日 年中無休

ホームページ www.lotteworld.com/icerink 営業時間
平日 11:00～22:30

週末 10:00～22:30

利用料

大人 11,000ウォン

対応言語

ホームページ 韓国語

こども 10,000ウォン
現場

韓国語・英語・
中国語・日本語スケート靴レンタル 5,000ウォン

ご紹介

ロッテワールド

アイスリンク

- ロッテワールド内で365日運営されている人気の観光スポット

住所 松坡区オリンピック路240 お問い合わせ 82-2-1661-2000

- 年中無休、平日 11:00～22:30・週末 10:00～22:30

- 利用料(2時間基準)：入場料 大人 1万1千ウォン、こども 1万ウォン、レンタル料 5千ウォン

グランドハイアット

ソウル

アイスリンク

- カップルにおすすめの冬のデートコース

住所 龍山区素月路322 お問い合わせ 82-2-799-8113

- 2016.12.2～2017.2.28(開場期間)、平日12:00～21:00・週末10:00～21:00
- 利用料(2時間基準)：入場料 月～木 2万6千ウォン、金～日 3万2千ウォン、レンタル料 2万ウォン

上岩MBC

スケートリンク

- 上岩デジタルメディアシティーでスケートを楽しめる観光スポット

住所 麻浦区上岩路267 お問い合わせ 82-2-789-1700

- 2016.12.23～2017.2.5(開場期間)、毎日 10:00～21:30

- 利用料(1時間基準)：入場料 平日 3千ウォン、週末 5千ウォン(スケート・ヘルメットレンタル料を含む)
オリンピック公園

スケートリンク

- オリンピック公園内に造成されたスケートリンクで、ヘルメットは無料レンタル

住所 松坡区オリンピック路424 お問い合わせ 82-2-410-1111

- 2016.12.23～2017.2.5(開場期間)、毎日 09:00～20:30

- 利用料(1時間20分基準)：入場料 2千ウォン、レンタル料 1千ウォン

木洞アイスリンク

- 選手と一般人が一緒に楽しめるソウルで一番大きい屋内スケートリンク

住所 陽川区安養川路939 お問い合わせ 82-2-2649-8454

- 年中無休、月～金14:00～18:00・土～日12:00～18:00
- 利用料(2時間基準)：入場料 4千ウォン、レンタル料 4千ウォン

‣‣ 冬のスポーツとして大人気のスケートを楽しめる冬のロマンチックデートスポット

‣‣ ソウルの代表的なおすすめスケートリンク5選

写真
ロッテワールド・アイスリンク ロッテワールド・アドベンチャー全景 グランドハイアットソウルのアイスリンク

上岩MBCのアイスリンク オリンピック公園アイスリンク 木洞アイスリンク

商品開発
TIP ‣‣ ソウルの主な観光地と体験を連結したソウルの冬の観光商品を開発可能
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3 虹色のコンテナで楽しむ文化コンテンツ「プラットフォーム倉洞61」

概要

場所 プラットフォーム倉洞61 お問い合わせ 82-2-993-0561
住所 ソウル市道峰区マドゥルロ11キル74 休　館　日 毎週月曜日

ホームページ www.platform61.kr 営業時間 10:00～22:00

楽しみどころ
ライブ公演、クッキング・ファッション・フォトクラ
ス、DIYクラス、グルメ探訪など

対応言語
ホームページ 韓国語

現場 韓国語・英語

ご紹介

レッドボックス

公演場

 ロック、エレクトロニック、ヒップホップ、ワールドミュージック、国楽、ジャズなど様々な

ジャンルの音楽を楽しめる空間

 スタンディング席：350席、一般座席：150席規模

[公演プログラム]

 プラットフォームコード・コンサート：音楽、フード、ファッションが融合した新概念スタイルのコンサート

 レッドボックス・ウェンズデー：音楽で日常に活気を与える特別な水曜コンサート

 シナウィ&ラグタイム：ミュージシャンの即興演奏と創作実験が調和する公演

　*公演スケジュールはホームページでご確認 / チケットは公演開始前に現場でご購入

クラス

 ギャラリー510: ポートレート専門展示館で、現在入居ミュージシャンとプラットフォーム倉洞61

のイベント写真の展示を進行中(常設展示で、今後の展示日程は未定)

 クッキングCookクラス: 有名シェフと一緒にオリジナルレシピをつくれるクッキングクラス

 ファッションUpクラス: スタイリストと一緒にオリジナルスタイルを勉強できるクラス

 文化ワンデークラス: 天然ソープ作り、手帳作り、水彩画体験、アクセサリー作りなど

　*クラスのスケジュールはホームページでご確認 / 定員に満たない場合は現場予約可

グルメ

 アナログ: 昼はブランチ、夜はビールを提供しているカフェ＆パブ(お問い合わせ:82-2-514-2021)

 Due Cose: パスタ、ピザなどを提供しているイタリアンレストラン(お問い合わせ:82-2-364-1405)

 チョンドン: 日本定食とトンカツを提供しているレストラン(お問い合わせ:82-2-995-9090)

‣‣ 61色の色とりどりの大型コンテナで構成された複合文化空間で、音楽・フード・ファッションコンテンツを同時に楽しめる。

‣‣ 個性的な建築物とライブ公演場や多彩なプログラムなどを楽しみどころが満載なおすすめデートスポット

‣‣ プラットフォーム倉洞61の様々な楽しみどころとグルメ

写真
プラットフォーム倉洞61全景 カラフルなコンテナで構成された建築物 レッドボックスライブ公演場

レッドボックス公演場内部 ギャラリー510(現在:チョ・セヒョン作家展示) ナム・ソンリョルシェフのクッキングクラス
アクセス ‣‣ 地下鉄 1  4 号線 チャンドン駅①番出口 - 徒歩1分

駐車場 ‣‣ 周辺の公営駐車場をご利用：チャンドン駅路上公営駐車場(駐車後5分まで100ウォン、大型バス駐車可)

商品開発
TIP ‣‣ COMMON GROUND、UNDER STAND AVENUEなどコンテナ複合文化団地ツアーをテーマにした商品を開発可能

周辺の
観光地 ‣‣ 北ソウル夢の森 / 道峰山ドゥルレ道 / ソウル菖蒲園 / ドゥーリー・ミュージーアム / 放鶴洞全鎣弼家屋
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4 冬の文化・芸術に出会える場所「京義線ブックストリート」

概要

場所 京義線ブックストリート お問い合わせ 82-2-324-6200(運営チーム)

住所 ソウル市麻浦区東橋洞、京義線森の道 休館日 毎週月曜日

ホームページ cafe.naver.com/gbookstreet 営業時間 11:00～20:00

スペース案内
テーマごとの本ブース、展示ブース、フォト

ゾーン、カフェ、様々な文化・芸術プログラム 対応言語

ホームページ 韓国語

現場
韓国語・英語・
中国語・日本語

ご紹介

テーマ別ブース：本と散歩を合わせて「散本(サンチェク)」という名が付けられたテーマごとの空間

 人文散本、文学散本、旅行散本、芸術散本、児童散本、文化散本、未来散本、創作散本など

(* 旅行散本と芸術散本には洋書も揃っている)

多彩な見どころ

 テキストの森：「麻浦区民が大人になるまで読むべき本100選」に選ばれた書籍を森のように表現

　　　　　　　　各柱には京義線駅舎の名が刻まれており、京義線について知ることができる。

 ブックストリート・プラットフォーム：昔の西江の歴史が再現されたプラットフォームは最高のフォトスポット

 廃鉄通り：古き京義線の鉄道がそのまま保存されている廃鉄通りは、写真を撮ったり散歩を楽しめる人気スポット

楽しみどころ

 企画展示: 文化散本ブース、来年2月まで有名イラストの冬の童話をテーマにしたペーパートイ作品展を開催予定

‣‣ 延南洞の京義線森の道「ヨントラルパーク」に建てられた屋外書店

‣‣ 列車の形を連想させる本ブース、多彩な造形物、異色フォトゾーンなどが設置されており、エキゾチック
な名所として外国人観光客にも人気上昇中の観光スポット

‣‣ 寒い冬も散歩できるよう整えられたブースと市民・外国人観光客のための多彩なプログラムを運営

写真
京義線森の道「ヨントラルパーク」 京義線ブックストリート案内板 京義線ブックストリート全景

企画展示「文化散本」の

ブース内部
「旅行散本」ブース内部の様子

「ブックストリートプラットフォーム」

異色フォトゾーン

アクセス ‣‣ 地下鉄 2 号線、 중앙선 (チュンアン線)ホンデイック駅⑥番出口 - 徒歩1分

駐車場 ‣‣ 周辺の路上駐車場をご利用：東橋1路上公営駐車場(駐車後5分まで400ウォン、大型バス駐車可)

商品開発
TIP ‣‣ ソウル弘益大学の主な観光名所と連結した弘大ツアー商品を開発可能

周辺の
観光地 ‣‣ 弘大通り / トリックアイミュージアム / KT&G想像マダン / 指輪大学 / 合井・上水カフェ通り / 新村・梨大通り
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5 カップルにおすすめな雰囲気のいいレストラン

概要 休業日 店舗ごとに異なる お支払い方法
現金、クレジットカード
(海外のカードも含む)

ご紹介

My Beautiful Laundrette(マイ・ビューティフル・ランドリ）
住所 ソウル市鍾路区紫霞門路7キル19 お問い合わせ 82-70-8877-8075

代表メニューの
価格

ラタトゥイユ 1万2千ウォン,
ブフ・ブルギニョン 1万7千ウォン 営業時間

火 17:30～20:00、水～土
12:00～20:00

(Break time 14:00～17:30)、
日 12:00～15:00

 西村に所在するフランス家庭料理レストラン
 店内にはかわいらしい小物が置かれ、ほのかな照明と素敵なグラスやお皿で女性達に人気のレストラン
 おすすめメニュー: ラタトゥイユ、ビフ・ルギニョン

Dining in Space(ダイニング・イン・スペース)
住所 ソウル市鍾路区栗谷路83 空間社屋5F お問い合わせ 82-2-747-8105

代表メニューの

価格

ランチコース 6万ウォン、
ディナーコース 12万ウォン

営業時間
毎日 12:00～23:00

(Break time 15:00～17:00)、
日曜日休業

 総括シェフのノ・ジンソンがお届けするフランス料理レストラン
 アラリオミュージアムと昌徳宮の間にある建物の最上階に位置しており、全面ガラスから美しい景観を見渡せる。
 旬の食材でつくられたコースメニューのみご提供

The Green Table(ザ・グリーン・テーブル)

住所 ソウル市江南区宣陵路155キル13 2階 お問い合わせ 82-2-591-2672

代表メニューの

価格

ランチコース 3万5千ウォン,
ディナーコース 8万5千ウォン

営業時間
月～土

12:00～15:00、18:00～22:00

 総括シェフのキム・ウニがお届けするフランス家庭料理レストラン
 新鮮な旬の食材が使われている感覚的なファインダイニングコースで有名なレストラン

 落ち着いた温かい雰囲気を楽しみたいカップルにおすすめのレストラン

‣‣ 年末年始を迎え、恋人と一緒に楽しめるロマンチックな雰囲気のおすすめレストラン

写真
My Beautiful Laundrette Dining in Spaceの外観 The Green Table

My Beautiful Laundrette Dining in Space The Green Table

アクセス
‣‣ My Beautiful Laundrette: 地下鉄 3号線キョンボックン駅②番出口 - 徒歩2分

‣‣ Dining in Space: 地下鉄 3号線アングク駅 ③番出口 - アラリオミュージアムスペース

‣‣ The Green Table: 地下鉄 분당선 (ブンダン線)アックジョンロデオ駅⑤番出口 - 徒歩3分

駐車場
‣‣ My Beautiful Laundrette：観光バス公営駐車場をご利用、駐車後1時間まで2千ウォン、1時間ごとに2千ウォン

‣‣ Dining in Space：観光バス公営駐車場をご利用、駐車後1時間まで2千ウォン、1時間ごとに2千ウォン

‣‣ The Green Table：島山大路45キルの路上公営駐車場をご利用、駐車後5分まで400ウォン、大型バス駐車可

商品開発
TIP ‣‣ 恋人と一緒に楽しめる異色体験と連結したカップル商品を開発可能
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6 恋人と一緒楽しめる韓国伝統料理「キムチ作り体験」

概要

場所 ソウルキムチ文化体験館 お問い合わせ 82-2-318-7051

住所 ソウル市中区明洞キル48 チョンフィビル 休館日 年中無休

ホームページ www.seoulkimchi.co.kr 営業時間 10:00～19:00

ご予約
電話(英語・中国語・日本語)またはEメール
(kimchischool@naver.com)でご予約 体験時間

5クラス運営(一日)

(午前10時から午後7時まで

1時間授業、1時間休憩)

体験案内

韓服体験 15,000ウォン

韓服+キムチ体験 35,000ウォン
対応言語

ホームページ 韓国語・英語・
中国語・日本語韓服+キムチ+トッポッキ体験 45,000ウォン 現場

ご紹介 韓服体験 体験館に置かれている多彩な韓服からお好みの韓服を選んで着てみることができる。

キムチ体験 大根の千切りから味付け作り、白菜への入れ込みなど、キムチ漬けの全ての過程を学び試食できる。

トッポッキ体験 韓国の代表的な韓食であるトッポッキの作り方を学び試食することができる。

その他の体験
キュウリキムチとカクトゥギづくり体験も提供しており、その他の観光料理体験をお求めの場合はお問い合わせく

ださい。

‣‣ 韓国の代表食であるキムチ作りを実際に体験して、冬の韓国の伝統文化キムジャン(キムチ漬け)を学

べる機会を提供している。

‣‣ 実際に韓国伝統料理を作って試食し、出来上がった料理は真空パックに包装して持ち帰ることもできる。

‣‣ 韓国の伝統文化について学べる多彩な体験を提供中

写真
韓服体験 キムチづくりのための食材 白菜に味付け入れ込む様子

キムチづくり体験の様子 キムチの真空パック トッポッキづくり体験

アクセス ‣‣ 地下鉄 2 号線ウルチロイック駅⑥番出口 - 徒歩5分

駐車場
‣‣ 周辺の路上駐車上をご利用 : 朝鮮ホテル前の路上公営駐車場(駐車後5分まで600ウォン、5分ごとに600ウォン追

加、大型バス駐車可)

商品開発

TIP
‣‣ 韓国伝統体験をテーマにした商品を開発可能

周辺の

観光地
‣‣ 明洞通り / 明洞大聖堂 / ソウル市庁 / 南大門市場 / 徳寿宮 / 南山公園 / Nソウルタワー
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7 聖水洞のホットプレイス！おしゃれな聖水洞カフェ巡り

概要

(代表場所)

場所 聖水洞大林倉庫ギャラリーCO:LUMN お問い合わせ 82-2-499-9669
住所 ソウル市城東区聖水洞イ路78　 休業日 年中無休

ホームページ www.facebook.com/column2016 営業時間 11:00～23:00

ご紹介

大林倉庫ギャラリーCO:LUMN

住所 ソウル市城東区聖水洞2街322-32 お問い合わせ 82-2-499-9669

代表メニューの

価格

アメリカーノ：5千ウォン、ドラフトビール：9千

ウォンから、ボンゴレパスタ：1万7千ウォン /

入場料(週末)：1万ウォン(飲み物を含む)

営業時間 毎日11:00～23:00

 1970年代に建てられた工場兼倉庫の外観と骨組みをそのまま活かして改造されたカフェ

 ギャラリーとカフェを兼ねた複合芸術空間で、カフェとレストランを同時に楽しめるスポット

 2区域で分けられた内部の至る所に植えられた木・高い天井・小物など、見どころ満載の観光スポット

Orer

住所 ソウル市城東区聖水洞1街16-39 お問い合わせ 82-2-462-0018

代表メニューの

価格

フラットホワイト 5千ウォン、

アールグレイケーキ 7千5百ウォン
営業時間 毎日11:00～22:00

 古くなった商店街を改造して前面は商店街、裏側は住宅が並ぶ独特な構造

 1970～1980年代の住宅の雰囲気が漂う内部インテリアとこじんまりとした庭園の落ち着いた趣のカフェ

 人気メニュー：Orerの自家製デザート

onion(オニオン）

住所 ソウル市城東区峨嵯山路9キル8 お問い合わせ 82-70-7816-2710

代表メニューの

価格

フラットホワイト 5千ウォン、抹茶ラテ 6千ウォン、 

黄金パン・パンドーロ 5千ウォン 営業時間
月～金 08:00～22:00

土～日 10:00～22:00

 1970年代に建てられた建物で、スーパー・工場・住宅などに使用された後、カフェとして改造した空間

 建物そのままのインテリアが印象的な観光スポット

 様々なコーヒーとカフェ内のベーカリーで作ったパンを楽しめるカフェで、フラットホワイトや黄金パン・パンドーロが人気

‣‣ 聖水洞はおしゃれなインテリアと趣のあるカフェ・グルメ店・ショップ・ギャラリーなどで人気の町

‣‣ 工場の間に所在する個性的なカフェとショップ巡りを楽しめるおすすめのデートコース

写真 大林倉庫の外観 Orerの外観 onionカフェ内部

大林倉庫の内部 Orer：小さい庭園が設けられた内部 onionカフェ：屋上へ上がれる独特な構造

アクセス
‣‣ 大林倉庫、Orer: 地下鉄 2 号線ソンス駅④番出口 - 徒歩5分

‣‣ onion: 地下鉄 2 号線ソンス駅②番出口 - 徒歩2分

駐車場 ‣‣ ソウルの森公営駐車場をご利用：駐車後5分まで150ウォン、大型バス駐車可

商品開発
TIP ‣‣ ソウルの異色カフェテーマツアー商品を開発可能

周辺の
観光地 ‣‣ ソウルの森 / COMMON GROUND / UNDER STAND AVENUE / トゥクソム漢江公園 / 建大ロデオ通り
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8 冬の寒さを溶かしてくれるジャズの旋律「Once In A Blue Moon」

概要

場所 Once In A Blue Moon お問い合わせ 82-2-549-5490

住所 ソウル市江南区宣陵路824 休業日 年中無休

ホームページ www.onceinabluemoon.co.kr 営業時間
月～火 18:00～01:00
水～土 18:00～02:00
日曜日 18:00～24:00

ご予約
団体訪問の際は、Eメール要予約
(jazzclub@onceinabluemoon.co.kr)

お支払い方法
現金、クレジットカード
(海外のカードを含む)

代表メニュー コースA(8万2千ウォン)、コースB(5万5千ウォン) 対応言語
ホームページ 韓国語

現場 韓国語、英語

ご紹介

‣‣ 1998年に清潭洞にオープンしたソウルを代表する歴史あるライブジャズバー

‣‣ 毎晩ジャズ演奏者がライブ舞台を披露しており、韓国のジャズミュージシャンの定期公演が行われているスポット

‣‣ ローラ・フィジィ、ウィントン・マルサリスなどの世界的なジャズミュージシャンも訪れたことがあり、ドラマ

『マダム・アントワン』『最高の恋人』『トライアングル』やアイドルのMV撮影ロケ地として活用されて

いる空間

‣‣ ライブジャズ公演とともにコース料理、ワイン、シャンパンを楽しめるロマンチックな空間

⁍ ディナーコースA: 食前のパン、今日のアペタイザー、今日のスープ、新鮮なサラダ、メインディッシュ、デザート、

デザートケーキ、コーヒー

⁍ ディナーコースB: 食前のパン、スタータープラター、パスタ選択、デザートケーキ、コーヒー

写真

Once In A Blue Moonの外観 Once In A Blue Moonの内部 テーブルと舞台の全景

ライブジャズバンド公演 ディナーコース B1A4のMV撮影ロケ地

アクセス ‣‣ 地下鉄 분당선 (ブンダン線)アックジョンロデオ駅④番出口 - 徒歩3分

駐車場 ‣‣ ワンス・イン・ア・ブルームーン駐車場ご利用：無料、大型バス駐車不可

商品開発
TIP ‣‣ 周辺のグルメ店、バー、カフェなどと連結したコース商品を開発可能

周辺の
観光地 ‣‣ 狎鴎亭ロデオ通り / Kstarロード / 清潭洞通り / 清潭洞ブランド通り
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9 ソウル歴史博物館のお正月(旧正月)特別イベント

概要

場所 ソウル歴史博物館 お問い合わせ 82-2-724-0274

住所 ソウル市鍾路区セムナンロ55 休館日 毎週月曜日、1月1日

ホームページ www.museum.seoul.kr ご利用時間 平日 09:00～20:00
週末 09:00～19:00

イベント日程 2017年1月29日(日程未定)、11:00～17:00 利用料 無料

イベント内容 文化公演、伝統遊び、新年祈願プログラムなど 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

ご紹介

‣‣ 朝鮮時代から現代に至るまでのソウルの人々の暮らしと文化が展示されている空間

‣‣ お正月(旧正月)連休に博物館で行われる「ソルラル・ハンマダン」プログラムは、様々な文化イベ

ントと伝統遊びを一度に楽しめる、外国人観光客に韓国の伝統を知ってもらう特別な機会

‣‣ ご家族みんなで楽しめる多彩な公演と体験をご提供(2016年イベント基準)

伝統遊び

体験マダン

- 広場で行われるイベントで、参加者が自由に楽しめる伝統民俗遊びマダン

- 遊びの種類: ユンノリ、コマ回し、板跳び、投壷、面子遊びなど

伝統料理

体験マダン

- 昔からソルラルに食べた食べ物と伝統食を試食できる機会を提供

- 食べ物の種類: 焼き餅、餅つき、ポン菓子、焼き芋、トッククなど

新年迎え

祈願マダン

- 家庭で幸福と健康を祈願する韓国伝統の祈願文化を体験

- 祈願の種類: 願い事書き、ユンノリとおみくじ、家訓を書いてくれる体験など

文化公演
- 北朝鮮の人気歌謡、伝統舞踊、アコーディオン演奏など多彩な公演を提供

- 韓国の伝統的な調べに躍動的な打楽、器楽、歌を調和させた情熱的な公演

写真

(2016年度

体験)

ソウル歴史博物館の全景 伝統遊び体験 - コマ回し 伝統遊び体験 - 投壷

伝統食体験- 焼き餅 新年迎え祈願マダン - 家訓作成 北朝鮮伝統舞踊団の文化公演

アクセス ‣‣ 地下鉄 5 号線クァンファム駅⑧番出口 - 徒歩10分 - 慶熙宮内のソウル歴史博物館

駐車場 ‣‣ ソウル歴史博物館駐車場をご利用: 駐車後2時間まで3千ウォン、5分ごとに400ウォン、大型バス駐車可

商品開発
TIP ‣‣ 宮殿で行われる多彩なソルラル連休イベントと連結した商品を開発

周辺の
観光地 ‣‣ 慶熙宮 / 景福宮 / 貞洞キル / 光化門広場 / 徳寿宮 / 景福宮 / ソウル広場
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10 直接作るオリジナルペアリング「指輪大学」

概要

場所 指輪大学 お問い合わせ 82-2-6224-6620

住所 ソウル市麻浦区チャンダリロ7、4階 休業日 年中無休

ホームページ www.ringuniv.com ご利用時間 10:30～22:00

ご予約 団体(10名以上)の場合はお電話で要予約 利用料 80,000ウォン(2人基準)

主な体験 指輪作り、ブレスレット作り、ネックレス作り 対応言語
ホームページ 韓国語

現場 韓国語

ご紹介

‣‣ 99.99%純銀を材料にしてハンドメイド指輪、ブレスレット、ネックレスを直接作れる異色テーマカフェ

‣‣ 自分の手で世界に一つしかないオリジナル指輪を作れるため、恋人や友達同士のお客様に特に大人気

‣‣ 最高レベルの細工経歴を持つ専門家から学べ、細工のための全ての道具が揃えられており、お望みの

デザインの指輪・ブレスレット・ネックレスを製作できる観光スポット

‣‣ 専門家の教え通りにすれば簡単に製作できる指輪作り体験

⁍ 細工の順序：デザイン選択 → 申請書作成 → 指輪を着用する指のサイズチェック → イニシャル刻印

→ 銀バーをワックス → 銀づけ → 模様つくり → 光沢つくり → オリジナル指輪完成

‣‣ コーヒー専門家のQグレーダーが直接淹れる異色コーヒーも同時に楽しめるスポット

⁍ メニュー: 様々なコーヒー、ティー、ジュース、シェイク、ワッフルやベーグルなどのスナック類

写真
指輪大学カフェの内部 デザインを選択 → 申請書作成 細工に必要な材料の準備

イニシャル刻印 ご提供する指輪ケース 完成したペアリング

アクセス ‣‣ 地下鉄 2 号線ホンデイック駅⑨番出口から徒歩10分、 6 号線サンス駅①番出口から徒歩5分

駐車場 ‣‣ 弘大西側の路上公営駐車場をご利用：駐車後5分まで400ウォン、5分ごとに300ウォン、大型バス駐車可

商品開発

TIP
‣‣ ソウルの異色デートコース商品を開発可能

周辺の

観光地
‣‣ 弘大通り / KT&G想像マダン / 合井上水カフェ通り / トリックアイミュージアム / 京義線ブックストリート
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おす
すめ

ソウルでの日常を楽しめる展望スポット10選

概要

(代表場所)

場所 北岳スカイウェイ・八角亭 お問い合わせ 82-2-725-6602
住所 ソウル市鍾路区北岳山路267

ホームページ bukak-palgakjeong.tistory.com
入場料 無料

ご紹介

‣‣ ソウル都心の中で日常の余裕を楽しめるおすすめビューポイント10選

北岳スカイウェイ

八角亭

- 八角亭から素晴らしい景色を見渡せて、夜間ドライブコースとしても有名

- 付岩洞、平倉洞、北岳山一帯を見渡せる。

- 所在地: ソウル市鍾路区北岳路267、お問い合わせ: 82-2-725-6602

Nソウルタワー

- カップルやご家族に人気のソウル市の代表観光スポット

- 海抜497mのデジタル展望台や1階展望台からソウル市の夜景を見渡せる。

- 所在地: ソウル特別市龍山区南山公園キル105

お問い合わせ: 82-2-3455-9277

北ソウル夢の森

展望台

- 江北、城北、道峰などソウル市の6つの区にかけて造成された公園

- ソウル市内の眺望、滝、水生植物、韓屋建物などの見どころが満載

- 所在地: ソウル市江北区月溪路173

お問い合わせ: 82-2-2289-5447

龍山区庁

空の庭園

- 龍山区庁10階に位置しており、ブックカフェとカフェテリアを楽しめるスポット

- 緑莎緑一帯の風景を見渡せる。

- 所在地: ソウル市龍山区緑莎坪大路150

お問い合わせ: 82-2-2199-6580

北村展望台

- 嘉会洞に位置しており、私設家屋が展望台として運営されているスポット

- ひっそりとし佇まいの韓屋村の全景をゆっくり見渡せる。

- 所在地: ソウル市鍾路区北村路11タキル22-3

お問い合わせ: 82-70-8819-2153

ソウル図書館

屋上庭園

- 旧庁舎をリフォームして、屋上庭園にカフェと展示空間を設けたスポット

- 光化門、青瓦台などのソウル市庁一帯が見渡せる。

- 所在地: ソウル特別市中区太平路1街31、お問い合わせ: 82-2-120

大韓民国

歴史博物館

- 大韓民国の近現代史をテーマにした博物館

- 屋上庭園(8階)から光化門一帯と北岳山・仁王山・駱山などを見渡せる。

- 所在地: ソウル市鍾路区世宗大路198、お問い合わせ: 82-2-3703-9200

アラリオ

ミュージアム・
イン・スペース

- 建築家金寿根の建築事務所を国内外の現代美術品展示館としてオープン

- 様々な美術品を観覧して、昌徳宮と苑西洞一帯の固有の風景を見渡せる。

- 所在地: ソウル市鍾路区栗谷路83、お問い合わせ: 82-2-736-5700

Zaha美術館

- ソウル市で最も高い場所に位置する美術館

- 2階の展示室からは仁王山の景色と付岩洞一帯を見渡せる。

- 所在地: ソウル市鍾路区彰義門路5カキル46

お問い合わせ: 82-2-395-3222

ガナ

アートセンター

- ギャラリーや博物館がたくさん所在している平倉洞に設けられた文化空間

- 丘の中腹に位置しており、平倉洞一帯の日常的な風景を見渡せる。

- 所在地: ソウル市鍾路区平倉30キル28、お問い合わせ: 82-2-720-1020

商品開発
TIP ‣‣ おすすめビューポイント10選と周辺のプロムナードを連結した商品を開発可能



- 12 -

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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