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ソウル必須旅行情報

ソウル

パスポート & ビザ
韓国に入国する全ての外国の訪問客は、有効なパスポートとビザを所
有していなければならない。韓国のビザは1回に限り入国できる単数

ソウルは韓国の首都であり
三国時代、高麗、朝鮮を経て
約2000年の歴史を持つ都市である。

ビザと2回以上入国できる複数ビザの2種類がある。短期間の旅行者な
ら発給日から3ヶ月間有効な単数ビザを申請すればよい。大韓民国と
ビザ免除協定を締結している国の場合、ビザがなくても入国可能。

古くは百済、朝鮮の首都として
長い間国家の中心的な役割を果たしてきた。

レート & 両替
首都は国家の心臓であり

韓国通貨1万ウォンは約8.７米ドル（2016年11月基準）。両替はほとん

その国の歴史と文化、経済を知ることができる。

どの銀行で可能だが、営業時間が平日9時から4時までと決まってい
る。週末に両替する場合、私設両替所を利用しなければならない。

ソウル、

私設両替所はミョンドン(明洞)、イテウォン(梨泰院)など外国人訪問

ソウルの百の顔に出会おう。

客が多いソウル市内の主な地域にある。

公式名称

ソウル特別市

面積

605.21㎢

言語

韓国語

気候

温帯性気候

貨幣単位

ウォン(￦)

時間

GMT+9(韓国基準時刻 KST)

国際電話国コード

+82

市外局番

ソウル 02

クレジットカード & ATM
クレジットカードはホテル、レストラン、商店、コンビニなどほとんど
全ての場所で使用可能。ビザ、マスター、アメックスなど海外で使用可
能なカードならたいてい使用可能で、決済時、加盟店かどうかを確認す
ればよい。ATMは大型店、街中、コンビニ、ホテルなどで簡単に見つけ
ることができ、「Global ATM」の表示がある機器では多国語サービスが
備わっている。

事後免税制度(TAX REFUND)
事後免税制度(TAX REFUND)とは、「免税」表示がある店で3万ウォン以
上購入時、付加税に該当する金額分の払い戻しを受けることができる

Tax Free

制度。税金の払い戻しを受けるためには一般レシートだけではなく、
購入店発行の免税書類｢リファンドチェック｣が必要。出国時、搭乗手

住所
アクセス

続きの前にパスポートと購入品を持参の上、インチョン(仁川）国際

利用時間

空港内の税関申告センターを訪問し、確認印を押してもらうか、出国

料金

審査後、自動払い戻し機(KIOSK)を利用することができる。

電話

交通情報
航空便
インチョン(仁川)国際空港は、韓国の首都ソウルと最も近い空港。世界55ヶ国、185の主要都市
とインチョン(仁川)国際空港との間で84の航空会社が直行便を運航している。

空港から市内へのアクセス
空港鉄道
空港鉄道はインチョン(仁川)国際空港とソウル駅間を最も早く、便利に移動できる鉄道。ソウ
ル駅までノンストップで運航している直通列車と、12の各駅に停車する一般列車がある。イン
チョン(仁川)国際空港駅からソウル駅まで直通列車は43分、一般列車は58分所要。

ソウル市内の交通

•arex.or.kr

空港バス
空港バスは、インチョン(仁川)国際空港からソウル・キョンギ(京畿)のほとんどの地域へ運航してい
る。市内の主要ホテルをまわる高速リムジンバスと「KALリムジン」、ソウル市内各地に向かう一般リ
ムジンバスがある。旅客ターミナル１階、4番ゲート、９番ゲートに位置する内部チケット販売所、4
番、6番、7番、8番、11番、13番ゲート前の外部チケット販売所で乗車券を購入できる。
•calt.co.kr

タクシー
タクシーはメーター制で運行され、初乗り運賃区間を過ぎると走行距離によって料金が追加される。
空港からソウル市内に行く場合、空港高速道路通行料6,600ウォン（小型車基準）が追加される。
•一般タクシー

最も安く一般的なタクシー。初乗り運賃は3000ウォンで、ソウル全地域どこからでも簡単に乗れる。
•模範タクシー

バス
ソウルのバスは色で区分されている。ソウル市内の長い距離を運行する幹線バス(青)、地下鉄駅と幹
線バス停留所をまわる支線バス(緑）、主要都心地域だけを循環運行する循環バス（黄色）、ソウルと
首都圏の都市をつなぐ広域バス(赤)がある。停留所と詳細な路線情報は、韓国語・英語・中国語・日
本語に対応している「モバイルソウル」アプリで確認することができる。利用料金は、幹線•支線バス
1,300ウォン、広域バス2,400ウォンから。

地下鉄
１～９号線まで９つの地下鉄路線があり、各路線は色で区分されている。駅の無人発券機で1回用の
交通カード(T-money)を購入し、T-moneyでチャージができる。1回用T-moneyは購入時にデポジットとして
500ウォンが加算されるが、使用後、改札口にある返金機にカードを入れると払い戻しされる。
•成人 交通カード：1,250ウォンから, 現金：1,350ウォンから
•青少年 交通カード：720ウォンから, 現金：1,350ウォンから

初乗り運賃は5000ウォンで、一般タクシーより料金が高いが、乗り心地が良い。他のタクシーとは違
い、０時から午前4時までの間の割り増し料金がない。
•大型タクシー

タクシー
一般タクシーの初乗り運賃は2kmまで3000ウォン、模範タクシーの初乗り運賃は３kmまで5000ウォンで、距離

６～10名が乗客できるタクシーで運賃は模範タクシーと同じ。荷物を運ぶためのコールバンははる

と時間によって料金が追加される。模範タクシーを除いて0時から午前4時まで20％の割り増し料金が追加

かに高い運賃で運行されていてるが、大型タクシーと似ていて間違えやすいので注意が必要。大型

される。インターナショナルタクシーは空港から乗る場合を除き、ネットで事前予約が可能。

タクシーは側面に「JUMBO TAXI」という表示がある。
•インターナショナルタクシー

英語、日本語、中国語のうち、一つ以上の言語で外国語でのコミュニケーションができる運転手が
運行する。１階旅客ターミナル4番、8番ゲートのそばにあるインターナショナルタクシー案内デス
クで利用申し込み可能。運賃は移動地域によって55,000ウォン, 65,000ウォン, 75,000ウォンと決まっ
ている。

T-money Cardは空港バス、ソウル、キョンギ(京畿）圏のバス、地下鉄、タクシーなどで使
用するチャージ式交通カード。バス、地下鉄の乗り換えが5回まで無料で、移動距離によ
って料金が決まる。地下鉄駅や一般のコンビニで簡単に購入し、チャージができる。
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  プク   チョン

001

北村韓屋村

02-2133-1372
チョンノグ(鐘路区) ケドンギル37
3号線  アングク駅  2番出口 徒歩7分
hanok.seoul.go.kr

朝鮮時代の高官が住んでいた宮殿周辺地域が、今日では
ソウルを代表する観光名所になった。
混沌たるメトロポリタンの中心に伝統の香りが立ち上
る。
韓屋(ハノク)とは韓国の伝統家屋のこと。木と土を使っ
て建てられ、オンドルが暖房施設として敷かれている。
自然を材料としていることもあって健康にもよく、庭に
面した縁側や空に向かって伸びる瓦の風情はなかなかの
Jordan Guanga

ものだ。見ているだけでも心が安らぐ「家」。韓国人に
とって韓屋はそんな意味を持つ。プクチョン(北村)はそ
うした伝統韓屋が立ち並ぶスポットだ。時代の変化と利
便性により少しずつ手を加えられはしたが、ほとんど原
型に近い形の伝統韓屋が999件も立ち並ぶ古の香り漂うエ
リアだ。北村の位置はチャンドックン(昌徳宮)とキョン
ボックン(景福宮)の間、朝鮮時代、漢陽（現ソウル）の
中心だったチョンノ(鐘路)とチョンゲチョン(清渓川)の北
側に位置することからプクチョン(北村)という名がつけ
られた。今の北村は鐘路区のカフェドン(嘉会洞)、ケド
ン(桂洞)、チェドン(斎洞)、サムチョンドン(三清洞)、ウ
ォンソドン(苑西洞)、パルパンドン(八判洞)一帯を含むエ
リアを指す。宮殿のすぐ近くで風水地理的にも価値が高
く、朝鮮時代の王族や高官、名門貴族であるヤンバン(両
班)が住んでいたということもうなずける。当時の韓屋
は家柄の格を象徴する意味があったため、広く豪華であ
ったが、朝鮮時代の末期に至り、社会経済的な理由から
土地が分割され生活しやすい小規模な韓屋に再建設され
て、小さい韓屋が肩を並べる今の風景になった。
北村文化センター：多様な伝統文化体験プログラムを提供
し、プクチョン(北村)の歴史や文化を広める目的でソウ
ル市により整備された。「ケドン(桂洞)マダム」として
も有名な朝鮮末期の権力者が「民財務官宅」を買い入れ
改築補修した後、2002年にオープンした。 アンチェ(居
間)とサランチェ(客間)ビョルチェ(離れ)から成り、書
道、茶道、漢字、パンソリなどの伝統文化講座はもちろ
ん、自然染色、竹細工、閨房文化の伝統を受け継ぐ組み
紐、ポジャギなどの工芸体験講座など多様なイベントや
体験プログラムがある。

Tip
北村文化センターの徒歩観光コース
北村の風景を一通り鑑賞できるコースの所要時間は約3時間半。アン
グク(安国)駅から出発しプクチョン(北村)文化センター、カフェドン
(嘉会洞)11番地、ハンサンス刺繍工房、カフェ(嘉会)民画工房、プク
チョン(北村)生活史博物館である「オレデンヒャンギ(古い香り)」、
ユンボソン(尹潽善)の生家などを通り、再びプクチョン(北村)に戻っ
てくるというコースだ。
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Danilo Dungo

Leigh MacArthur
キョン    ボッ    クン

002

景福宮

02-3700-3900
 ョンノグ(鐘路区)サジクロ161
チ
景福宮
3 号線 キョンボックン(景福宮)駅
5番出口 徒歩5分

朝鮮王朝の正宮である景福宮が生まれ変わった。約20年
に渡る復元作業を終え威厳を取り戻したキョンボックン
(景福宮)は、プガクサン(北岳山)の麓からクァンファム
ン(光化門)広場を見下ろし堂々とそびえ立っている。

5号線 クァンファムン(光化門)駅
2番出口 徒歩約10分
1-2月 09:0017:00 / 3-5月
09:0018:00 / 6-8月 09:0018:30
9-10月 09:0018:00 / 11-12月
09:0017:00
 人(2564歳) 3,000ウォン
大
子ども(718歳) 1,500ウォン
www.royalpalace.go.kr
毎週火曜日は休業日

クァンファムン(光化門)セジョンロ(世宗路)のつきあた
り、プガクサン(北岳山)の麓に威厳ある姿でそびえ立つ
朝鮮の正宮。史跡第117号であるキョンボックン(景福宮)
は朝鮮時代の5つの宮殿のうち、最初に建てられたもの
だ。朝鮮王朝の初代国王であるイ・ソンゲ(李成桂)が即
位3年目である1394年に建設に着手し、翌年の1395年に
完成させた。名前には「新しい王朝が大きな福を享受し
繁栄する」という意味が込められている。後にイムジン
ウェラン（壬辰倭乱＝ 文禄の役)）により全焼してしま
い、長い間廃墟として放置されていたのが、朝鮮時代末
期のコジョン(高宗)の時代に再建された。日本の植民地
時代には日本による撤去や破損が相次いだ。景福宮の復

元は解放後に始まったが、1991年から約20年間にわたり行われた大々的な復元事業により
今日の姿となった。景福宮は朝鮮王朝の中心となる宮殿だけあって規模が違う。宮殿を囲
む塀の長さは2,404mに達し、５大宮殿の内、唯一４つの大門がある。王と役人達が政務を
執り行っていたクンジョンジョン(勤政殿)と王妃の中宮、世の東宮、宮女達が生活する内
殿などもある。
クンジョンジョン(勤政殿)：国宝第２２３号、王が臣下達の報告を受け、命を下した法殿であ
る。各種の即位式が行われた王室行事場として活用され、石畳の花崗岩には王室の臣下達
の品階が刻まれている。
キョンフェル(慶会楼)：ひっそりと池に浮かぶ楼閣で、クンジョンジョン(勤政殿)の隣にある。
楼閣を中心に３つの石橋が池の外に伸びた形が美しいことから１万ウォン紙幣にも登場する。
Tip
景福宮夜間特別観覧

守門将交代儀式

キョンボックン(景福宮)では春と秋の二回にわたり

毎日午前10時と午後2時に、クァンファムン(光化

宮殿の夜の情緒を感じられる夜間特別観覧が行わ

門)の内側のフンレムン(興礼門)の前で行われる。

れている。文化公演まで観覧できるチケットはイ

大きな太鼓の音を合図に守門将による巡察パレー

ンターネットを通してのみ限定販売されるが、韓

ドが行われ、宮殿の中には 守門将の衣装を実際に

服を着ると無料で入場でき、65歳以上のお年寄りと

着てみることができるスペースもあり、無料で利

外国人は現場購入の可能。

用できる。.
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N ソウルタワー
02-3455-9277
ヨンサング(龍山区)
ナムサンゴンウォンギル105  
Nソウルタワー
チュンムロ(忠武路)駅
2番出口  
トンデイック(東大入口)駅
6番出口 から2·3·5番
南山循環バス乗車
10:0023:00(土曜日 24:00まで)
 望台の料金は大人(満13歳以
展
上)10,000ウォン/子ども(満3歳
満12歳)8,000ウォン
www.nseoultower.com
年中無休

Tip
展望台
Nソウルタワーの展望台は、美
しいソウルの360度パノラマビ
ューが楽しめる場所だ。外国

017

パリにエッフェル塔、東京に東京タワーがあるならソウ
ルにはNソウルタワーがある。南山の頂上にあるこの先の
尖った塔は、数十年にわたり、ソウルのスカイラインを
美しく彩ってきた。
1975年、民放3社が共同投資した総合電波塔で、観光展望
台としても有名だ。2016年9月、ソウル市がソウル市民と
国内外の観光客約1万2000人を対象に行った「ソウルの10
大韓流名所」アンケートでも、堂々トップ10入りを果た
した。
2005年末、Nソウルタワーとして生まれ変わって以来、空
間リノベーションと共に新たに様々な施設も加わり、韓
流ブームに乗って今やソウルを訪れる全世界の観光客の
人気を集めている。
ロビーから4階に至る5つの階はソウルタワープラザ、5階
からT７階はNソウルタワーに分かれている韓服文化体験
館やスターバックス、シカゴピザなどがあるソウルタワ
ープラザを過ぎ、Nソウルタワースペースからは本格的な
展望が楽しめる。オリーブヤング、Nバーガーなどのショ
ッピング、食事スペースもあるが、ハイライトはなんと
言ってもT45階に位置する展望台だ。
ルーフテラス タワー2階にあるこの スペースには、「愛
の南京錠」が鈴なりになっている。タワーを訪れたカッ
プルが永遠の愛を誓い南京錠をつけてゆく。

人観光客のために展望台から
見えるソウルの主要名所の情
報をオーディオガイドで提供
している。

南山ケーブルカー 大韓民国初のケーブルカーで、南山と
ソウルの風景を一望できる名所兼デートのメッカとして
40年以上脚光を浴びてきた。南山の頂上までの所要時間
は約3分。
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ソウルで最もにぎやかな街の中心を縦に長く続く川の流
れは内・外国人、老若男女全ての人々にとってなくては
ならない憩いの場となった。

02-2290-6114
 ョンノグ(鍾路区)
チ
チョンゲチョンロ(清渓川路)
4 号線 トンデムン(東大門)駅
6番出口
1号線 チョンノ(鐘路)5街駅 8番出口

Tip
ソウル灯篭祭り
毎年秋、チョンゲチョン(清渓
川)一帯を数百もの灯篭で彩る

チョン     ゲ    チョン

清渓川

TOP 10

コーヒー片手に石橋を渡るサラリーマン、魚の群れを眺
め川を覗き込む子どもたち、並んで足を浸けて座る若い
カップル。ソウル都心を流れるチョンゲチョン(清渓川)
でよく見られる風景だ。チョンノグ（鐘路区）とチュン
グ（中区）の境界を流れるチョンゲチョンのもともとの
名称はケチョン(渓川)、日本植民地時代に今の名前に変
わった。1958年から覆蓋工事により上に高架道路があっ
たのを、2003年チョンゲチョン復元事業が行われ撤去さ
れた。2005年、都心の憩いの場として生まれ変わったチ
ョンゲチョンは、1年中涼やかな川のせせらぎを聞くこと
ができる。復元されたチョンゲチョンの水はハンガン(漢
江)の取水場から汲み上げられ、ろ過した後、川底に埋ま
っている管路を通して川を流れる。クァンファムン(光化
門)近くのチョンゲチョンの出発地点にはアメリカのポッ
プアーティスト、クラス・オールデンバーグの作品であ

祭り。2009年、韓国訪問の年
を記念し開始されて以来毎年
250万名以上の観覧客が訪れ、
チョンゲ(清渓)広場からスピ
ョギョ(水標橋)まで毎年違っ
たコンセプトで装飾された様
々な大きさの灯りが人々の視
線を集める。
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る巻貝の形をしたモニュメント「スプリング」が設置さ
れている。ここからチョンゲ(清渓)広場を基点に、東側
のオガンスギョ(五間水橋)まで22の橋があり、全てめぐ
るのに約3時間かかる。
チョンゲチョン路上ライブ：涼やかな川のせせらぎと共にチ
ョンゲチョンの川沿いを歩く人々を楽しませてくれるの
は、あちこちから聞こえてくる路上ライブだ。ギター一
つでポップミュージックから歌謡曲までを歌うソロ公演
はもちろん、様々なジャンルのバンドミュージックをラ
イブで聴くことができる。
橋踏み：朝鮮時代の貴族であるヤンバン(両班)と庶民の
間で流行った風習。満月が浮かぶ小正月に、チョンゲチ
ョン(清渓川)を横切る12の橋を踏むとあらゆる災害を防
ぐことができるという言い伝えがある。小正月の「橋踏
み」は農民の「解放の日」でもあったが、｢橋踏み」した
後は夜遅くまでの酒盛りへと続き、恋人同士の密会が行
われたため朝鮮時代のミョンジョ(明宗)王の時にはこの
風習が禁止されたりもした。
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  ミョン    ドン

明洞
ミョンドン(明洞)
2 号線 ウルチロイック駅
4号線 ミョンドン駅
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今も昔も変わらぬショッピングとファッションの中心
地、ソウルのミョンドン。特に韓流ファンにとってはコ
スメショップやグルメツアーの必須コースで、今も変わ
らず流行の中心地として誇りを保っている。
ソウル市チュング(中区)チュンムロ(忠武路)と南大門路
の間に位置するミョンドンは、日本の植民地時代に商業
地域として賑わったチュンムロに隣接し、その影響で商
業エリアとして発展したエリアで、道を挟んで向かい側
は韓国銀行本店などがある韓国金融産業の中心街だ。ロ
ッテデパートや新世界デパートがあり、韓国を代表する
ショッピングエリアだったが、1990年代にオレンジ族な
どに代表されるカンナム(江南)地域がショッピングエリ
アとして浮上し、高級ファッションの街としての地位を
譲り渡すことになった。しかし2000年代に入り、韓流ブ
ームがわきおこるとともに観光客が押し寄せ、「美容と
ショッピングの一番地」として再びショッピングエリア
としての名声を取り戻した。 ミリオレ前の大通りの両
側に連なる昔ながらの屋台には、様々な食べ物や記念品
がぎっしりと並び、ファッションブランドショップやコ
ーヒーチェーン店等が立ち並んでいる。ソウル市の流動
人口の統計によると、ミョンドン聖堂周辺のこの一帯を
訪れる人々は一ヶ月に約150万人。昔ながらのホテルに加
え、新しくオープンしたゲストハウスやビジネスホテル
など、宿泊施設も充実している。
ミョンドンの中心で思想を叫ぶ
ミョンドン聖堂
ミョンドンエリアにそびえる先の尖ったゴシック様式の
美しい建物は、韓国カトリックの総本山であり、カトリ
ック教会のシンボルでもあるミョンドン聖堂だ。かつて
は軍事独裁政権に立ち向かう民衆たちの拠点でもあっ
た。今も1日に数回ミサが行われ、厳かな鐘の音をミョン
ドンのざわめきの中に響かせている。
ミョンドン芸術劇場
1934年から1973年まで韓国の文化芸術を牽引してきた
「旧ミョンドン国立劇場」が、2009年新たにオープンし
た。588席規模のミョンドン芸術劇場では伝統演劇、ミュ
ージカル、ノンバーバールパフォーマンスなど多様な公
演が常時行われている。
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ホン      デ

弘大
 ポグ(麻浦区)ソギョドン
マ
(西橋洞)一帯
2 号線・空港鉄道
ホンデイック(弘大入口)駅
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美術で有名なホンイク(弘益)大学正門前から広がる画材
屋とお洒落なカフェはいつの間にかホンデ(弘大)の美大
生だけではなく若者の心までつかみ、ソウルを代表する
「ヤングの街」へと進化した。
名実伴うソウルのホットスポットだ。若さとロマン、芸
術とインディ文化、自由の街の代名詞と言われる。イン
ディーズ音楽はもちろん、絵画、デザインなど多様なジ
ャンルの文化が混在している。
異色カフェ、小規模ギャラリーや画廊を始め、個性溢れ
る雑貨屋やファッションショップ、ライブカフェとクラ
ブ、芸術市場、多くの飲食店がある場所としても有名
だ。一時期は多くの出版社が立ち並び、文化人も多く出
入りしたが、パジュ(坡州)の出版団地ができてからは、
それほどではなくなった。多くの芸術家を輩出したホン
イク(弘益)大学の名声に頼り、美術関連の有名予備校も
多かったが、最近ではそんな雰囲気も落ち着いてきた。
それでもホンデ(弘大)は、今なお変わらず若くホットで
芸術的だ。いつも若者でにぎわうホンデを歩くことは現

Tip
ホンデ駐車場通り
ホンデ(弘大)駅からハプチョン
(合井)駅付近にかけて広がる
駐車場道通りで、ホンデ(弘

代の韓国の若者と出会い、彼らの自由な雰囲気を満喫す
る意味もある。
主にホンイク(弘益)大学近辺を指していたが、最近のホ
ンデ(弘大)エリアはサンス(上水)駅近辺とハプチョン(合
井)駅近辺まで拡がっている。

大)のどこにでも繋がってい
る心臓部だ。駐車スペースの
両側にレストラン、文化空
間、ライブハウス、人気ショ
ップなどが立ち並んでいて歩
いているだけで楽しめ、カラ

KT＆Gサンサンマダンシネマ：2007年にオープンした複合文
化空間。各種デザイン雑貨を販売するセレクトショップ
や芸術映画を上映する映画館、150席規模のライブホール
などがあり、人文、デザイン、芸術に至る多様な講座プ
ログラムも運営されている。

オケやトッポキ屋、「ローリ
ングホール」などが古くから
ある。

ホンデ(弘大)壁画通り:ホンイク(弘益)大学裏門のカネマヤ
製麺所からフォーシーズンハウスまでワウサンロ(臥牛山
路)22ギルに拡がるエリアだ。壁面に沿って個性溢れる絵
とグラフィティが描かれている。落書きのような印象の
ものも多いが、芸術作品のような壁画も多く、ピカソ通
りとも呼ばれている。
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朝鮮の首都漢陽の地と民を守ってきた石垣。21世紀の朝
鮮の子孫たちに歴史を吟味し都心の風景を見下ろせる散
歩コースとしての名所になった。

    ハ    ニャン    ド       ソン

漢陽都城
チョンノグ(鐘路区)ユルゴクロ283
1 ·4号線 トンデムン(東大門)駅
1·10番出口
seoulcitywall.seoul.go.kr

ソウルを囲む古い城郭に沿ってのんびり歩きながらソウ
ルの自然と都会の風景を一目で見渡すことができ、外
国人にも人気が高い。歴史的価値が高く去る2012年ユネ
スコ世界文化遺産暫定登録目録にも名前を連ねたりも
した。ハニャン(漢陽)都城のもともとの目的は朝鮮時代
に都の境界をはっきりさせ、外部の侵入を防ぐためであ
った。今ではソウルの中心部を囲む プッカンサン(北岳
山)、ナクサン(駱山)、ナムサン(南山)、イヌァンサン
(仁王山)の稜線に沿って築造され、その後、何度も改築
が繰り返されてきた。都城の平均の高さは約5～8ｍ、全
体の長さは約18.6kmに至るが、1396年から1910年までは
なんと514年もの間、都城の機能を担っており、世界中の
都城の中で最も長い歴史を誇る。ハニャン(漢陽)都城に
は4大門と4小門がある。トンデムン(東大門)ショッピン
グエリアの目印でもあるフンインジムン(興仁之門)とト
ンイムン(敦義門)、ナムデムン(南大門)市場の入口にあ
る スンネムン(崇礼門)、サムチョンドン(三清洞)にある
スクチョンムン(粛靖門)は4台門であり、ヘファムン(恵
化門)とソウィムン(昭義門), クァンファムン(光化門),
チャンウィムン(彰義門)は4小門である。このうちトンイ
ムン(敦義門)とソウィムン(昭義門)は現存しない。昔の
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道の70％を整備し計6区間の散策コースがあるが、桜が満
開になる春と紅葉が美しい秋に最も多くの人々が訪れる。
ソウルハニャン(漢陽)都城のかつての役割
ソウルハニャン(漢陽)都城の役割はまず都の境界を引く
ことで外部の侵入を防ぐことだ。城門の開閉時間は早朝
と夕方、チョンノ(鐘路)のポシンガク(普信閣)の鐘を打
ち、知らせたがこれは都城内の農民の生活リズムを支配
した。科挙試験を受けるためハニャン(漢陽)に到着した
ソンビ(知識人)達は都城を一回りしながら合格祈願をす
ることもあり、農民は自然の景色を楽しんだ。
Tip
ハニャン(漢陽)都城散策コース(計6区間)

ペガク(白岳)コース：チャンウィムン(彰義門)をスタートしスクチョンムン(粛靖門)、マルバウィ案内所、
ワリョン公園を過ぎ、ヘファムン(恵化門)までのコースで難易度は高。

ナクサン(駱山)コース：ヘファムン(恵化門)をスタートし、ナクサン公園、ハニャン(漢陽)都城博物館、ト
ンデムン(東大門)城郭公園を過ぎ、フンインジムン(興仁之門)までのコースで難易度は低。

フンインジムン(興仁之門)コース：フンインジムンをスタートし、トンデムン歴史文化公園、クァンヒム
ン(光煕門)を過ぎチャンチュン(奨忠)体育館に至る区間で難易度は低。

ナムサン(南山)コース：チャンチュン体育館をスタートし、体育館の裏道、ナムケダンキル(木の階段路)、
Ｎソウルタワーを過ぎペクボム(白凡)広場までのコースで難易度は中。

スンネムン(崇礼門)コース：ペクボム広場をスタートしスンネムン、ソウィムン(昭義門)跡、チョンドン
(貞洞)を過ぎ、トンイムン(敦義門)までのコースで難易度は低。

イヌァンサン(仁王山)コース：トンイムン跡をスタートし、ウォルアム近隣公園、イヌァンサン 巡城道を
過ぎ、チャンウィムン(彰義門)までのコースで難易度は高。
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トンデムン・
デザインプラザ
(DDP)
02-2153-0000
チュング(中区)ウルチロ281
2 ・4・5号線 トンデムン・ヨッサム
ンファゴンウォン駅 1・2番出口
www.ddp.or.kr
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歴史と伝統の東大門運動場を取り壊し、その建てられる
だけあって、多大な関心を集め2014年オープンしたDDP。
すでにソウルを代表する建築空間、複合文化空間として
定着した。

TOP 10

Tip
DDP ツアープログラム
DDPを、どこからどのように
見て周ればいいのか、迷って
しまうことがある。そんな時

トンデムン・デザインプラザ(DDP) は、プリツカー賞を
受賞したザハ・ハディッド氏が設計した独特な形の建築
物だ。南大門市場と並んでソウルを代表する総合市場内
にできたDDPは、衣類産業のメッカである東大門の伝統に
洗練された美しさを加え、日々人気を集めている。外観
と室内のどこにも直線のない完全な曲線の美学。ザハ・
ハディッド氏は東大門という場所が持つ特有の躍動性に
注目し、継ぎ目なく流れるような曲線の空間を創り出し
たという。

は、DDPツアープログラムを利
用してみよう。事前予約無し
で個人で参加でき、毎日(火曜
日日曜日)2回ずつ行われてい
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DDPは大きく「アルリムト(アートホール)」、「ペウムト
(博物館)」、「サルリムト(デザインラボ)」の3つのセ
クションに別れている。アルリムトではファッションシ
ョー、公演、博覧会、展示会、企業新製品発表会などが
開かれる。デザインのための空間ペウムトは、デザイン
展示館、デザイントゥルレキル、トゥルレキル休憩所、
デザイン公園などで構成されていて、デザインの多様な
姿を体験できる。サルリムトではデザイン小物を買った
り、デザイン情報を得ることができる。

る。専門ガイドと共に約1時間
20分のDDPツアーが楽しめる。

バラ庭園&展示イベント
バラ庭園は、19:0000:00の点灯時間内に訪問することを
おススメする。またDDPでは、 <ソウルファッションウィ
ーク>, <ソウル国際ミュージックフェアー>のような国内
外で注目される展示とイベントが開かれている。
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Tip
南大門市場ショッピングコース,
CULTURE MAP
2万坪に達する南大門市場を
効果的にまわれるようにショ
ッピングコースが作られた。
コース案内の絵地図「CULTURE
MAP」は南大門市場18番ゲー
トとテド総合商店街,中央商店
街, E-ワールド商店街の前に
置かれている。

009
   ナン      デ      ムン

南大門市場
02-753-2805
南大門市場4ギル21
4 号線 フェヒョン駅 5·6·7番出口
徒歩5分
namdaemunmarket.co.kr

一日の訪問客だけでも40万人に達するという、メトロポ
リタンソウルの代表的総合市場。「無いもの以外は何で
もある」という何とも言えないその魅力は、市場を埋め
尽くす品物の数と量ほどに圧倒的がある。
ソウルのミョンドン(明洞)からソウル駅の間、チュング
(中区)ナムチョンドン(南倉洞)一帯に広がる南大門市場
は、東大門市場と並んでソウルを代表する総合市場だ。
2014年には600周年を迎え、記念のフェスティバルも開催
された。長い歴史と伝統を誇る市場である。朝鮮時代にチ
ョンノ(鐘路)を中心に発達した市場商業地域は南大門と東
大門として発展、1980年代以降は衣類や器等各種の生活用
品が豊富にそろったショッピングエリアとして人気を集め
てきた。ソウル地下鉄4号線のフェヒョン(会賢)駅前に広
がる路地には、新鮮な野菜や果物、水産物を始め、衣類、
カバンなどのファッショングッズ、文具におもちゃ、キッ
チンおよびリビンググッズ、さらには高麗人参、伝統工芸
品、貴金属、家電製品、輸入コスメに加工食品に至るまで
あらゆる商品がそろい、韓国各地から買い付けにやって来
るバイヤーたちや一般客で常に賑わう。

029

花より団子、味はもちろん温かい心までおまけ付き
カルチジョリム横丁・カルグッス横丁
南大門市場には、脂のよくのった太刀魚と大根を小鍋で
甘辛く煮込んだメニューを出す太刀魚横丁がある。店ご
とに味が少しずつ違うため、食べ比べる楽しみもある。
カルグッスを注文すると、ビビン冷麺と麦ごはんビビン
バ、またはテンジャンチゲなど様々なサイドメニューが
出てくるカルグッス横丁は、フェヒョン(会賢)駅5番出口
から近く、初めての人でも迷わずに行ける便利なロケー
ション 。

030
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ソウルで唯一韓国人より外国人が多いこの街は、異国的
な全世界の食べ物と華やかなナイトスポット、楽しいシ
ョッピングが待ち受ける娯楽天国だ。

ヨンサング(龍山区)
イテウォンドン（梨泰院洞）一帯
6号線 イテウォン（梨泰院）駅

Tip
ファッションのメッカ、 イテウォン
（梨泰院）
イテウォン（梨泰院）駅前のハ

   イ        テ     ウォン

梨泰院

031

TOP 10

イテウォンを始めとするヨンサン(龍山)地域は朝鮮時代か
ら、ハンガン(漢河)の流れが及ぶ交通の要地だった。その
ためか日本植民地時代には軍事基地として、解放後は米軍
の駐屯地として活用されてきた。イテウォン一帯の米軍基
地はピョンテク(平沢)に移転したが、この エリアは今で
も青い目の外国人たちで賑わう。国連ビレッジをはじめと
する外国公館が古くから立ち並び、それに伴い外国人が多
く足を運んだイテウォンは、自然と異国情緒漂うレストラ
ンやショップが立ち並ぶスポットとなった。
フレンチ、イタリアン、タイ、インド、トルコ等多彩な
ワールドフードを楽しめるレストランがあるほか、大柄

ミルトンホテルからノクサピョ
ン(綠莎坪)駅交差点まで続く直
線道路は、イテウォンのファッ
ションショッピングストリー
ト。伝統紳士服売り場からビッ
グサイズの衣類売り場、2階建
ての衣類ショッピングセンター
であるイテウォン市場まで、大
通りから路地の隅々に至るま
で、個性溢れるショップが立ち
並んでいる。

な外国人向けのビッグサイズ衣類や海外から直輸入され
た品も手軽に手に入るスポットだ。
高級アンティーク家具や小物を売る店もイテウォンには
多い。ソウルに5箇所ある観光特区のうち、他に先駆け
て、1997年に指定されたエリアだけあって、毎年10月に
はイテウォン地球村祭りが一帯で開催され、「ソウルの
中の地球村」という特有のアイデンティティを保ち続け
ている。
アンティーク家具通り
ハミルトンホテルの向かい側、イテウォン駅3番出口と4
番出口からチョンファアパートを過ぎ、クラウン観光ホ
テルまで続くＬ字型の道にぎっ
しりと、高級なアンティーク家
具や小物を売る店が80店以上立
ち並ぶ
食べ物
イテウォングルメ街の中心はハ
ミルトンホテル裏側の細い路
地。ここの外国レストランのシ
ェフの多くは現地からの人だ。

伝統

トクスグン(徳寿宮)
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012
   サム    チョン    ドン

三清洞
 ョンノグ(鐘路区)
チ
サムチョンドン(三清洞)一帯
3号線 アングク(安国)駅
1･2･3番出口

011
チャン   ドッ     クン

昌徳宮
02-3668-2300
チョンノグ（鍾路区）
ユルゴク（栗谷）路
1·3·5号線 鐘路3街駅 6番出口
徒歩10分
2-5月·9-10月 09:0017:00  
6-8月 09:0017:30
11-1月 09:0016:30
 般 大人(2564歳) 3,000ウォン  
一
小人(24歳 以下)
無料 (外国人を除く)
www.cdg.go.kr
毎週月曜日は休業日

1405年、キョンボックン(景福宮)に次いで2番目に創建さ
れた宮殿。キョンボックン(景福宮)の東側に位置してい
ることから、チャンギョングン(昌慶宮)と共に「トング
ォル(東闕)」とも呼ばれた。長い歴史の浮き沈みの中で
多くの災害に遭いながらも、他の宮殿より比較的建物の
保存状態が良い。現在の面積は43万4877㎡。建築当時、
平地でない山の麓に建てられ、自然に逆らわない朝鮮特
有の建築様式と造型様式が見られることから建築家たち
に人気の高い宮殿だ。特に、代表的な朝鮮王室の庭園で
ある後苑が美しいことで有名だ。森と木、池、東屋、花
壇などが自然と完全な調和を成し、粛然とした雰囲気を
醸し出す。チャンドックン(昌徳宮)と後苑は、1997年、
ユネスコ世界文化遺産として登録された。
チャンドックン(昌徳宮)後苑：
チャンドックン(昌徳宮)の裏側に位置
する王族の庭園で、ピウォン(秘苑)と
呼ばれた。自然と調和しているのはも
ちろん、比例を生かした建築美が際立
つ。代表的な池であるプヨンジ(芙蓉
池)とプヨンジョン(芙蓉亭)は写真家達
にも好まれている。観覧には人数と時
間が定められているため予約が必要。

035

プクチョン(北村)韓屋村とソチョン(西村)へ行く道、キョ
ンボックン(景福宮)の東側に位置するエリア。今はかわ
いいカフェやレストランが立ち並ぶ観光名所だが、わず
か20年ほど前までは青瓦台周辺、プクチョン(北村)の小さ
な街に過ぎなかった。もともとサムチョンドン(三清洞)と
は3つのものが清い地域という意味を持つ。その3つとは、
山、水、人々の心。国の祭祀を執り行った官庁である昭格
署のサムチョンジョン(三清殿)があった場所であることが
由来となったとも言われている。今日のサムチョンドン
(三清洞)にはよく手入れされている昔ながらの道と、美術
館、ギャラリーなどがあり、サムチョンドン(三清洞)派出
所を起点に古くからあるイチョウの木の下に続く道の脇に
はカフェやファッションショップ、レストランなどが立ち
並び、若者のデートコースとしても有名だ。
サムチョン(三清)公園：
緑と草花、散歩道が調和する都心の中の公園だ。公園の
中には多様な施設はもちろん、子どもの遊び場や森の図
書館があり、子どもと一緒に見て回るのによい。
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013

南山韓屋村

02-2261-0500
チュング(中区)テゲロ34ギル28    
3·4号線 チュンムロ(忠武路)駅
3番出口
www.hanokmaeul.or.kr

ソウル市内に点在していた伝統家屋5棟が移築された韓
屋村。韓服体験、ハングル体験、紙細工体験などをはじ
め、ノルティギ(板跳び)や凧揚げなど、多様な韓国伝統
の遊びを楽しめるプログラムが運営されている。事前申
込者に限り伝統結婚式を挙げることもできる。特にソウ
ル市民の生活スタイルを垣間見ることができる600以上の
物を選び、タイムカプセルに入れて地下15mに埋めたタイ
ムカプセル広場があり、400年後の2394年に開かれる予定
だ。

037
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  トク       ス     グン

014

徳寿宮

02-771-9951
チュング(中区)セジョンデロ99  
トクスグン(徳寿宮)
1 ･2号線 シチョン(市庁)駅
2・12番出口
09:0021:00  
一般 大人(2564歳) 1,000ウォン
www.deoksugung.go.kr
毎週月曜日は休業日

Timothy F. Hartley

朝鮮の4大宮殿のうちの一つ。もともとの名称はキョンウ
ングン(慶運宮)だったが、後に「コジョン(高宗)皇帝の
長寿を祈る」という意味でトクスグン(徳寿宮)に変わっ
た。ソンジョン(成宗)王の兄であるウォルサン(月山)大
君の個人邸宅として使われていた。1910年に建てられた
ソクチョジョン(石造殿)は、韓国初の西洋式建物で有名
だ。ソクチョジョン(石造殿)の西側の建物は現在美術館
として使用されていて、古くからデートコースとして有
名な石垣道と正門で行われる守門将交代式は観光客にも
人気。
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チャン  ギョン   グン

016

昌慶宮

02-762-4868̃9
 ョンノグ(鐘路区)チャンギョン
チ
グンロ185 チャンギョングン(昌
慶宮)
4 号線 フェファ(恵化)駅 4番出口
徒歩15分
2-5月·9-10月 09:0018:00  
6-8月 09:0018:30
11-1月 09:0017:30
 般 大人(2564歳) 1,000ウォン  
一
子ども(718歳) 500ウォン
cgg.cha.go.kr
毎週月曜日は休業日

キョン     ヒ      グン

015

慶熙宮

02-724-0274
チョンノグ（鍾路区）
キョンヒグン（慶熙宮）ギル31

5号線
ソデムン(西大門)駅
4番出口 徒歩10分
5号線 クァンファムン(光化門)駅
1番出口 徒歩10分
09:0018:00  
無料
毎週月曜日は休業日

1617年に建てられた宮殿で、当時の王クァンヘグン(光海
君)が不慮の事故に備えて建てた。規模が大きく、代々の
王が国政を執り行った宮殿であり「西殿」と呼ばれるほ
ど重要視されてきたが日本植民地時代を経て、撤去され
たり、日本人学校として利用されるなど宮殿としての痕
跡を失ってしまった。1988年から復元事業が開始され、
他の所に移転されていた正門のフンファムン(興化門)を
移し戻し、スンジョンジョン(崇政殿)を再建するなど、
かつての姿を取り戻しつつある。周辺にはソンゴク(省
谷)美術館、ソウル歴史博物館などがあり、散歩がてらに
訪問するのにもよい。

1483年、朝鮮時代のソンジョン(成宗)王の時代に建てら
れた。キョンボックン(景福宮)とチャンドックン(昌徳
宮)に次ぎ、チャンドックンの東側に、3人の皇后のため
に建てられた。宮殿の南側に正門がある他の宮殿とは違
い、東側に正門が置かれていることが特徴だが、これは
チャンドックンとの連携性を考慮してのこと。日本植民
地時代を経て動物園や植物園として利用されるなど、宮
殿の権威の凋落を示す歴史を持つが、1986年から開始さ
れた復元作業を経て、再び昔の美しい姿を取り戻しつつ
ある。正門のホンファムン(弘化門)から石垣道に沿って
のんびりと歩いていくと演劇のメッカである若者の街、
テハンノ(大学路)がすぐ近くにあるので、セットのコー
スがおススメ。
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  ポン    ウン      サ

017

奉恩寺

02-3218-4800
 ンナムグ(江南区)
カ
ポンウンサロ531   
ポンウンサ(奉恩寺)
9 号線 ポンウンサ(奉恩寺)駅
1番出口
2号線 サムソン(三成)駅 6番出口
徒歩10分  
7号線 チョンダム(淸潭)駅 2番出口
徒歩15分
www.bongeunsa.org

ソウル・カンナム(江南)の高層ビルに囲まれた千年の歴
史を持つ由緒ある寺。多くの人が訪れ、願いをかけるテ
ウンジョン(大雄殿)前の弥勒大仏、仏教書籍を発行し経
典版を保管するために建てられたパンジョン(板殿)が有
名だ。特にパンジョン(板殿)の表札の文字は、この寺に
とどまり晩年を過ごした当代の名筆家、秋史金正喜が書
いた。外国人を対象としたテンプルステイや3時間程の寺
院生活を体験するテンプルライフプログラムの他、毎週
木曜日には鉢盂供養や座禅、礼仏拓本などを体験するプ
ログラムがある。

  チョン    ミョ

018

宗廟

02-765-0195
チョンノグ（鍾路区）
チョンノ（鍾路）157
1 ·3·5号線 チョンノ(鐘路)3街駅
8·11番出口徒歩5分
2 -5月·9-10月 09:0018:00
6-8月 09:0018:30  
11-1月 09:0017:30
 般 大人(2564歳) 1,000ウォン  
一
子ども(718歳) 500ウォン
jm.cha.go.kr
毎週火曜日は休業日

朝鮮王朝歴代の王と王妃の位牌を祭った霊廟で、朝鮮王
朝の魂がここにあるといっても過言ではない。建築的に
は装飾が排除された最低限の空間構成が目を引く。朝鮮
を建てた太祖イソンゲ(李成桂)が首都を移した際、最初
に建てた建物。新たに王位を受け継ぐ代々の王もまずは
最初にチョンミョ(宗廟)を訪れ、祭祀を執り行った。チ
ョンミョで執り行われる祭祀は「チョンミョ・チェレ
（宗廟祭礼）」と呼ばれるが、これは三国時代からあっ
た国家的な行事として国の精神的な拠りどこであり、統
治秩序の基本となった。「チョンミョ・チェレ(宗廟祭
礼）」は祭祀の際の踊りと音楽、「チョンミョ・チェリ
ェアク(宗廟祭礼楽）」とともにユネスコの 世界無形遺
産に指定されている。
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019
ミョン    ドン

明洞聖堂
02-774-1784
チュング(中区)ミョンドン
(明洞)ギル74（明洞2街）
2 号線 ウルチロイック(乙支路入
口)駅 5番出口 / 2·3号線 ウルチ
ロ(乙支路)3街駅 12番出口/ 4号
線 ミョンドン(明洞)駅 5‧8番出口
www.mdsd.or.kr
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韓国カトリックの遺産が息
づく場所であり、ソウルの
中心、ミョンドン(明洞)の
アイコンだ。フランス人神
父のコストが設計し、1898
年に完成した。外観はゴシ
ック様式を採用し赤いレン
ガが建物の敬虔な雰囲気を
醸し出す。聖堂の地下には
カトリックへの迫害で犠牲
になった殉教者たちの遺骨
が安置されている。1980年
代と90年代、多くの民主化運動家らが政府の迫害を避け
て身を隠していたため、民主化運動の聖地とも言える。
ミサの時間以外は一般の人に開放され、韓国カトリック
の息吹を感じたい人々の訪問が絶えない名所だ。

020

021

  ソル     ルン      ・チョン   ヌン

キル     サン     サ

宣陵・靖陵

吉祥寺

02-568-1291

02-3672-5945

 ンナムグ(江南区)ソンヌンンロ
カ
(宣陵路)100キル1

 ンブクグ(城北区)ソンジャムロ
ソ
5ギル68 吉祥寺(曹溪宗)

2 号線 ソルルン(宣陵)駅 10番出口
徒歩6分

4 号線
ハンソンデイック駅 2番出口

2-10月 06:0021:00  
11-1月 06:3021:00
大人(2564歳) 1,000ウォン

043

ソンボク02番小型バスに乗り換え  

朝鮮時代の王が眠る場所で、第9代王の成宗(ソンジョン)
とその継妃である貞顕(チョンヒョン)王后の陵。チョン
ヌン(靖陵)は成宗(ソンジョン)の第2子であり、11代王の
中宗(チュンジョン)の陵だ。2つの陵は丘を間に挟んだ前
と後ろにあり、前のソルルン(宣陵)は都会の中の公園の
ように穏やかな雰囲気であり、中宗(チュンジョン)が一
人で眠るチョンヌン(靖陵)は静かで静寂に満ちている。
普通、宮殿は都の中心部にあるが、陵は主に郊外に位置
する。二つのうち、ソルルン(宣陵)は壬辰倭乱(文禄・慶
長の役)の際に破損したり火事などの災難にも遭った。

富裕層の町で知られるソンボクドン(城北洞)の真ん中に
ある寺。1997年に建てられ、長くないが料亭が寺になっ
たという特異な歴史を持つ。高級料亭「テウォンガク(大
苑閣)」を営んでいたキム・ヨンハン氏が法頂和尚に寄
贈したもので、和尚の『無所有』を読んで深い感銘を受
け、布施として施したいと懇願したという。
毎年｢釈迦誕生日｣がある月には数千もの提灯が掲げられ
境内を美しく彩り、静かに散歩を楽しむことができる。
晩年の法頂和尚が過ごした「チニョンガク(眞影閣) 」に
は和尚の遺影や遺品などが保管されていて、和尚を思い
慕う人々が途絶えることなく訪れている。

www.kilsangsa.or.kr

白石と子夜：テウォンガク(大苑閣)を営んでいたキム・ヨ
ンハン氏は、「チャヤ(子夜)」という妓生だった。韓国
の有名な詩人で日本植民地からの解放後、北朝鮮に渡り
生涯を終えた白石詩人の恋人とてしも有名だ。彼女は生
涯かけて築いた財産を法頂和尚に施した理由について、
｢1000億ウォン(当時料亭の7千坪の時価)も、あの人(白
石)の詩一行ほどの価値がない｣という言葉を残した。

ホットプレイス

Common Ground

022

カロスキル セロスキル

023

ロッテワールド ロッテタワー

024

市庁、 市民庁、ソウル広場

025

光化門広場

026

京義 線森の道

027

貞洞通り

028

COMMON GROUND

029

漢南洞

030

青瓦台サランチェ、ソチョン

031

付岩洞

032

キョンリダンキル、ヘバンチョン

033

益善洞

046

022

カロスキル,
セロスキル
02-3445-0111
 ンナムグ(江南区)
カ
シンサドン(新沙洞)一帯
3号線 シンサ(新沙)駅 8番出口  
3号線 アックジョン(狎鷗亭)駅
5番出口

SEOUL BEST 100

047

ホットプレイス

企業銀行シンサドン(新沙洞)店からシンサドン住民セン
ターまで南北に続く700ｍの通り。鬱蒼としたカロス(街
路樹)の下に有名なセレクトショップを始めとする店が密
集している。カロスキルの始まりはギャラリーやスタジ
オが位置する静かな街だったが、洗練された服を扱う店
や落ち着いた雰囲気のカフェができ始めた頃から人々が
集まり、今では大型ファストファッションや資本力があ
るレストランとカフェ、バーなどが立ち並ぶ華やかな場
所となった。
セロスキル：
カロスキルの店が飽和状態になり、一帯の賃貸料が跳ね
上がったことなどの理由で店が周辺の通りに広がって形
成されたエリア。個性溢れる小さなカフェやレストラン
が多く、カロスキルでショッピングを終えた人々が一休
みしようと利用する場合が多い。

023

ロッテワールド, ロッテタワー

ロッテワールド
1661-2000
ソンパグ(松坡区)オリンピックデロ
240
2・8号線 チャムシル(蚕室)駅
４番出口
 日09:3022:00  
平
週末 09:3023:00
www.lotteworld.com
ロッテタワー
02-3213-5000
ソンパグ(松坡区)オリンピックデロ
300
2 ・8号線 チャムシル(蚕室)駅
1・2番出口
 日09:3022:00  
平
週末 09:3023:00
www.lwt.co.kr

チャムシル(蚕室) マンション団地の中心にある、ソウル
で最大のテーマパーク。ロッテワールドは民族博物館、劇
場、ショッピング施設、アイスリンクがある室内テーマパ
ーク、ソクチョン(石村)湖を背景に広がる野外テーマパー
クであるマジックアイランドで構成されており、大人も子
供も楽しめる。ロッテワールドの向かい側に施工中の第２
ロッテワールドと呼ばれるロッテタワー
は、韓国では最高、世界で５番目に高い建
物となる。６つ星級ホテルとレジデンス、
展望台になる予定で、2017年前半の完成を
目指している。
ロッテワールドタワー展望台：ロッテワールド
タワー120階～123階にあり、特に122階は野
外展望台となっている。ソウル市内が一目
で見渡せる全景は圧巻で、透明な床の上か
らは雲の上を歩いているような体験ができ
る「スカイデッキ」もある。

048
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    シ     チョン

024

 ュング(中区)セジョンデロ
チ
(世宗大路)110一帯
1·2号線 シチョン(市庁)駅 5·6番
出口/ 2号線 ウルチロイック(乙
支路入口)駅 1·8番出口
5号線 クァンファムン(光化門)
駅 5·6番出口/ 1号線 チョンガク
(鐘閣)駅 5·6番出口
ソウル市庁: www.seoul.go.kr
市民庁:

公式的にソウル特別市の自治行政を総括する機関。2012
年に現在の新庁舎が完成し、日本植民地時代に建てられ
た旧庁舎は市民図書館として生まれ変わり、人気を集め
ている。ソウルシチョン(市庁)、シミンチョン(市民庁)
は新庁舎の地下にあり、ソウル市と市民のコミュニケー
ション空間。討論や展示、公演、講座、遊びなど市民の
ための多様なプログラムが運営されていて市民の声を聞
こうとする意味から耳の形のロゴが用いられている。

www.seoulcitizenshall.kr
ソウル広場: plaza.seoul.go.kr

クァン    ファ     ムン

  シ       ミン    チョン

市庁, 市民庁, ソウル広場

ソウル広場：
シチョン(市庁)の前につくられたソウル広場は3.1独立運
動、6月民主化運動などの重要な舞台となっていた。2002
年ワールドカップの時には応援団の赤い波が圧巻だった
場所。噴水台を中心に青々とした芝生がよく似合うソウ
ル市民の憩いの場として愛されている。
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025

光化門広場

チュング(中区)セジョンロ
(世宗路)172
5 号線 クァンファムン(光化門)
駅 1·2·8番出口 / 3号線 キョン
ボックン(景福宮)駅 6·7番出口
plaza.seoul.go.kr/gwanghwamun

600年以上の歴史を持つソウルの中央を通るセジョンノ
(世宗路)を中心につくられた広場。両側16車線の内、中
央の6車線を広場にし、広場を中心にクァンファムン(光
化門)とセジョン(世宗)文化会館、アメリカ大使館、キョ
ボ(教保)生命ビルなどが立ち並ぶ。広場の両側には幅１
ｍ、長さ365ｍに達する「歴史の水路」があり、東側は朝
鮮が建国された1392年から2008年までの歴史が刻まれて
いる。北側の芝生広場にはたくさんの草花が植えられ見
ている人を楽しませ、冬にはスケート場や雪ソリ場とし
て活用される。南側のイスンシン(李舜臣)将軍の銅像の
周辺には涼しげな噴水が吹き上げ、市民が休んだり子ど
もたちが駆け回りながら遊ぶ姿が見られる。

Danilo Dungo
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027
チョン    ドン    ギル

貞洞通り
 ュング(中区)チョンドン(貞洞)
チ
キル２(忠正路1街)
1 号線 シチョン(市庁)駅 1·11·12番
出口 徒歩5分 / 5号線 ソデムン
(西大門)駅 5·6番出口徒歩5分

026
キョン    イ

京義
線森の道
 ポグ(麻浦区)
マ
ヨンナムドン(延南洞)一帯
2 号線・空港鉄道 ホンデイック
(弘大入口)駅 3番出口 徒歩7分
www.gyeonguiline.org

ニューヨークのマンハッタンにセントラルパークがあるな
らソウルのマポク(麻浦区)ヨンナムドン(延南洞)には「ヨ
ントラルパーク」がある。「ヨントラルパーク」の正式名
称はキョンイ(京義)線森の道。ソウルとシンユイ(新義州)
を結んだキョンイ(京義)線の線路が地下に移され、地上の
廃線路を森の道公園として生まれ変わらせた都市再生プロ
ジェクトの成果として2015年6月初めにお目見えした。ヨ
ンサング(龍山区)のウォニョドン(元曉洞)からマポグ(麻
浦区)ヨンナムドン(延南洞)まで続く森の道の総距離は6.3
ｋｍ。最も人気がある区間は森の道周辺で、多様なパブや
レストラン、カフェなどが立ち並ぶヨンナムドン一帯。子
どもと一緒に散歩に出てきた家族や、夜になるとあちこち
でレジャーシートを敷いて音楽を楽しんだりビールを飲む
若者たちの姿がよく見られる。
マポグ(麻浦区)キョンイ(京義)線ブックストリート ：
ホンデ(弘大)の出版デザイン文化インフラを活用し、汽
車を模ったブースの中で本を読んで展示販売までできる
ブックストリート。ホンデイック(弘大入口)駅からワウ
(臥牛)橋までの約250ｍの区間に造成されている。

051

ソウルの代表的なデートコース。1年中美しいが、特に落
ち葉が舞う秋の趣がすばらしい道。キョンヒャン(京鄕)
新聞前からチョンドン(貞洞)劇場があるチョンドン(貞洞)
ロータリーまで続いている。端から端まで歩くのに30分
もかからない短い道とはいえ、トクスグン(徳寿宮)の石
垣通りや美しい並木道が物静かな雰囲気を醸し出す。チ
ョンドンギル(貞洞通り)の中間にあるロシア公館跡は、
朝鮮時代に王妃の明成皇后が殺害された後、コジョン(高
宗)が身を潜めていた俄館播遷(朝鮮王朝高宗と太子が親
露勢力によりロシア公館に身を置いた事件)の舞台となっ
た場所で、今では3階ほどの高さの塔だけが残っている。
チョンドン(貞洞)劇場横の2階建て建物であるチュンミョ
ンジョン(重明殿)はコジョン(高宗)が外国からの使者と接
見した場所で、日本と強制的に締結したウルサ乙巳条約
(第2次日韓協約)が締結された悲運の場所でもある。
チョンドン(貞洞)教会：
プロテスタント初の西洋式建物で、チョンドンギル(貞洞
通り)の中心にある。1885年、アメリカの監理教宣教師の
アッペンツェラー(Appenzeller, H.G)が礼拝を捧げる場所
としてつくったが、当時教会の周辺にぺジェ(培材)学堂
とイファ(梨花)学堂があり、学生を対象に新教育と新文
化が伝えられ、独立運動家たちの秘密会合の場所として
も活用された。
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COMMON
GROUND
02-467-2747
クァンジング(広津区)アチャサンロ
200
2 号線 コンデイック(建国入口)駅
6番出口 徒歩4分
11:0022:00
www.common-ground.co.kr
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ソウル市クァンジング(広津区)建国大学周辺に位置するポ
ップアップコンテ・ナショッピングモール。200個余りの
大型コンテナを積み上げたユニークな外観が有名で、事前
に制作された特殊コンテナを現場に移して組み立てる｢モ
ジュール工法｣が導入された。1～2階売り場はトンデムン
(東大門)やイテウォン(梨泰院)などファッション街で人気
の新進デザイナーブランドはもちろん、韓国内の人気オン
ラインショッピングモールブランドが入店し、個性溢れる
ファッションアイテムと出会える。3階のオープンレスト
ランでは雰囲気のよい空間で食事も可
能だ。最近ＳＮＳを通して急浮上し
ているソンスドン(聖水洞)通り
とソウルの森も近くにあり、若
者に人気が高い。

ホットプレイス

029
  ハン    ナム     ドン

漢南洞
 ンサング(龍山区)ハンナムドン
ヨ
(漢南洞)一帯
6 号線 イテウォン(梨泰院)2·3番
出口 / 6号線 ハンガンジン(漢
江鎭)駅

053

キム・テヒ、ビックバンのトップ、シン・ミナ、イ・ジ
ョンソクなど多くの芸能人が住んでいる国内最高級住宅
地、UN(国連)ビレッジ周辺のホットスポットで、「ドク
ソダンロ」とも呼ばれる。インド大使館、メキシコ大使
館など外国大使館も密集していて異国的な雰囲気を醸し
出し、ラグジュアリーなファッションショップやリビン
グセレクトショップ、スターシェフのレストラン、ブラ
ンチカフェなどが外国人にも人気だ。国内最大規模のワ
イン売り場「ワイン＆モア」をはじめ、クラシックバー
やカクテルバーも多く、お酒好きが喜ぶ場所でもある。
テリム(大林)美術館の「Ｄミュージアム」が開館して以
来、多様な新生画廊もでき、新しい｢美術ベルト」に成長
する動きが見えている。
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青瓦台サランチェ、ソチョン
(西村、セジョンマウル：世宗村）

青瓦台サランチェ
02-723-0300
チョンノグ(鐘路区)ヒョジャロ
13キル 45
3号線 キョンボックン
(景福宮)駅 4番出口 徒歩12分
09:0018:00
無料
www.cwdsarangchae.kr
 年１月１日、
毎
毎週月曜日は休業日

青瓦台サランチェは 韓国の現代史の心臓であり、 青瓦台
を中心に歴代の大統領の足跡と首都ソウルの発展史を知る
ことができる場所。 青瓦台サランチェの近くにあるソチ
ョン(西村)は「キョンボックン(景福宮)の西側にある」と
いう意味で、路地ごとに趣のある韓国伝統家屋がひっそり
と佇み、テリム (大林)美術館を始め、小さなギャラリー
やカフェ、グルメショップが立ち並ぶ。

055

ホットプレイス

   プ      アム    ドン

031

付岩洞（石破亭、ソウル美術館）

02-395-0100
 ョンノグ(鐘路区)プアムドン(付
チ
岩洞)201
3 号線 キョンボックン(景福宮)駅
3番出口でバスに乗り換え(チャ
ハムン(紫霞門)トンネル入口で
下車)
5号線 クァンファムン(光化門)駅
2.3番出口でバスに乗り換え
(チャハムン(紫霞門)トンネル入
口で下車)

*ソチョン

美術館: 夏 11:0019:00  
冬(11-2月) 10:3018:00

(西村、セジョンマウル：世宗村）

石波亭: 夏 11:0018:00  

 ョンノ(鐘路区)トンインドン
チ
(通仁洞)一帯
 号線 キョンボックン(景福宮)駅
３
2番出口 徒歩4分

冬(11-2月) 10:3017:00
 般 9,000ウォン  
一
大学生 7,000ウォン  
小・中・高校生 2,500ウォン  
子ども(37歳) 1,500ウォン
www.seoulmuseum.org
毎週月曜日は休業日

青瓦台の裏側、イヌァンサン(仁王山)の麓に広がるプアム
ドン(付岩洞)は高い丘とくねくねした曲がり道の多い路地
が特徴だ。キョンボックン(景福宮)に近いという地理的条
件とすばらしい景色で古くから文人と芸術家たちが集まり
住んでいたが、今では高級住宅街の所々にレストランやカ
フェがぽつぽつと点在している。プアムドンを下って行っ
た所あるチャハムン(紫霞門)トンネルの左側には、イ・ジ
ュンソプの作品「ファンソ(黄牛)」が鑑賞できるソウル美
術館がある。美術館のすぐ近くには、朝鮮末期の権力者フ
ンソン(興宣)大院君の別荘だったソッパジョン(石坡亭)が
ある。
ペクサシル渓谷：ソウル最後の秘密の庭園と呼ばれる場
所。プアムドン(付岩洞)の閑静な住宅街の裏にある山道
に、嘘のように都心の中のオアシスがある。規模は大き
くないが、サンショウウオやアブラハヤがいるほど水が
澄んでいて、谷の真ん中には「オソンとハヌム」の物語
でよく知られる朝鮮時代の文臣イ・ハンボク(李恒福)の
別荘跡が残っている。
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033
  イク     ソン     ドン

益善洞
チョンノグ(鐘路区)イクソンドン
(益善洞)一帯
1·3·5号線 チョンノ(鐘路)3街駅
6番出口

キョン      リ     ダン    キル

032

   ヘ      バン  チョン

経理団通り, 解放村

キョンリダンキル(経理団通り)
ヨンサング(龍山区)イテウォンドン
(梨泰院洞)一帯
6 号線 イテウォン(梨泰院)駅
1番出口 徒歩14分
ヘバンチョン(解放村)
ヨンサング(龍山区) ヨンサンドン
(龍山洞)２街
6 号線 ノクサピョン(綠莎坪)駅
2番出口 徒歩9分

かつてイテウォン(梨泰院)と言えば、イテウォン(梨泰院)
駅近くのハミルトンホテルを中心に裏側の路地一帯を指し
が、今ではノクサピョン(綠莎坪)駅一帯のキョンリダンキ
ル(経理団通り)と「ポスト経理団」と呼ばれるヘバンチョ
ン(解放村)までを含む。閑静な住宅街にできたキョンリダ
ンキルとヘバンチョンの店には、イテウォンの個性をその
まま受け継いいだ異国的なレストランやカフェ、バーなど
が多い。手作りハンバーガーにかぶりつき、路地を散歩し
ナムサン(南山)の夜景の下で、カクテルを楽しんだり バ
ッファローウィングとともにビールを飲めるのはこのエ
リアならではのお楽しみ。狭い路地に店が集まっているた
め、車よりも徒歩の利用が便利だ。

057

ソウルの第3の韓屋村に挙げられる。北はチャンギョング
ン(昌慶宮)とウンヒョングン(雲峴宮)、東はチョンミョ
(宗廟)、西はナグォン(楽園)楽器商店街とインサドン(仁
寺洞)から近い。富裕層が住んでいたプクチョン(北村)と
ソチョン(西村)の韓屋とは違い、小さく素朴な庶民たち
の韓屋に出会えることがここの特徴。ソウルの中心であ
りながら、立ち遅れた住居環境のため注目を浴びずにい
たが、若い芸術家たちが集まり、韓屋を改造し、カフェ
やレストラン、複合文化空間などをオープンすることで
人気が出始めた。伝統韓屋で現代美術作品を展示するギ
ャラリーカフェが有名だ。

食べ物
特化通り

034

広蔵市場

035

梨泰院世界グルメ通り

036

通仁市場

037

鷺梁津水産市場

038

新堂洞トッポッキタウン

039

南大門カルグクス、カルチジョリム通り

040

ヨンナムドン、テリムドン

041

鐘路ピマッコル

042

ピマッコル

043

チョンノ5街 タッカンマリ横丁

044

チャンチュンドンチョッパル横丁
ワンシムニコプチャン横丁

クァンジャン(広蔵)市場
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食べ物特化通り

   イ        テ    ウォン

035

梨泰院世界グルメ通り

 ンサング(龍山区)イテウォンド
ヨ
ン(梨泰院洞)108-3
6号線 イテウォン(梨泰院)駅
2番出口

034
クァン   ジャン

広蔵市場
02-2267-0291
 ョンノグ(鐘路区)チャンギョン
チ
グンロ88
1 ·3·5号線 チョンノ(鐘路)3街駅
7番出口 徒歩4分
09:0018:00  
kwangjangmarket.co.kr
毎週日曜日は休業日

トンデムン(東大門)市場の隣、チョンゲチョン(清渓川)
のすぐそばに位置する食べ物天国。クァンジャン(広蔵)
市場は平日の昼でも外国人観光客や付近のサラリーマン
などあちこちから集まってくる若者達でごった返す。ク
ァンジャン市場でダントツの人気を誇るメニューはピン
デトク。特に油をたっぷり注ぎ、揚げるかのように焼き
上げ、外はカリッと中はやわらかい緑豆チヂミは最高
だ。玉ねぎと 激辛唐辛子(チョンヤンコチュ)が入った醤
油ソースにつけて食べると脂っこさを抑え、香ばしさは
倍になる。ユッケもやはりクァンジャン(広蔵)市場を代
表するスーパースター。その他、からしソースをつけて
食べる麻薬。クァンジャン市場
はこれ以外にも他の伝統
市場と同じく農水産物、
塩辛類、餅や果物、乾物
の店も立ち並んでいる。

ソウル地下鉄6号線イテウォン(梨泰院)駅2番出口前、
「ハミルトンホテル」の裏側にある狭くて長い路地の両
側に多様なレストランが集まっている。タイ、インド、
スペイン、フランス、イタリア、ブルガリア、中国、日
本のレストランが軒を連ねる中、異国情緒あふれるイン
テリアに冷たい生ビールが飲めるパブやカフェも立ち並
ぶ。夜風がさわやかな春、秋になると開けられたドアか
ら店内の音楽やきらめくネオンサインの光が漏れ出す。
屋外のテーブルで食事を楽しんだり、散歩したりする人
々が集まり、活気があふれている。
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食べ物特化通り

063

Alon Ershov

036
   トン     イン

通仁市場
02-722-0911
 ョンノグ(鐘路区)ジャハムンロ
チ
15キル18
3号線 キョンボックン(景福宮)駅
2番出口 徒歩8分
0 7:0021:00 店舗により異なる
11:0017:00 お弁当カフェ
tonginmarket.co.kr
 週月曜日はお弁当カフェ休業日
毎
毎月第3日曜日は市場全体の休
業日

地下鉄３号線キョンボックン(景福宮)駅２番出口からま
っすぐ歩いて5分ほどの距離にあるこじんまりした伝統市
場。１ｍほどの狭い市場の両側を新鮮な野菜や果物、乾
物、おかず屋などが寄り集まっている。トンイン市場を
有名にしたのは近所の会社員や学生達、外国人までをも
虜にする食べ物。特に、別名「ヨプチョン(葉銭:昔の貨
幣)弁当」が売り物。このアイディアあふれるシステムは
限られた胃袋の中に豊富な種類の食べ物を入れたいと悩
む「放浪の食客」の心を一瞬でとらえた。トッポッキ、
麻薬キンパ、各種チヂミと揚げ物、おかず、お餅の串刺
し、アイスクリーム、シッケ等が市場の人気メニュー。
だが、なんと言ってもここのスーパースターは「キルム
(油)トッポッキ」だ。
ヨプチョン弁当」の利用方法
市場の片隅に位置する「顧客満足センター」で「ヨプチョ
ン(葉銭:昔の貨幣)」を購入し、弁当容器を受け取る。購
入した「ヨプチョンコイン」の金額に合わせて、市場内の
「トントシラク(桶弁当) café 加盟店」と書いてある店の
食べ物をビュッフェのように選んで食べることができる。

037
  ノ      リャン   ジン

鷺梁津
水産市場
02-2254-8000
 ンジャクグ(銅雀区)ノドゥルロ
ト
674   
ノリャンジン(鷺梁津)水産市場
1 ·9号線 ノリャンジン(鷺梁津)駅
2番出口 徒歩10分
00:0024:00  
www.susansijang.co.kr
年中無休

1927年にオープンした韓国
初の水産市場。海が全くな
いソウルに、全国各地の魚介類
が全てここに集まる。ここで魚介類
を味わえるまでの過程は、まず選ぶことから始まる。活
魚と鮮魚、貝、冷凍魚介類、乾物を販売している約700も
の店舗が所狭しと並んでいる。食べたい魚介類を決め、
気に入った店に1kg当りの値段を聞いてから購入すると、
その場で処理してくれる。包装して持ち帰りもでき、ま
たは、「チョジャンチプ」を案内してもらうこともでき
る。チョジャンチプとは、購入した魚介類を醤油やタ
レ、酒類と共に楽しめるように場所を提供してくれる食
堂のこと。ノリャンジン(鷺梁津)駅7番出口から出てまっ
すぐ行くと右側に水産市場の看板が見える。最近建て直
しされ、きれいに整った環境が自慢だ。
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食べ物特化通り

  ナン      デ      ムン

039

南大門カルグクス, カルチジョリム通り

 ンデムン(南大門)カルグクス
ナ
→ チュング(中区)ナンデムン(南
大門)市場４キル42-1
カルチ通り→チュング(中区) ナン
デムン(南大門)市場キル16-17
４号線 フェヒョン(会賢)駅 5番出口

  シン    ダン     ドン

038

新堂洞トッポッキタウン

 ュング(中区) シンダンドン
チ
(新堂洞)テゲロ76キル
5 ·6号線 チョング(青丘)駅 1番出口
徒歩5分 / 2·6号線 シンダン(新
堂)駅 7番出口 徒歩5分

韓国を代表する食べ物の一つであるトッポッキの元祖と
言われるスポット。真っ赤なトッポッキのソースは韓国
人にとって、放課後の空腹を満たした学生時代の思い出
そのものだ。学校前の行きつけの店によって思い出のト
ッポッキの味も色あいもそれぞれだが、とろ火でぐつぐ
つと煮て食べるタイプのトッポッキの発祥の地はやはり
このシンダンドン(新堂洞)トッポッキタウンだ。
シンダン(新堂)駅8番出口から左の道に入ると、トッポッ
キタウンの表示板が見える。誰もが好む甘辛いスープに
卵、春雨、練り物、チョルミョン だけではなく、イカや
チーズまで 、好みに合わせて追加注文もできる。

財布が軽くてもナンデムン(南大門)では心配ない。ナン
デムンうまいもん通りにはカルグクス通りとカルチジョ
リム(タチウオの煮物)通りの2つのエリアがある。ナンデ
ムンカルグクス通りのトレードマーク「ハンスンジャ手
打ちカルグクス」は手打ち麺にこだわる。調味料を使わ
ず、出汁を煮出したスープは究極の美味。フェヒョン(会
賢)駅5番出口を出てナンデムン市場に入ってすぐの所に
あり、毎日午前７時から夜8時まで営業している。カルチ
ジョリム通りはフェヒョン駅５番出口からカルグクス通
りを過ぎ、さらに奥に入って行くと見えるテド総合商店
街の向かい側にある。1988年、ソウルオリンピック前後
にできた。元祖の店は「ヒラク」と「ワンソン食堂」。
アルミの鍋でぐつぐつと煮込まれたカルチジョリムは甘
辛くご飯が進む。タチウオの揚げ物やケランチム(茶碗蒸
し)も味わえる。
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  ヨン    ナム     ドン

040

    テ      リム     ドン

延南洞, 大林洞

ヨンナムドン(延南洞)
 ポグ(麻浦区) ヨンナムドン
マ
(延南洞)一帯
 ョンイ(京義)中央線
キ
カジャ(加佐)駅1·4番出口  
2号線・空港鉄道 ホンデイック
(弘大入口)駅 3番出口
テリムドン(大林洞)
 ンドゥンポグ(永上浦区)
ヨ
テリムドン(大林洞)一帯
2号線 テリム(大林)駅/1・2号線
シンドリム(新道林)駅

食べ物特化通り

041
チョン    ノ

廃線路の上に広がる公園と若い芸術家の店、そして路地
のあちこちにユニークなレストランが点在するヨンナム
ドン(延南洞)。代表料理があるわけではないが、それぞ
れに個性がある。ホンデイック(弘大入口)駅３番出口を
出てすぐに見える公園とその裏側の路地沿いに広がるエ
リアだ。一方、テリムドン(大林洞)は中国本土の料理が
味わえる正真正銘のチャイナタウン。テリム(大林)駅12
番出口からテリム(大林)中央市場に出ると、赤地に漢字
が書かれた看板が連なる。テリムドンはソウルで中国人
が最も多く居住している場所。街中では羊の串焼きがく
るくる回りながら売られ、茶色いアヒルの頭がきれいに
並べられて客を待つ。薄皮豆腐を買いに来る人も見られ
る。最近では韓国人も
多く訪れる場所になっ
た。

鐘路
ピマッコル
チョンノク(鐘路区)1･2･3･4街洞
1号線 チョンガク(鐘閣)駅 1番出口
徒歩5分 / 5号線 クァンファムン駅
2‧3番出口 徒歩5分

067

庶民の空腹を満たしてきたヘジャングク(酔い覚ましスー
プ)と懐かしい昔ながらの料理がある庶民料理のメッカ。
朝鮮時代、チョンノ(鐘路)を通り過ぎる高官たちの馬を
避け、庶民がこの道をよく行き来したことが「ピマ(避
馬)」という名前の由来となっている。ピマッコルはもと
もとチョンノ(鐘路)1街から6街まで続く道だったが、再
開発の対象地域となり、今ではチョンノ(鐘路)１街の教
保文庫のあるビルの裏側からチョンノ(鐘路)3街の間にの
み一部残っている。しかし、ピマッコル特有の趣は変わ
らない。ヘジャングク、ビンデドク(緑豆チヂミ)、焼き
魚、チョッパル(豚足)店など、古くからの食堂とがやが
やとマッコリを飲み交わす風景一色だ。ここの食堂は庶
民の空腹を温かく満たしてきた。牛の内臓と血の塊、白
菜をたっぷり入れて煮出したヘジャングクは遠くからで
もここに足を運ぶ理由となる。
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チョン    ノ

042

鐘路5街 タッカンマリ横丁

チョンノグ(鐘路区)チョンノ
(鐘路)5街 247-3
1 ‧4号線 トンデムン(東大門)駅
9番出口 徒歩5分  
1号線 チョンノ(鐘路)5街駅
5‧6番出口 徒歩6分

韓国最大の衣類専門市場のトンデムン(東大門)総合市場と
ピョンファ(平和)市場の近くにある。タッカンマリ(鶏一
羽)を注文すると、鍋にたっぷりのスープの中に一羽丸ご
との鶏肉が出てくる。ユニークなのは、出された料理をた
だ食べるのではなく、キムチやタレ、野菜などを入れ、好
みに合わせて調理するという点だ。普通、辛いものが好き
な人はコチュカル(唐辛子粉)を、ピリ辛が好みならキムチ
を入れて食べる。好きな材料を入れてしっかり煮出したス
ープの味は深くて濃い。鶏肉を食べた後のスープで煮るカ
ルグクスの味もまた格別。辺りの店は全てが短くて5年、
長くて30年の歴史を持つ。トンデムン駅9番出口を出てチ
ョンノ5街駅方向へまっすぐ進み、トンデムン総合市場を
過ぎ、企業銀行で左折した後、一方通行の道の真ん中辺り
から右の路地に入ったところにある。
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043
チャン  チュン   ドン

奨忠洞
豚足横丁
チョッ    パル

 ュング(中区)
チ
チャンチュンダンロ174
3 号線 トンデイック(東大入
口)駅 3番出口 徒歩3分

地下鉄3号線トンデイック(東大入口)駅3番出口から歩い
ていくと、あちこちにチョッパル(豚足)の元祖と銘打つ
看板が見え始める。ここがチョッパル横丁のスタート地
点。ここのチョッパルは、生姜とにんにくを入れた出し
汁で1日に何度も茹でることで、肉臭さがなくなってい
る。薄くブルブルしていながらもコリコリした食感が絶
品。小エビの塩辛をつけると風味が増す。チョッパルと
相性のいいマッククス(蕎麦粉で作った冷たい麺料理)を
添えると鬼に金棒。甘酸っぱいマッククスの麺にチョッ
パルを巻きつけて食べるのは、通の間では有名な「チョ
ッパルのおいしい食べ方」だ。
Tip
食後のアイスクリーム
「ピョンアンドチョッパル店」から3
分の距離、チョッパル横丁の向かい側
に70年の歴史を持つパン屋「テグクタ
ン(太極堂)」がある。自慢のメニュー
は最中アイスクリーム。肉を食べた後
に、冷たいアイスクリームがさわやか
でお口直しにぴったり。

044
ワン シム ニ

往十里
コプチャン
横丁
 ンドング(城東区)ヘンダンドン
ソ
(杏堂洞)コサンジャロ
2 ･5号線ワンシムニ(往十里)
駅2番出口 徒歩 6分

かつてワンシムニ
(往十里)は代表的
な庶民の居住地だ
った。なかなか肉
が食べられなかっ
た庶民が安く栄養
価の高いものを摂
取するため、コプ
チャン(ホルモン)
を好んで食べ始め、コプチャン専門店が次々と立ち並ぶよ
うになった。牛や豚の内臓を指すコプチャンは、たんぱく
質と鉄分が大量に含まれた庶民の代表的なスタミナ食品。
ワンシムニのコプチャンは新鮮な材料を使用し、生臭さは
感じられないためコプチャンを普段食べなれていない人に
とっても食べやすいのが長所。この店だけの秘伝のタレが
加わったヤムニョン(味付け)コプチャンを食べた後は、鉄
板に残った油でご飯を炒めて食べるのも忘れてはいけない
おススメメニュー。

ショッピング

045

地下鉄地下商店街江南)駅、

046

仁寺洞

047

トンデムンファッションタウン

048

新村、梨大通り

高速ターミナル駅

フリーマーケット

049

COEX MALL

050

東廟蚤の市

051

狎鴎亭ロデオ通り

052

フリーマーケット

053

汝矣島IFCモール

054

清潭ファッションストリート

055

加山デジタル団地アウトレット

056

ソウル薬令市場
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ショッピング

073

カン   ナム

045

地下鉄地下商店街 (江南駅,
高速ターミナル駅)

カンナム(江南)駅
02-553-1898
 ンナムグ（江南区）カンナムデ
カ
ロ（江南大路）396カンナム（江
南）地下ショッピングセンター
2号線・新プンダン(盆唐)線
カンナム（江南）駅
hellogangnam.com
高速ターミナル駅
 チョグ(瑞草区）シンバンポロ
ソ
176 セントラル地下商店街
3‧9号線 高速ターミナル駅

高速ターミナル地下商店街は地下鉄3号線の高速ターミナ
ル駅に位置する代表的な地下商店街。1985年からソウル
を代表する地下商店街としてスタートして30年以上リフ
ォームもなく営業を続けたが、近年「高品格ショッピン
グストリート」として生まれ変わった。色々な衣類が安
い値段で買えるのが、ここならではの特典。ファッショ
ン関連商品以外にも寝具類や食器類、インテリア用品、
花なども販売している。また、カンナム(江南)駅地下に
位置する商店街は会社員が主な顧客であるため、多様な
オフィスルックを販売するショップが多い。お手頃な価
格で質のよいセミスーツが買え、会社帰りに気軽に寄っ
て便利にショッピングすることができる。

046
   イン     サ      ド ン

仁寺洞
02-737-78901
 ョンノグ（鐘路区）インサドン
チ
(仁寺洞) クァンフンドン(鑛興洞)
一帯
1号線 チョンノ(鐘路)3街駅
4‧5番出口 徒歩10分
3号線 アングク(安国)駅
1‧6番出口 徒歩5分

小さな画廊とこじんまりとした骨董品店、伝統の食べ物
が立ち並ぶ代表的な観光名所。道を歩きながら筆や扇
子、古書、陶磁器などを販売する伝統工芸品店とかわい
い小物を見て回れるのは、インサドン(仁寺洞)ならでわ
の楽しさ。飴売りの鋏の音と占いの小さな出店など、イ
ンサドン特有の雰囲気が味わえる。伝統茶屋から漂う香
りと食堂からのチヂミの香りも一役買っている。毎週土
曜日と日曜日は歩行者天国になり、家族と共にのんびり
歩くのによい。
サムジキル：インサドン(仁寺洞)にある複合文化空間で、
韓国の手作り工芸品や素朴なデザインの雑貨がある。1階
から４階まで、階段では
なく外に開かれた「道」
が続いており、展示や公
演などのイベントも開か
れる。
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   トン       デ      ムン

047

   シン   チョン

東大門ファッションタウン

チュング(中区)チャンチュンダンロ
253
4 号線 トンデムン(東大門)駅
8番出口 徒歩5分  
4号線 トンデムン(東大門)歴史文
化公園駅 1‧14番出口

075

ショッピング

大韓民国ファッションの中心地トンデムン(東大門)に
は、衣類、布の市場と多数のショッピングモールが密集
している。布と衣類素材を販売するトンデムン総合市場
と野外に設置された舞台で繰り広げられる多くのイベン
トが楽しめるDOOTA MALL、最新流行アイテムをお手頃価
格で買えるミリオレ、卸・小売のバイヤーが集まるトン
デムン市場の元祖、第一平和市場などはトンデムンファ
ッションタウンの名所としていつも国内外のショッピン
グ客で大賑わいだ。有名ブランドのコピー製品や国内デ
ザイナーのアイテムを安く購入できるのもトンデムンな
らではのメリット。

048

  イ        デ

新村, 梨大通り

 デムング(西大門区)
ソ
チャンチョンドン(倉川洞)
2 号線‧キョンイ(京義)中央線 シン
チョン(新村)駅/ 2号線 イデ(梨大)
駅 1番出口

今ではずいぶん静かになったが、かつてはシンチョン(新
村)とイデ(梨大)一帯は若者がショッピングし、食事をす
る代表的エリアだった。ヨンセ(延世)大学とイファ(梨
花)女子大学があるシンチョン(新村)、イデ(梨大)周辺は
学校が近く、交通の便がよいため、大学文化の自由奔放
さが感じられるのも特徴だ。シンチョン一帯にグルメ店
や飲み屋が発達した一方、イファ女子大学の周辺は女子
大特有の可愛らしい雰囲気のアクセサリーショップやフ
ァッションショップ、雰囲気のいいカフェなどが多い。
学生相手のため安いながらも基本的に味が保証されてい
る店が多い。
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ショッピング

  トン     ミョ

050

ソウル風物市場、東廟蚤の市

ソウル風物市場
02-2232-3367
 ンデムング(東大門区)
ト
チョノデロ４キル２１
ソウル風物市場
1·2号線 シンソルドン(新設洞)駅
6·9·10番出口
10:0019:00 (食堂街は 22:00まで)  
pungmul.seoul.go.kr
毎月第2・第4火曜日は休業日
トンミョ(東廟)蚤の市
 ョンノグ(鐘路区)スンインドン
チ
(崇仁洞) 239-9
1号線 トンミョ(東廟)前駅 1番出口

      コ   エック  ス         モール

049

COEX MALL

02-6002-5300
 ンナムグ(江南区)ヨンドンデロ
カ
513 COEX MALL
2号線 サムソン(三成)駅 5‧6番出口
9号線 ポンウンサ(奉恩寺)駅
7番出口
10:3022:00  
www.coexmall.com
年中無休

ソウルのサムソンドン(三成洞)159番地一帯の地下に作ら
れた大規模ショッピング空間で、チャムシル(蚕室)メイ
ンスタジオの15倍に達する規模を誇る。国内最大規模の
マルチプレックス映画館のメガボックスや大型水族館の
コエックスアクアリウム、大型書店のヨンプン(永豊)文
庫を始め、多様なブランドショップ、フードコートとカ
フェ、有名レストランが入店している。地上はコンベン
ションセンターがあり、多様な産業関連の展示とイベン
トが開かれるビジネスの場でもある。コエックスモール
の中には5つの広場があり、休息と待ち合わせ場所として
利用される。それぞれのコンセプトによって多様な文化
公演が開かれる。

トンミョ(東廟)蚤の市は、｢三国志｣の英雄関羽を祀った
廟、トングァンワンミョ（東関王廟）周辺にできたビン
テージ市場。廟の石垣に沿ってチョンゲチョン(清渓川)
まで数百を超える露店が並び、隅々の路地にまで衣類、
骨董品、レコード、雑貨など、「無いもの以外はなんで
もある」蚤の市が開かれる。いいものを買うためには市
場が開く時間に合わせて行き、1000ウォン紙幣を十分に
準備しておくこと。シンソルドン（新設洞）駅付近のビ
ンテージ市場であるソウル風物市場は今日のソウル風物
市場は2階建ての建物にぎっしりと入った店とその周辺の
店から成る。商店街はエリア別にポドン(紫棟)、ノラン
ドン(黄棟)、チョロクドン(緑棟)など色別に分かれてい
て便利だ。それぞれ中古品はもちろん、伝統商品や昔な
がらの食べ物が豊富に取り揃えられている。
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  アッ      ク     ジョン

051

狎鴎亭ロデオ通り

02-3445-6402
カンナムグ (江南区)オンジュロ
172キル
アクセスプンダン(盆唐)線 アック
ジョン(狎鴎亭)ロデオ駅 5番出口
3号線 アックジョン(狎鴎亭)駅
2番出口 徒歩20分
rodeostreet.alltheway.kr

アックジョン(狎鴎亭)ロデオ通りは、90年代の若者を代
表するアイコン。アメリカ・ビバリーヒルズのロデオ通
りを真似て富裕層の子女たちが外車と高級ブランドの服
を着て闊歩していたことで有名で、別名「オレンジ族」
が街を歩き、「韓国の流行」を作り出した。街は路地ご
とに有名ブランド店はもちろん、衣類やシューズ、アク
セサリーショップなどファッション関連の店が立ち並
び、有名ヘアデザイナーの個人ショップや皮膚科、整形
外科なども多い。ホットな若者達の舞台だっただけあっ
てパブやグルメ店も潜んでいる。

052

フリーマーケット

ホンデ(弘大)前蚤の市
マポグ (麻浦区)ワウサンロ21キル
2 号線・空港鉄道 ホンデイック
(弘大入口)駅 9番出口 徒歩9分
6号線 サンス(上水)駅 1番出口
徒歩8分
www.freemarket.or.kr
マルシェ＠フェファ(恵化)
 ウル市チョンノグ (鐘路区)
ソ
テハンノ8キル１
4号線 フェファ(恵化)駅 2番出口
www.marcheat.net

ソウルでは1年中あちこちで多様なフリーマーケットが開
かれる。代表的なのがフリーマーケットの元祖であるホ
ンデ(弘大)前の蚤の市と韓国型ファーマーズマーケット
のマルシェ＠フェファ(恵化)。ホンデ前の公園で開かれ
る蚤の市は、毎週日曜日に開かれるヒマン(希望)市場と
土曜日に隔週で開かれるフリーマーケットがある。ホン
デ周辺のアマチュアアーティストたちの多様な手作り作
品が出品され、目の前で描いてくれる似顔絵も人気。マ
ルシェ＠フェファはテハンノ(大学路)の代表的なフリー
マーケットで、都会の農夫たちが参加するファーマーズ
マーケット。消費者と生産者が直接会って、新鮮な食材
と食べ物を販売するというコンセプトで、マロニエ公園
で毎月第2日曜日、午前11時から午後4時まで開かれる。

080

SEOUL BEST 100

    ヨ       イ        ド

053

チョン   ダム

汝矣島IFCモール

02-6137-5000
 ンドゥンポグ (永登浦区)
ヨ
国際金融路10
5·9号線 ヨイド（汝矣島）駅 3番出口
10:0022:00 (店舗により異なる)
www.ifcmallseoul.com

081

ショッピング

ヨイド（汝矣島）にある複合ショッピングモール。３階
まであり、１階はファッション、２階はファッションと
書籍、３階は映画館がある。地下鉄ヨイド（汝矣島）駅
とつながっているため、アクセスが良い。他のショッピ
ングモールよりも広くて動線も大きいため、ファッショ
ン関係者はもちろん、家族づれでも楽しめる。特にIFC
モールは2015年から毎年秋にグローバルファッションブ
ランドと共に大衆に開かれたファッションショーである
「ファッションウィーク」が開かれたりもした。

054

清潭ファッションストリート

 ンナムク(江南区)
カ
アックジョンロ448

2·4·5号線
アックジョンロデオ駅
2・3番出口 徒歩7分

韓国を代表するファッションストリート。チョンダム(清
潭)駅交差点からギャラリアデパートまでの道路沿いにプ
ラダやルイビトン、グッチ、カルチェ、エルメスなどの
高級ブランドのフラッグショップが密集していて、路地
の裏側には有名セレクトショップやレストランもある。
SM, JYPエンターテイメントなどの芸能企画会社もあり、
韓流ブームが実感できる場所でもある。カロスキルの人
気で一時期かげりをを見せたことはあるが、韓流スター
を見るために観光客が押し寄せている。
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ショッピング

056

ソウル薬令市場
02-969-47934
 ンデムング(東大門区)
ト
薬令中央路10
1 号線 チェギ(祭基)駅 2番出口
徒歩5分
09:0018:00

055
    カ     サン

加山デジタル
団地アウトレ
ット
 ムチョング(衿川区)デジタルロ
ク
9～10キル
1 ·7号線 カサン(加山)
デジタル団地駅 3·4番出口

有名ブランドのキャリー品がお得に買えるアウトレット
通りで、地下鉄カサン(加山)デジタル団地駅4番出口から
徒歩数分で行ける。2001年オープンしたマリオアウトレ
ットはこのエリアで最も長い歴史を持ちマリオアウトレ
ットは600以上のブランドが入店しており、トレンディー
なファッションアイテムをリーズナブルな価格で購入で
きる。広いスペースにキッズカフェなどの施設も充実し
ていて、 家族連れもよく訪れる現代アウトレットと定期
的に新進デザイナーのファッションショーが開かれる現
代アウトレットも人気があり、最近ではロッテアウトレ
ットもオープンした。安いのはもちろん、ブランドが多
様で歩き回る手間さえ惜しまなければ、好みのスタイル
の服に必ず出会える実用ファッションの天国。

083

ソウル市トンデムング(東大
門区)を代表する超大型伝統
市場、キョンドン(京東)市
場内の韓方薬を扱う一帯をソ
ウルヤンニョン(薬令)市場と
呼ぶ。全国の韓方薬材の取引量の
70％を占める大規模な市場。1960年に
できて長い歴史があるだけに、利用客の
目的も多様。全国各地の韓方医院はキョン
ドン市場の専門薬材店で韓方薬材を購入し、一般
市
民は季節ごとに必要な薬材を購入する。観光客は奥ゆか
しい薬材の香りが鼻先をつく道を歩いたり、近くにある
東医宝鑑タワーの韓方医薬博物館を訪れたりする。
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ハンガン(漢江)イーランドクルーズ
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パン      ポ
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087

ナイトライフ

タル    ピッ    虹の     噴        水

セビッソム、 盤浦 月光虹噴水

セビッソム
1566-3433
 チョグ(瑞草区)
ソ
オリンピック大路683
9 号線 高速ターミナル駅
8-1番出口 徒歩21分  
6番出口で セビッソム シャトル
バスに乗り換え(40分間隔で循
環運行)
09:0023:00   
www.somesevit.co.kr
`パンポ(盤浦) 虹噴水

旅行者にとって夜はまた別の魅力として迫ってくる。そ
の上、色とりどりに染まる街の夜景ならなおさらであ
る。 盤浦大橋南端のセビッソムと盤浦月光レインボー噴
水はソウルの夜景スポットとして注目を浴びている場所
である。漢江の上に建てた世界初の水上文化空間である
セビッソムは、映画≪アベンジャーズ2≫の撮影地として
も有名であり、「チェビッソム」、「ソルビッソム」、
「ガビッソム」の3つの島を意味する。盤浦大橋の下から
吹き出る月光レインボー噴水、水流の間から輝く五色の
照明が音楽と調和し、漢江の夜を彩る。

02-3780-0541
 チョグ(瑞草区)
ソ
パンポ(盤浦)2ドン(洞)115-5
4 号線 トンジャク(銅雀)駅 1·2番
出口 徒歩3分/9号線 シンバンポ
(新盤浦)駅 1番出口 徒歩15分
9号線 クバンポ(旧盤浦)駅 2番出
口 徒歩15分 / 3·7·9号線 高速タ
ーミナル駅 8-1, 8-2番出口 徒歩
または道路中央バス乗り場から
8401循環バス利用
hangang.seoul.go.kr

058

チムジルバン

ドラゴンヒルスパ
02-792-0001
ヨンサング（龍山区）
ハンガン（漢江）大路21ナギル40
1 号線 ヨンサン(龍山)駅 1番出口
徒歩2分 / 4号線 新ヨンサン(龍
山)駅 3番出口 徒歩5分
 間 05:0020:00 – 夜間 20:00
昼
05:00
 間 – 大人 12,000ウォン 子ども
昼
(生後 24ヶ月未満) 6,000ウォン
夜間、昼間及び祝日 – 大人
14,000ウォン 子ども(生後 24ヶ
月未満) 6,000ウォン
(12時間超過時 1時間当り 1,000
ウォンの追加料金を適用)
www.dragonhillspa.com

熱いサウナに座って、心身をリラックスさせる韓国のチ
ムジルバン文化はユニークだ。最近ではチムジルバンを
利用する外国人観光客も増え、SNSに羊の頭の形に作った
タオルをかぶり、燻製卵を食べる姿の写真をアップする
人が多い。汗をかくことで老廃物を排出し、肩や首など
の筋肉を緩め、血液循環はもちろん新陳代謝を促すチム
ジルバンは疲労回復とストレス解消になる。
チムジルバン利用法: 30分間チムジル(サ
ウナ)であたたまった後、30分程度休むの
がよく、髪と頭皮の健康のため、頭には
タオルを巻いておくことが重要。
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060

都心ナイトツアー
(故宮、ソウルシティーツアーバス)

チュング(中区)テピョンロ1街61-1
5 号線 クァンファムン(光化門)駅
6番出口 徒歩2分 / 1·2号線 シチ
ョン(市庁)駅 3番出口 徒歩4分
 心循環チケット – 大人 12,000
都
ウォン / 高校生以下 10,000ウォン
夜間コースチケット- 大人 6,000
ウォン / 高校生以下 4,000ウォン
www.seoulcitybus.com
 週月曜日は休業日 (但し、月
毎
曜日が祝日の場合は通常運転)
夏休みの間 (7月の第4週  8月

夜の故宮にタイムスリップしたり、ユニークなバスに乗
って都会のあちこちをめぐるのもソウルの夜を楽しむも
う一つの方法だ。ソウルの代表的な宮殿、キョンボック
ン(景福宮)とチャンドックン(昌徳宮)では毎年秋には夜
も門を開き、ひっそりとした趣のある風景をプレゼント
してくれる。インターネットを通して夜間入場を申し込
むか、韓服を着用すると入場無料。ソウル市内の主な観
光地をめぐるソウルシティーツアーバスも、毎日夜8時、
クァンファムン(光化門)を出発する夜間路線があり、ソ
ウルの夜景が楽しめる。

15日)は休まず運行

ソウルトロールバスナイトパック：赤い色の外観が印象的なト
ロールバスに乗って、ソウルで夜景が最も美しいハンガン
(漢江)、ソウルタワー、クァンファムン(光化門)、チョン
ゲチョン(清渓川)などをめぐるナイトツアー。20年のキャ
リアを持つ国際ガイドの案内を聞くことができる。

ホン      デ

059

弘大クラブ

マポグ(麻浦区)ワウサンロ18キル
2 号線 ホンデイック(弘大入口)駅
9番出口 徒歩13分 / 6号線 サン
ス(上水)駅 2番出口 徒歩6分

ホンデ(弘大)を中心に200以上ものクラブが集まってい、
国内クラブ文化のメッカとなっている。曜日に関係なく
若者が集まり、ダンスと音楽を楽しむ。人気DJのイベン
ト公演もある。エレクトロニックミュージックがメイン
のベラ（VERA）、ヒップホップミュージックに体を委ね
てダンスを楽しめるハーレム(HARLEM)、ホンデ(弘大)公
園近くのホットスポットのコクーン(COCOON)、外国人が
多く訪れるクラブネイキッド(CLUB NAKED)などが有名。
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062
  ナク    サン

駱山公園
02-743-7985
チョンノグ (鐘路区)ナクサンキル41
4 号線 フェファ(恵化)駅 2番出口
徒歩9分/6号線 チャンシン(昌信)
駅 2番出口 徒歩23分

ハン    ガン

061

漢江イーランドクルーズ

02-3271-6900
 ンドゥンポク(永登浦区)
ヨ
ヨイドンロ280
ハンガン(漢江)遊覧船船着場
5 号線 ヨイナル駅 3番出口
徒歩9分
09:0022:00   
 人15,000ウォン / 青少年15,000
大
ウォン /子ども 10,500ウォン (コー
ス、時間帯により多少異なる)
www.elandcruise.com
年中無休

ソウルを訪れる外国人なら誰でも乗りたいと思うハンガ
ン(漢江)クルーズ。ランドクルーズは1986年に初出航し
たハンガン(漢江)の代表的な遊覧船ブランドで、ヨイド
(汝矣島)、チャムシル(蚕室)、トゥクソムなどにある7つ
の船着場と2つのターミナルを運営している。イーランド
クルーズは、季節や時期によって変わる漢江の魅力をよ
り深く感じることができる様々なプログラムを運営して
いる。
バイオリニストのユジン・パクの船上公演を聞きながら
ンポ(盤浦)タルビッ虹の噴水ショーを観覧する「ユジン
・パクのロマンクルーズ」、シェフの料理を味わいなが
らのんびり夜景を観賞する「ディナークルーズ」、真夜中
にソウルの夜景が楽しめる「深夜クルーズ」などがある。

091

朝鮮時代の城郭を保存するため市民アパートだったナク
サン(駱山)アパートを撤去し、その跡地につくられた公
園。トンデムン(東大門)とフェファムン(恵化門)へと続
くソウルの城郭に沿って散歩道を整え、所々に休息のた
めのベンチを設けた。静かなデートを楽しむのに最適。
公園の入口には住民のための運動施設があり、朝鮮時代
から現代まで続くナクサンの変遷史がわかるナクサン展
示館も見所いっぱい。ナクサンはチョンノグ(鐘路区)と
ソンボクグ(城北区)の境界となる山で、朝鮮時代に漢陽
の城郭はナクサンの尾根に沿って作られた。ナクサン)展
望台からはトンデムン一帯の景色が広がり、夜には不夜
城としてきらめく夜景がすばらしい。
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カラオケ(ノレバン)

ホンデ(弘大)秀ノレバン
070-4405-9971
マポク（麻浦区）
ワウサン（臥牛山）路21ギル37
2 号線 ホンデイック(弘大入口)駅
9番出口 徒歩9分/2号線 ハプチ
ョン(合井)駅 3番出口 徒歩12分
00:0024:00   
www.skysu.com

韓国のノレバン(カラオケ)文化ほど印象的なものはな
い。古代から飲酒文化を楽しんできた民族らしい。韓国
人なら誰でも自分だけの18番があり、恋人との別れから
立ち直るため、ストレス解消のため、ただ楽しむために
もノレバンに来る。家族連れで、カップルで、友達と一
緒に歌って踊る風景はよく見られる。飲み食の後もノレ
バンで締める場合が多い。最近ではお一人様文化を反映
し、コインノレバンブームが起きている。狭い空間に一
人で入り、コインを数枚入れると一人で歌を楽しむこと
ができる。
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ナイトライフ

064

63スクエア

02-789-5663
 ンドゥンポグ(永登浦区)63路50
ヨ
ファンファ金融センター63
6 号線 セッカン駅 3番出口
徒歩21分
10:0022:00
63アート – / 大人 13,000ウォン  
子ども11,000ウォン
アクアプラネット63
大人 25,000ウォン
子ども 21,000ウォン
www.aquaplanet.co.kr/63
展示交代期間は休業

韓国人にとっては63ビルという、かつての名前の方がな
じみがある場所。今はヨイド(汝矣島)を代表する高層ビ
ルだが、以前は63ビルというと韓国の超高速発展を象徴
する建物で、一度は行って見たいと思う場所だった。地
上60階、地下3階の建物で、中には国内初のアクアリウ
ム「アクアプラネット63」があり、また、海抜264mと空
から一番近い美術館「63アート展望台美術館」では美し
いソウルの展望とともに美術作品を鑑賞することができ
る。特にアクアプラネットでは、毎晩国内トップクラス
のジャズアーティストによる演奏と海の風景が織り成す
「All that jazz」公演が開かれる。
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066
   プ      ガク

北岳
スカイウェイ
02-725-6602
 ョンノグ(鐘路区)プガクサンロ
チ
367(ピョンチャンドン：平倉洞)
4 号線 キルム駅 3番出口
徒歩22分
bukak-palgakjeong.tistory.com

067
065

ソウルパムトッケビ夜市場

ヨイド(汝矣島)夜市場
 ンドゥンポグ(永登浦)区
ヨ
ヨイドドン(汝矣島洞)84-9
5 号線 ヨイナル駅 1番出口
徒歩12分
金曜日、土曜日18:0023:00
www.bamdokkaebi.org

ソウルパムトッケビ夜市場とは、夜に開かれ朝には消えて
しまうトッケビ(鬼)のような市場という意味。ソウルのヨ
イド(汝矣島)ハンガン公園で一時的に開かれたのが、反応
がよく、2016年からＤＤＰ、モクトン(木洞)運動場、チョ
ンゲ(清渓)広場などでも運営されるようになった。各市場
ごとに独自のコンセプトがあり、ハンガンは多様な外国料
理、トンデムン(東大門)ＤＤＰはファッション、モクトン
(木洞)運動場ははレジャースポーツ、シーズン制で運営さ
れるチョンゲ(清渓)広場の場合、5月は「家族」、7月には
「ひんやりナイト」などのコンセプトで季節感を生かす。
夜市場だけあって、全て午後6時から11時まで開かれ、ハ
ンガンとトンデムンＤＤＰ、モクトン運動場の３ヶ所は、
毎週金曜日と土曜日の2二日間、チョンゲ広場は5,7,9,10月
の金曜日と土曜日に開かれる。

ルーフトップ
バー
ＰＰソウル
02-749-9195
 ンサング(龍山区)ソウォルロ44
ヨ
街道32階
6号線 ハンガンジン(漢江鎮)駅
1番出口 徒歩21分
 日14:0024:00  
平
週末 14:0024:00
www.facebook.com/ppseoul

キョンボックン(景福宮)北側のプガク(北岳)山の北の尾
根に沿って、北東に11.8km続く2車線道路。1968年に開通
し、海抜342ｍの頂上に八角亭休憩所がある。63スクエア
はもちろんチャムシル(蚕室)のロッテワールドタワーま
で、ソウル市内全景を見下ろすことができる八角亭には
レストランや便宜施設が設けられており、市民の憩いの
場として脚光を浴びている。付近の住民の運動コースで
もあり、ドライブを楽しむカップルのデートコース、週
末にはオートバイ族が出没することでも有名。

お酒一口に夜景ワンカッ
トを飲み込味！ソウルの
夜を楽しむもう一つの方
法だ。ソウルあちこちの
ルーフトップバーはそん
な楽しみ方にもってこい
の場所。注目を集めてい
るルーフトップバー、イ
テウォン(梨泰院)のＰＰ
ソウルは自然派インテリ
アが際立つ場所。プラト
ゥ―ン、ソネンデックは
人口芝が敷かれた屋上が魅力的で、歌手のチョンヨプが
運営しているオリオールではカクテルとシングルモルツ
ウィスキーとともにソウルの夜景が楽しめる。
チョンノ(鐘路)のフォーシーズンズホテルソウルも、15
階オープンテラスにシャンパンとシェフが目の前で焼い
てくれるバーベキューがあり、ホテルカプチーノ17階の
ルーフトップバーはすばらしいカンナム(江南)の夜景と
ともに飲むジントニックが人気。
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デジタルメディアシティ

068

上岩DMC & MBC World

サンアム(上岩)DMC
 ポグ(麻浦区)
マ
サンアムドン(上岩洞)一帯
6 号線・空港鉄道・京義中央線
デジタルメディアシティ駅
MBC World
02-789-3705
麻浦区城岩路 267
 港鉄道 デジタルメディアシティ
空
駅 9番出口 徒歩13分
 日10:0018:00
毎
(16:00まで入場可能)
 人 18,000ウォン  
大
青少年 13,000ウォン  
子ども 9,000ウォン
mbcworld.imbc.com
旧正月、旧盆を除き年中無休

デジタルメディアとエンターテインメント事業の発展を
目指しつくられた情報メディア団地。エリア内には放送
メディアセンターのヌリクムスクエアとMBC, SBS, YTN,
CJなどの放送局、各種ＩＣＴ技術を展示し、体験できる
デジタルパビリオン、韓国映画の歴史を振り返る映像資
料館をはじめ、レストラン街とファッションショップが
立ち並ぶヌリクンモールなどがある。ナンジチョン(蘭芝
川)公園、メタセコイア並木道、ハンガン公園、ワールド
カップ競技場も近くにあり、無料自転車サービスを利用
し、サイクリングをしたり休んだりすることもできる。
メディアシティ内に造られた放送局初のテーマパーク
「MBC World」は韓流コンテンツを中心としたＭＢＣドラ
マの人気バラエティ番組を楽しめる場所として観光客に
人気がある。

069

SM
コミュニケーシ
ョンセンター
02-6240-9800
 ンナムグ(江南区)サムソンロ
カ
648
 号線 チョンダム(清潭）駅 ５番
７
出口 徒歩６分/9号線 ソムソン
(三成)中央駅 ２番出口 徒歩９分
www.smtown.com

099

韓国を代表するエンターテイメント会社、ＳＭの新社屋
で、韓流スターとファンのコミュニケーションの空間。
ホワイトとピンクのインテリアで飾られた１階のカフェ
では多様なＳＭアーティストのコンテンツ商品が販売さ
れ、観光客を集めている。感覚的で洗練されたディスプ
レイが目を引く地下１会のマーケットでは「ＥＸＯ(エ
クソ)手打ちチャジャン麺」｢Red Velvet(レッドベルベッ
ト)炭酸水」「SHINee(シャイニー)ポンイヨ」「少女時
代ビール」など遊び心たっぷりのメニューが人気。韓流
スターに会うための観光客で込み合う代表的な韓流スポ
ット。
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071

ＳＭ COEX
アトリウム
02-6002-6200
 ンナムグ(江南区)ヨンドンデロ
カ
513 COEXモール B1
2 号線 サムソン(三成)駅
5,6番出口の間 COEXモール
地下1階 徒歩8分
10:0020:00 (入場は19:00まで)
 人25,000ウォン
大
中高生22,000ウォン
子ども 19,000ウォン  
シニア18,500ウォン
www.coexaqua.com
年中無休

070

ナンタ専用劇場

02-739-8288
 ンデ(弘大)専用劇場―＞マポ
ホ
グ(麻浦区)ヤンファロ16キル29
ホンイク(弘益)モール
ミョンドン(明洞)専用劇場－＞チ
ュング(中区)ミョンドンキル26(明
洞2街)ユネスコビル3階
チュンジチョンロ(忠正路)専用劇
場－＞ソデムング(西大門区)チ
ュンジチョンロ7 救世軍ビル
 ンデ(弘大)専用劇場
ホ
―＞2号線 ホンデイック(弘大)
入口)駅 9番出口 徒歩8分
ミョンドン(明洞)専用劇場
－＞2号線 ウルチロイック(乙支路)
入口)駅 2番出口 徒歩5分
nanta.i-pmc.co.kr

リズムとビート、状況だけで構成された韓国を代表する
パフォーマンス公演。厨房で繰り広げられる騒動を中心
にストーリーが展開し、包丁やまな板、皿などキッチン
用品を楽器にし、韓国の伝統音楽 サムルノリのリズム
だけで演奏するため、言葉の壁を越え、老若男女誰で
も一緒に楽しみ、共感できるのが特徴。観客が舞台に上
り、ショーに参加できるのはナンタならではの演出。
1997年10月の初公演後、大衆の心をつかみ、韓国で初め
てナンタ専用劇場まで設立された。ソウルだけでもミョ
ンドン(明洞)、ホンデ(弘大)、チュンジョンロ(忠正路)
に3つのナンタ専用劇場がある。
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サムソンドン(三成洞)COEXモールに位置するＳＭワール
ド。1階の「welcome zone」では光が降り注ぐ幻想的なメ
ディアウォールが訪問客を迎え、2階にはセレブレティが
提案するユニークなライフスタイルショップ、３階には
アーティスト体験スタジオ、4階はＳＭコンテンツを活用
した多様なグッズがある。5階と6階には最新テクノロジ
ーとコンテンツを組み合わせた国内最大のホログラムシ
アターがあり、魔術のように幻想的なホログラムミュー
ジカルとコンサートが開かれる。
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カン    ナム

072

江南広場情報センター
韓流体験館

02-3445-0111
江南区狎鴎亭路 161ギル
 号線 アックジョン(狎鴎亭)駅
３
６番出口 徒歩４分
10:0019:00
kr.tour.gangnam.go.kr
毎週日曜日は休業日

カンナム(江南)を訪れる外国人観光客に観光案内サービ
スを提供するカンナム観光情報センターには、実際に韓
流スター気分になれる韓流体験館がある。世界の韓流を
リードしているドラマや映画に出てきた衣装を実際に着
られるスペースで、韓流スター関連の展示ブースでは韓
流観光記念品や韓流スターたちの愛蔵品を見ることがで
きる。運がよければ韓流スターのファンサイン会イベン
トに参加することができる。

073

K-Star Road
 ンナムグ(江南区)アックジョン
カ
ロとチョムダンドン(清潭洞)一帯
の約１ｋｍ区間
 ンダン(盆唐)線
プ
アックジョンロデオ駅 ２番出口

K-Star Roadとは、韓流文化とスターを愛する海外観光客
のためのカンナムグ(江南区)の特別プロジェクト。名前か
らもわかるように、「Star」というキーワードに焦点を合
わせ、カンナムグ・シンサドン(新沙洞)、ノンヒョンドン
(論峴洞)一帯の韓流スターたちが普段よく訪れるショップ
や韓流スターを輩出した芸能企画社などがある通りだ。ア
ックジョンドン(狎鴎亭洞)ギャラリアデパート西館前から
ＳＭエンターテイメント社屋まで約400ｍの通りを指し、
東方神起、少女時代、SHINee(シャイニー)、EXO(エクソ)、
4minute(フォーミニッツ)、FTISLAND(エフティーアイラン
ド)、Super Junior(スーパージュニア)、CNBLUE (シーエヌ
ブルー)、2PM(トゥーピーエム)など、K-POPスターをキャラ
クター化したアートトイが視線を集める。
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074

Ｋスタイルハブ
02-729-9499
 ュング(中区)チョンゲチョンロ
チ
40 韓国観光公社 2～5階
5 号線 クァンファムン(光化門)
駅 3番出口 徒歩12分
1号線 チョンガク(鐘閣)駅
5番出口 徒歩5分
2号線 ウルチロイック(乙支路)入
口)駅 3番出口 徒歩7分
3 階 韓食展示館10:0020:00 / 4
5階 韓食体験館、,韓食販売館

SEOUL BEST 100

韓国の情緒と味が楽しめる複合体験空間。先端のIT信技
術を活用し、韓国の文化や食べ物、伝統観光地などを実
際に体験できる。冬季オリンピックが開かれるピョン
チャン(平昌)のスキージャンプとキョンボックン(景福
宮)、ミョンドン(明洞)、ナミソム(南怡島)、チェジュ島
など韓国の有名観光地をバーチャルで体験できるという
のがその例だ。特に韓流体験室では拡張現実技術を活用
し、 BigBang(ビッグバン)やＰＳＹ(サイ)など韓国を代表
するスターと相互作用を体験し、写真撮影もできる。Ｋ
スタイルハブの目玉は韓国の食材と食文化を見て体験で
きる韓国料理展示館と体験館で、予約を通じて多様な韓
国料理を作ることができる。
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グレヴァンミュージアム

02-777-4700
 ュング(中区)ウルチロ3 ウル
チ
チロ別館
2 号線 ウルチロイック(乙支路入
口)駅 1-1出口 徒歩3分 / 1号線
シチョン(市庁)駅 6番出口 徒歩
6分
1号線 チョンガク(鐘閣)駅 5番出
口 徒歩10分 / 5号線 クァンファ
ムン(光化門)駅 5番出口 徒歩
15分
 -木曜日 10:0019:00  
日
金、土曜日10:0021:00

無料

 人 16,000ウォン  
大
大学生 13,000ウォン  

korean.visitkorea.or.kr/kor/bz15/
kstylehub/overview.jsp

子ども・シニア13,000ウォン

毎週火曜日５階は休館

www.grevin-seoul.com/ko

133年の歴史を持つフランスの蝋人形博物館がアジアで初
めてオープンした場所。イ・ミンホ、キム・スヒョン、
Ｇドラゴン、キム・ヨナ、ピ(レイン)など韓流スターは
もちろん、ジョージ・クルーニ、マイケル・ジャクソン
などハリウッドスター、アンディ・ウォーホール、ヴァ
ン・ゴッホ、レオナルド・ダ･ビンチ、バラック・オバ
マなど歴史的な人物や世界の有名人たちの蝋人形まであ
る。計約80に達する蝋人形の制作だけで6ヶ月かかったと
いう。顔だけでなく衣装、メイクはもちろん、ヘアース
タイルの細部にまでこだわってつくられている。
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077

B-BOY専用劇場

Klive
02-2265-0810
 ュング(中区)ウルチロ
チ
(乙支路)264ロッテピートイン9階
2 号線 トンデムン(東大門)歴史文
化公園駅 11番出口 徒歩1分
4号線 トンデムン(東大門)歴史文
化公園駅 10番出口 徒歩2分
13:3022:00
(公演ごとに時間が異なる)
公演ごとに異なる
www.klive.co.kr
毎週月曜日休業
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コンテンツで見られる文化空間。Kliveで繰り広げられる
K-POPホログラムコンサートは、BIGBANG(ビッグバン)、
ＰＳＹ(サイ)などの韓流スターの公演をバーチャル体験
できる公演で、デジタル技術で再現したK-POPのテンポの
いいリズムに浸れる。さらに、視野いっぱいの270度パノ
ラマスクリーン、14.2チャンネルのサラウンド音響シス
テム、華やかな照明とレイザーなどで想像以上の楽しさ
と感動を届けてくれる。

02-323-5233
 ポグ(麻浦区)ワウサンロ121
マ
サムジン製薬社屋
2 号線 ホンデイック(弘大入口)
駅 9番出口 徒歩10分
 日日曜日16:0017:30
祝
火曜日～金曜日 20:0021:00
土曜日18:0019:30
全座席55,000ウォン
www.sjbboys.com
毎週月曜日は休業

若さと文化の街、ホンデ(弘大)にオープンしたB-BOY専用
劇場。ブレイクダンス強国らしく国内はもちろん、世界
的にも初。国際大会で優勝したトップクラスB-BOYたちの
ダンスを通して、調和とコミュニケーションを語るノン
バーバルミュージカルでノリのいいB-BOYダンスとポップ
ピン、ロッキング、ヒップホップなどの多様なジャンル
のダンスも楽しめる。公演以外にも専門講師からK-POPダ
ンスを習った後、舞台で実際に公演できる時間もある。
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079

ソウルの山

プッカンサン(北漢山）
02-909-0497
 ヤン(高陽)市トギャング(区)
コ
プッカンドン(北漢洞)山1-1
3 号線 クパバル駅 2番出口で
704番、34番バス乗車
(ヒョジャドン(孝子洞)マウル会
館、ヒョジャ(孝子)派出所停留所
で下車)
bukhan.knps.or.kr
チョンゲサン(淸溪山)
 ョンギド(京畿道)
キ
クァチョン(果川)市
マッケドン(莫溪洞)
 ンブンダン(新盆唐)線
シ
チョンゲサンイック(淸溪山入口)駅
2番出口 徒歩7分
トボンサン(道峰山)
02-954-2566
 ボング(道峰区)
ト
トボンドン(道峰洞)
1号線 トボンサン(道峰山)駅

078
ハン     ガン

漢江公園
02-3780-0561
 ンドゥンポグ(永登浦区)
ヨ
ヨイドドン(汝矣島洞)8
5 号線 ヨイナル駅 3番出口
徒歩3分
hangang.seoul.go.kr/park_yoido

カンドング(江東区)ハイルドン(下一洞)からカンソグ(江
西区)ケファドン(開花洞)まで、計12区間から成るハンガ
ン公園には体育施設、釣り場、自転車道路、船着場など
がある。多様な施設があり、のんびりとレジャーを楽し
むことができる。カンナム(江南)とカンブク(江北)をつ
なぐハンガンの橋は色とりどりの照明でハンガン公園の
夜をさらに美しく彩る。春にはヨイド(汝矣島)ユンジュ
ンロ(輪中路)を白く覆うヨイド桜祭り、秋には63ビル周
辺のハンガンを色鮮やかに染める世界花火大会がハンガ
ン市民公園で行われる。

ソウルには山が多い。プッカンサン(北漢山)、トボンサ
ン(道峰山)、ナムサン(南山)、クァナクサン(冠岳山)な
どはいずれも歴史と眺めが楽しめる場所だ。このうちプ
ッカンサンはソウル近郊の山の中でも最も高く雄大な
ことで有名で、特にペグンデ(白雲台)北側のインスボン
(仁寿峰)は岩壁登山コースとして人気が高い。チョンゲ
サン(清渓山)はソウルをとり囲む山の中で最も南に位置
する。鬱蒼とした森と小さな谷、公園、寺など多様な見
所があり、家族登山の名所として数多くのなコースがあ
る。トボンサンは岩壁が美しいことで有名だ。最も高い
峰はチャウンボン(紫雲峰)で、岩壁登山コースで有名な
場所はソンインボン(仙人峰)。近隣の寺の中で最も古い
建築物である「チョンチュクサ(天竺寺)」を始め、多く
の寺や美しい渓谷がある上、アクセスも良いため、最高
の日帰り登山地として人気がある。
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ソウルのトレッキングコース
(ナムサン、アンサン、チュンラントレッキングコースなど)

ソウルトレッキングコース案内センタ
ー(チャンポウォン)
070-4465-79056
 ボング(道峰区)マドゥルロ916(ト
ト
ボンドン(道峰洞)4-2)１階 ソウル
トレッキングコース案内センター
7 号線 トボンサン(道峰山)駅
2番出口(チャンポウォン公園内)
gil.seoul.go.kr/walk/main.jsp
ソウルトレッキングコース案内センタ
ー(ヨンサン)
02-779-7904
ヨンサング(龍山区)
カルウォルドン(葛月洞)
トゥトップバウィロ７国際ビル2階
4 号線 スクテイック(淑大入口)駅
2番出口から2つ目の建物2階)

ソウルをとり囲むトレッキングコースは8つあり、それ
ぞれにソウルの歴史、文化、自然生態を感じることがで
きる。コース内のあちこちに休憩施設やブックカフェ、
休憩所があり、便利に一息入れることができる。ソウル
トレッキングコースは公共交通機関から行きやすく、傾
斜が緩やかな土の道であるため、誰でも安全、便利に利
用できる。ソウルトレッキングコースの代表的な区間を
紹介しよう。ソデムング(西大門区)に位置する低い山、
アンサン(安山)中腹の散策路、「アンサン(安山)チャラ
クキル」に沿って頂上のボンスデ(烽燧台)に上ると、ビ
ルと青く茂った森が織り成すソウルの風景を見下ろすこ
とができる。ムクドンチョン(墨洞川)、マンウサン(忘憂
山)、ヨンマサン(龍馬山)、アチャサン(峨嵯山)を通過す
る「チュンラン(中浪)トレッキングコース」は尾根に沿
って散歩するコースで、ソウルトレッキングコースの中
で最もすばらしいコース。アチャサンは歴史、文化資源
が豊かでアチャサン生態公園など見所も多様。
トレッキングコーススタンプラリー：ソウルトレッキングコー
スの区間ごとにあるスタンプを押す楽しみも忘れてはな
らない。各コースのスタート地点でスタンプブックを受
け取り、区間ごとに設置されている赤いポストで28個の
スタンプを全て押すと完走証明書がもらえる。

自然

081

ワールドカップ
公園
02-300-5500
麻浦区ハヌル公園路 108-1
6 号線 ワールドカップ競技場
1番出口 徒歩11分
worldcuppark.seoul.go.kr

113

ワールドカップ公園には平和公園、ハヌル公園、ノウル
公園、ナンジチョン(蘭芝川)公園がある。平和公園はワ
ールドカップ競技場につながる公園で、池の周りに散歩
道が整えられ、インラインスケートやスケートボードな
どを楽しむことができる。ワールドカップ競技場の中で
最も高い場所に位置するハヌル公園。ハヌル公園へと上
るジグザグの階段が有名で、上りきると周辺一帯を見渡
せるすばらしい風景が待ち受けている。秋の深まる頃、
銀色の花を咲かせるススキ畑は絶景。ナンジチョン公園
はナンジチョン(蘭芝川)に沿ってつくられた平地の公園
で、散歩道、芝生広場、遊び場など家族連れの利用客が
のんびり遊べる場所。ワールドカップ公園が誇るノウル
公園は、ソウルで最も美しい夕焼けが見られる公園。夕
日に照らされた光景を見ていると、心まで染まってくる
ようだ。
ハヌル公園ススキ祭り：毎年10月にワールドカップ公園内に
あるハヌル公園でススキ祭りが開催される。祭り期間は
普段野生動植物保護のため夜間の出入りが統制されてい
るハヌル公園も夜間開放される。
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  ソク   チョン

082

石村湖公園、オリンピック公園

ソクチョン(石村)湖公園
02-412-0190
 ンパグ(松坡区)チャムシルロ
ソ
148
2号線 チャムシル(蚕室)駅
1番出口 徒歩15分
seokchonlake.
alltheway.kr
オリンピック公園
02-410-1114
 ンパグ(松坡区)
ソ
オリンピックデロ424
オリンピック公園
5 号線 オリンピック公園駅
3番出口 徒歩2分
www.olympicpark.co.kr

ハンガン(漢江)埋立て作業を通してつくられたソクチョ
ン(石村)湖周辺の緑地に散歩道や休憩所が設置され、 市
民のための公園として生まれ変わった。ソンパデロ(松坡
大路)を基準とし、東湖 と西湖に別れる。東湖は散歩道
とジョギングコースとして人気があり、西湖はロッテワ
ールドのマジックアイランドがあり、遊びの施設や見ど
ころがいっぱい。春には桜がきれいに咲き乱れ、桜の名
所でもある。オリンピック公園はソウルオリンピックを
記念してつくられた公園で、オリンピックが開催された6
つの競技場を始め、美術館、野外彫刻公園、モンチョン
トソン(夢村土城)、散歩コースなどがある。オリンピッ
ク公園は文化と芸術、歴史とスポーツを同時に楽しめる
複合公園。オリンピック公園９景は、オリンピック公園
の中で最も美しい「９つのスポット」のことで、写真撮
影の名所として人気がある。オリンピック公園「９景ツ
アー」を通じて心に残る思い出を作ってみよう。

083

ソウルの森
02-460-2905
ソンドング(城東区)トゥクソムロ
273
 ンダン(盆唐)線 ソウルスプ(ソ
プ
ウルの森)駅 3番出口 徒歩7分
2号線 トゥクソム駅 7番出口
徒歩14分
parks.seoul.go.kr/seoulforest

ソウルの森は、ソウルにおけるセントラルパーク。ソウ
ルの森の登場で、ソウルの代表的な庶民の街だったソ
ンスドン(聖水洞)までもがホットスポットとして浮上し
た。トゥクソムの再開発によりつくられた市民の森で、
広大な森の中に多くのテーマをもつ公園がある。森の散
歩中に出会えるキバノロと二ホンジカはソウルの森の人
気者！多様な体験プログラムもあり、土曜日の午前に開
かれる家族生態体験は誰でも楽しめる。1年中ロマンチッ
クな風景が楽しめる市民の憩いの場になっている。
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ソウルランド、ソウル大公園

ソウルランド
02-509-6000
キョンギド(京畿道)
クァチョン(果川)市
クァンミョン（光明）路181
ソウルランド
4号線 テゴンウォン(大公園)駅
2番出口 徒歩19分
4 月-10月 09:3021:30
(週末・祝日 09:3022:00)
11, 3月 09:3019:00

国内テーマパークの代表格であるソウルランド。ソウルラ
ンドにはユニークなテーマを持つアトラクションや娯楽施
設がある。また、一年中チューリップ、桜、菊など華やか
な花祭りが開催され、夜間は花火やレーザーショーも繰り
広げられる華やかなイベント満載。ソウルランド横のソウ
ル大公園は国内最大規模の動物園と温室植物園、山林浴と
自然キャンプ場を兼ね備えた総合公園。あちこちに休憩所
があり、動物園の後方にはチョンゲサン(清渓山)の谷川の
水が流れ、散歩気分で動物園が楽しめる。
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085

北ソウル夢の森

02-2289-4001
 ンブッグ（江北区）
カ
ウォルゲロ173北ソウル夢の森
 門(訪問者センター方面)
東
-> 4号線 ミアサムゴリ駅 1番出口
で小型バスのカンブク09•11番乗車
(北ソウル夢の森停留所下車)
西門(アートセンター方面)
-> 4号線 ミアサムゴリ駅 3番出口
で小型バスのカンブク05番乗車
(北ソウル夢の森停留所下車)

(週末 09:3020:00)

4 号線 ミアサムゴリ駅 1番出口

12月-2月 09:3018:00

徒歩19分

(週末・祝日 09:3019:00)

dreamforest.seoul.go.kr

www.seoulland.co.kr
ソウル大公園
02-500-7338
 ョンギド(京畿道)クァチョン(果川)
キ
市大公園広場路102ソウル大公園
4号線 テゴンウォン(大公園)駅
2番出口 徒歩7分
 動物園＞夏期 09:0019:00  
＜
冬期 09:0018:00
< 動物園> 大人 5,000ウォン  
青少年3,000ウォン  
子ども2,000ウォン
grandpark.seoul.go.kr

ソウルで4番目に大きい規模の森で、かつてドリームラン
ドがあった跡地に作られた公園。森の中には美術館、博
物館もあり、散歩だけでなく多様な文化生活を楽しむこ
ともできる。エレベータに乗って上る展望台は公園のシ
ンボル。垂直に上るエレベータに乗るとプッカンサン(北
漢山)、トボンサン(道峰山）、スラクサン(水落山)、ナ
ムサン(南山)などソウル全体を一目で見渡せる。美しい
夜景も楽しめる。ドラマ「アイリス」のロケ地としても
有名。公園の入口にある旧邸宅とケヤキの古木は文化財
に指定されている。
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蘭芝キャンプ場

02-304-0061
 ポグ(麻浦区)ハンガンナンジロ22
マ
ハンガン(漢江)野生探査センター
9 号線 タンサン(堂山)駅 8番出口
9707番広域バス(蘭芝漢江公園
停留所下車)
6号線 ワールドカップ競技場駅
2番出口 8777番バス乗車(蘭芝
漢江公園停留所下車)
< ピクニック利用客> 入室時間
10:30 / 退室時間 翌日 09:30
<テント利用客> 入室時間 11:00

サンアム（上岩）ワールドカップ競技場周辺のハンガン
(漢江)公園に位置するキャンプ場で、ハンガン(漢江)を
背景にのんびりとキャンプが楽しめる場所。特にバーベ
キュー施設が完備されていて、家族で「おいしい一晩」
を過ごすことができる。利用客はテント持参で設置する
ことも、もともと設置されているテントをレンタルして
利用することもできる。ナンジ(蘭芝)生態公園とノウル
公園、メタセコイヤ並木道、ハヌル公園などの公園が近
くにあり、家族、カップル、友人たちと特別な思い出づ
くりに最適の場所。

退室時間 翌日 09:30
1 5,000ウォン / 掲示板予約必要
(当日テントは予約残余分に限り
電話予約及び現場販売可能)
www.nanjicamp.com

087
   ソ      ニュ      ド

仙遊島公園
02-2631-9368
ヨンドゥンポグ（永登浦区）
ソニュ（仙遊）路 343
2号線 タンサン(堂山)駅 1番出口
徒歩21分
parks.seoul.go.kr/template/default.
jsp?park_id=seonyudo

ソニュボン(仙遊峰)という小さな丘があり、そこで仙人が
遊覧を楽しんだというハンガン(漢江)に浮かぶ小さな島ソ
ニュド(仙遊島)は、特色あるソウルの名所として知られて
いる。かつての浄水場の施設を再利用してできた国内初
の生態公園。「水の公園」とも言えるソニュド(仙遊島)で
は、ハンガンの生態と文化、歴史が体験できると同時にハ
ンガンをハンガンの中から眺められる特別な場所だ。ソウ
ルの夜景が見られる時間になるとさらに美しい。
ソニュギョ(仙遊橋)：ハンガン市民公園ヤンファ(楊花)地区と
ソニュド(仙遊島)を結ぶ歩行者専用の橋。アーチ型なので
虹の橋とも呼ばれ、橋の下から赤や黄色・緑・青など4つ
の光でライトアップされる夜はさらに美しい。

美術館
博物館
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国立中央博物館
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国立民俗博物館、国立故宮博物館

国立民俗博物館
02-3704-3114
チョンノグ(鐘路区)サムチョンロ
37
3 号線 アングク(安国)駅 1番
出口 徒歩13分/3号線 キョン
ボックン(景福宮)駅 5番出口
徒歩16分
3 月-5月, 9月-10月 09:0018:00  
6月-8月 09:0018:30
11月-2月 09:0017:00  
5月-8月の週末・祝日
09:0019:00

国立民俗博物館は韓国の伝統生活文化が体験できる博物
館。博物館と所蔵品のほとんどが生活と密着した物だ。
カンウォン(江原)道サンチョン(山村)で発見された 木
製のキムチ甕、新妻が着たチマチョゴリ、様々な農機具
などの遺物がある。博物館に展示されている遺物を見る
ことで、韓国伝統文化を理解するための絶好の機会にな
る。国立故宮博物館は朝鮮王朝500年の歴史と文化が詰ま
った遺物を展示しているキョンボックン（景福宮）内に
ある。朝鮮王室の文化と生活品遺物約2000点を展示し。
華やかで気品ある朝鮮の王室文化遺産を見ることができ
る。いずれもキョンボックン（景福宮）内にある。

美術館・博物館
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国立中央
博物館
02-2077-9000
 ンサング(龍山区)ソビンゴロ
ヨ
137国立中央博物館
4号線 イチョン(二村)駅 2番出口
徒歩7分/キョンイ(京義)中央線
イチョン(二村)駅 2番出口
徒歩8分
 -火曜日, 木-金曜日 09:00
月
18:00 / 水曜日 09:0021:00

無料

土曜日09:0021:00

www.nfm.go.kr

日曜日 09:0019:00

1月1日、旧正月、秋夕
（チュソク）は休館

祝日 09:0019:00
無料
www.museum.go.kr

国立故宮博物館
02-3701-7500
チョンノグ(鐘路区)ヒョジャロ 12
3 号線 キョンボックン(景福宮)
駅 4番出口 徒歩3分/3号線
アングク(安国)駅 1番出口
徒歩18分/ 5号線 クァンファ
ムン(光化門)駅 2番出口 徒
歩13分
 日09:0018:00 (17:00まで入
平
場) / 週末09:0019:00 (18:00ま
で入場)
無料
www.gogung.go.kr
年中無休

1月1日、旧正月、秋夕
（チュソク）は休館
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韓国の貴重な遺物が保管、展示されている世界的規模の
博物館。旧石器時代から高麗時代、朝鮮時代、近代に至
るまで大韓民国の歴史と生活、そして芸術が一堂に集ま
っている。展示品の全てを一つ一つ見るには1週間以上
かかるため、「重要遺物100選」などのコース選択をした
り、時間を分けて観覧するなどの工夫が必要。常設展示
館と各種企画展示館、劇場、図書館もあり、多様な文化
経験をすることができる。博物館の周辺には草木が茂る
公園や池があり、散歩するにもいい。
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090

ソウル歴史
博物館
02-724-0274
チョンノグ(鐘路区)
セムナン 55
5 号線 ソデムン(西大門)駅 4番出
口 徒歩10分/5号線 クァンファム
ン(光化門)駅 7番出口 徒歩11分
3号線 キョンボックン(景福宮)駅

SEOUL BEST 100

ソウルの過去と現在が知りたいならここを訪問しよう。
朝鮮時代を中心に、先史時代から現代までソウルの歴史
と文化がわかりやすく展示されている。時代別にソウル
市民らの衣服や生活用品が見られる。「ソウル」という
都市の変化過程を見ることは大きな意味がある。朝鮮時
代の人の情緒と巧手が観賞できる刺繍や人形なども展示
されている。

美術館・博物館

091

国立現代
美術館ソウル館
02-3701-9500
鍾路区三清路30
3 号線 キョンボックン(景福宮)駅
4番出口 徒歩12分/3号線 アング
ク(安国)駅 1番出口 徒歩12分
 曜日、土曜日10:0021:00 /日
水
曜日-火曜日、木曜日-金曜日

6番出口 徒歩12分

10:0018:00

 日09:0020:00  
平
土曜日,日曜日、祝日09:0019:00

統合観覧チケット4,000ウォン

無料

年中無休

www.museum.seoul.kr
毎週月曜日、1月1日は休館

www.mmca.go.kr
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1969年オープンし、近・現代美術の流れと世界美術の時
代的傾向が同時に見られる国内唯一の国立美術館。ソウ
ル大公園内に位置するクァチョン(果川)本館は最初にオ
ープンし、韓国の城郭と烽火台の伝統様式をモチーフに
した建物の外観が印象的で、野外の彫刻広場もすばらし
い。展示場に入ってすぐ見えるペク･ナムジュン(白南準)
のビデオアート「多々益善」の他、多くの現代美術に触
れることができる。また、都心のチョンノグ(鐘路区)ソ
ギョクドン(昭格洞)に位置し日常の中の美術に出会える
ソウル館は、展示室を始め、資料館、プロジェクトギャ
ラリー、映画館、多目的ホールなど複合的な空間が備わ
っている。美術館の入口から「庭」の概念を導入して設
計され、誰でもゆっくりと楽しみ、くつろげる場所だ。
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092

ソウル市立
美術館
02-2124-8800
 ュング(中区)トクスグ
チ
ンキル61ソウル市立美術館
1 号線 シチョン(市庁)駅 2番出口
徒歩9分/ 2号線 シチョン(市庁)駅

SEOUL BEST 100

トクスグン(徳寿宮)の石垣通りを散歩しながら、ふらっ
と立ち寄れる美術館。ソウルを超え、アジアを代表する
美術館として多様な現代美術の企画展示が観覧客の足を
引き留める。70年を超える歴史を誇り、美術館の所蔵品
だけでも200人以上の作家の作品約4000点に達する。ソウ
ル全域に多様な性格の分館が運営され、北ソウル美術館
などがある。市民のための美術アカデミーや「訪問美術
教室」を運営するなど、大衆へ歩み寄る努力を惜しみな
く行っている。

美術館・博物館

093

トリックアイミ
ュージアム、
博物館は生
きている
トリックアイミュージアム

9番出口 徒歩9分

02-3144-6300

5号線 ソデムン(西大門)駅

 ポグ(麻浦区)ホンイクロ
マ
3キル20 ソギョ(西橋)プラザ

4番出口 徒歩14分/5号線 クァン
ファムン(光化門)駅 6番出口
徒歩17分
 期 (3月-10月) 火金 10:00
夏
20:00 (土・日・祝日19:00まで)

地下2階トリックアイ美術館
2 号線 ホンデイック(弘大入口)駅
9番出口 徒歩7分/6号線 サンス
(上水)駅 1番出口徒歩13分

冬期(11月-2月) 火金 10:0020:00

09:0021:00 (入場は20:00まで)

(土・日・祝日 18:00まで)

大人 15,000ウォン  
子ども 12,000ウォン

 ュージアムナイト運営(夜10時
ミ
まで延長開館)：毎月第2週、最後
の水曜日
無料
sema.seoul.go.kr
毎週月曜日、1月1日は休館

www.trickeye.com
年中無休
博物館は生きている
02-2034-0600
 ョンノグ（鍾路区）
チ
インサドン（仁寺洞）ギル12
1∙3∙5号線 5番出口 徒歩3分
9：0020：30
www.alivemuseum.com/branch/
insa
年中無休
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トリックアイミュージアムは、2次元
の平面絵画を3次元の立体に錯覚す
るようつくられている文化・エン
ターテイメント空間。観覧客が自
由に作品に触って写真を撮ることが
できる。ホンデ(弘大)トリックアイミ
ュージアムの場合、一枚のチケットで
トリックアイとアイスミュージアム、
そして、カーニバルストリートの全てが
体験できる。インサドン(仁寺洞)に本店が
ある「博物館は生きている」も見るだけのか
つての美術館とは違い、見て、聞いて、触れる
ことができる体験型博物館だ。既存のオプティカルイリ
ュージョンアートだけではなく、めずらしい大型オブジ
ェやデジタルメディア作品は立体体験館と未知の世界へ
の冒険に導いてくれる。
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美術館・博物館

095

芸術の殿堂
02-580-1300
ソチョグ(瑞草区)
南部循環路2406芸術の殿堂
3 号線 南部ターミナル駅
5番出口 徒歩11分
www.sac.or.kr
年中無休
(美術館・博物館:
毎月最終月曜日 休館 )

094

戦争記念館
02-709-3139
 ンサング(龍山区)
ヨ
イテウォンロ29戦争記念館
4 号線 サンガクチ(三角地)駅 1番
出口 徒歩8分 / 6号線 サンガク
チ(三角地)駅 12番出口 徒歩5
分/ 1号線 ナミョン(南営)駅 1番
出口 徒歩19分
 日 09:0018:00
平
毎月最後の水曜日 09:0020:00
夜間開場
無料
www.warmemo.or.kr
毎週月曜日休館

戦争による痛ましい記憶を教訓に、平和を願って建てら
れた展示館。計3階、6つの室内展示区域で構成されてい
る。1階の戦争歴史室と2階の6・25戦争(韓国戦争)室を観
覧する際は、1日に2回行われる文化解説士の説明を合わ
せて聞くのも理解に役立つ。週末の午後と記念日に開か
れる、きっちり揃った国軍儀仗隊のパレードと軍楽隊の
演奏を観覧しながら韓国の痛ましい歴史を振り返ってみ
るのも有意義な時間になる。
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ソチョドン(瑞草洞)に位置する芸術の殿堂はオペラハウ
ス、音楽堂、美術館、書道館、芸術資料館、野外劇場を
兼ね備えた韓国屈指の複合文化芸術空間。中心になるオ
ペラハウスは韓国の昔の知識人であったソンビがかぶる
冠(カッ)を模った円形の建物で、音楽堂は扇子を模った
設計が成されている。ウミョン(牛眠)山の麓に位置し、
休息と多様なジャンルの文化芸術イベントを同時に楽し
める。ジャンルごとの特性を生かしてつくられた専用空
間で完璧な芸術体験を満喫してみよう。
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096

大韓民国
歴史博物館
02-3703-9200
 ョンノグ(鐘路区)
チ
セジョンロ82-1
3 号線 キョンボックン(景福宮)駅
6番出口 徒歩9分 / 5号線 クァン
ファムン(光化門)駅 2番出口

SEOUL BEST 100
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美術館・博物館

19世紀末の文明開化から今日までの韓国の近現代史が一
目でわかる博物館。韓国の近現代史と関連した展示が中
心で、これまで韓国が歩んできた苦難の歴史と、その克
服、産業化と民主化の歴史、経済発展など躍動的な歴史
を見ることができる。子ども体験展示室「韓国の歴史宝
箱」では、子どもが実際に体験しながら近現代史を学ぶ
ことができる。多様な教育プログラムと文化行事も開催
されている。チョンノグ(鐘路区)セジョンロ(世宗路)ク
ァンファムン(光化門)広場の右側に位置し、屋上テラス
に上るとキョンボックン(景福宮)の全景が見られ、セジ
ョン(世宗)文化会館、クァンファムン(光化門)広場など
も見下ろすことができる。

徒歩5分
1号線 チョンガク(鐘閣)駅 3-1番
出口 徒歩13分
 日 09:0018:00 / 水曜日、土曜
平
日 09:0021:00
(観覧終了 1時間前まで入場可)
無料
www.much.go.kr
毎週月曜日、1月1日休館

サムスン美術館リウム

097

Leeum

02-2014-6900
ヨンサング(龍山区)
イテウォンロ55キル60-16
6 号線 ハンガンジン(漢江鎭)駅
1番出口 徒歩7分/6号線 イテウォ
ン(梨泰院)駅 2番出口 徒歩12分
 日 10:3018:00 (チケット購入は
平
17:30まで)
<常設展示> 一般 10,000ウォン  
割引 5,000ウォン  
デジタルガイド 1,000ウォン
<企画展示>一般 8,000ウォン  
割引 4,000ウォン  
デジタルガイド 1,000ウォン
<Daypass>一般 14,000ウォン  
割引 7,000ウォン  
デジタルガイド 無料
www.leeum.org
毎週月曜日休館

ナムサン(南山)の麓に位置するサムスン美術館リウム
(Leeum)。都会と自然が織り成す空間の中、韓国の伝統美
術と現代美術、外国の現代美術をともに見ることができ
る。特に世界的な建築家マリオ・ポッタ、ジャン・ヌー
ベル、レム・コールハースが設計したリウムは、建築だ
けでも見所満載だ。博物館は韓国古美術品展示のための
博物館１と現代美術を展示する博物館２で構成されてい
る。この二つの建物は個性あふれる美術館建築物として
注目されている。
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美術館・博物館

   ソ      デム     ン

098

西大門刑務所歴史館

02-360-8590
 デムング(西大門区)
ソ
トンイルロ251独立公園
3号線 トンニンムン(独立門)駅
5番出口 徒歩6分
 日 夏期(3月-10月) 09:30
平
18:00  
平日 冬期(11月-2月) 09:3017:00
< 個人> 一般 3,000ウォン  
青少年・軍人 1,500ウォン  
子ども 1,000ウォン

ソデムン(西大門)刑務所は、1945年の植民地解放までは
韓国の国権を取り戻そうと闘った独立運動家たちが収監
され、解放以後1987年までソウル拘置所として、民主化
運動家らが収監されるなど韓国の近現代史の屈曲を象徴
する場所。ソウル拘置所がキョンギド(京畿道)ウィアン
(義王)市に移転したことで、1998年にソデムン刑務所歴
史館としてオープンし、主に独立精神と自由・平和精神
を称える教育の現場として運営されている。

099

ミュージアムキムチ館

02-6002-6456
チョンノグ（鍾路区）
インサドン（仁寺洞）ギル35-4
3号線 アングク(安国)駅 6番出口
徒歩8分  
5号線 チョンノ(鐘路)3街駅
5番出口 徒歩7分
1号線 チョンガク(鐘閣)駅
3-1番出口 徒歩7分
10:0018:00

<団体> 一般 2,400ウォン  

1 9歳以上 5,000ウォン / 8歳-18歳
3,000ウォン / 36ヶ月-7歳 2,000ウォン

青少年・軍人 12,00ウォン  

(36ヶ月未満の乳児、65歳以上の

子ども 800ウォン

シニア、障碍者は無料入場)

65歳以上、6歳以下,障碍者,国家

www.kimchikan.com

有功労者 入場無料

毎週月曜日休館

www.sscmc.or.kr/culture2/
sphh.modoo.at
毎週月曜日は休業日

キムチの歴史と変遷がわかる場所。高麗時代から現代ま
で、時代別に食べられてきたキムチの種類がわかる。キ
ムチの味とすばらしさを知り、キムチが作られる過程
を見ることができる。キムジャン(キムチ漬け)体験では
実際に材料を切り、キムチを漬けることで、韓国の食文
化を経験する機会を提供する。外国人を対象に3カ国(英
語、中国語、日本語)で制作されたデジタル音声ガイド
も無料で利用できる。体験プログラムは事前予約が必要
で、体験日程はミュージアムキムチ館に個別に問い合わ
せるといい。
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ソウルシティツアーバス
100

餅博物館
02-741-5447
チョンノグ（鍾路区）
ドンファムン（敦化門）路 71番地
5 号線 チョンノ(鐘路)3街駅 4番出口
徒歩7分/ 1号線 チョンノ(鐘路)
3街駅 8番出口 徒歩8分
10:0018:00
 般 3,000ウォン / 幼稚園・小・中
一
・高校生 2,000ウォン
www.tkmuseum.or.kr
旧正月、旧盆当日休館

韓国の伝統食である餅(トック)の全てがある博物館。餅
は韓国伝統の食べ物でその種類は多く、おいしくて栄養
もある。餅博物館は作り方によって分類して展示されて
いて、餅作りで用いられる各種道具も展示されている。
餅作り、伝統料理作りなどの体験プログラムも運営され
ている。博物館の近くにはチャンドックン(昌徳宮)、チ
ョンミョ(宗廟)、インサドン(仁寺洞)、テハンノ(大学
路)などがあり、時間の余裕をもって訪問すれば多様な経
験が同時にできる。

シティツアーバスはクァンファムン(光化門)をスタートし、決まったコースを循環運行するシャトル
バスタイプのバスだ。1日利用券を購入し、シティツアーバスに乗って希望の停留所で下車、観光した
あと次のシティツアーバスに乗って観光を続けることができる。

コース及び料金案内
1階バス都心·故宮コース
クァンファムン(光化門：起点) → トクスグン(徳寿宮) → ナンデムン(南大門)市場 → ソウル駅 →
戦争記念館(U.S.O) → ヨンサン(龍山)駅 → 国立中央博物館 → イテウォン(梨泰院) → ミョンドン
(明洞) → ナムサンゴル韓屋村 → アンバサダーホテル → シンラホテル·チャンチュンダン(奨忠壇)
公園 → Nソウルタワー → ハイヤットホテル → トンデムン(東大門)デザインプラザ → テハンノ(大
学路) → チャンギョングン(昌慶宮) → チャンドックン(昌徳宮）→ インサドン(仁寺洞) →青瓦台
→ キョンボックン(景福宮)、民俗博物館、現代美術館(ソウル館) → セジョン(世宗)文化会館 → ク
ァンファムン(光化門：終点)

１階建てバス夜間コース
クァンファムン(光化門) → トクスグン(徳寿宮) → Nソウルタワー → チョンゲ(清渓)広場

トロリーバス＋２階建てバス・ソウルパノラマコース
クァンファムン(光化門) → ミョンドン(明洞) → ソウルアニメーションセンター → ナムサン(南山)
ケーブルカー前 → ミレニアムヒルトンホテル → ナムサン(南山)図書館 → ハイヤットホテル →
カンナム(江南)駅 → セビッソム → ノリャンジン(鷺梁津)駅 → 63ビル、ハンガン(漢江)遊覧船 →
ヨイナル駅 → ホンデ(弘大)前 → 空港鉄道ホンデイック駅 → イデイック駅 → 農業博物館 → ソウ
ル歴史博物館、キョンヒグン(慶熙宮) → セジョン(世宗)文化会館

2階建てバス夜間コース
クァンファムン(光化門) → マポ(麻浦)大橋 → ソガン(西江)大橋 → カンビョン(江辺)北路→ハンナ
ム(漢南)大橋→セビッソム→トンジャク(銅雀)大橋→ソンス(聖水)大橋→ナムサン（南山)循環路→ナ
ンデムン(南大門)市場前→ チョンゲ(清渓)広場

アラウンドカンナム(江南)シティツアー
カンナム(江南)駅 → ヨンドン(永東)市場 → シンサ(新沙)駅 → カロスキル(南) → カンナム(江南)
観光情報センター → ロデオ通り → ちょんダムドン(清潭洞)ファッション通り()→ ポンウンサ(奉
恩寺) → コエックス → サムソン(三成)駅 → セブンラックカジノ → 韓流スター通り → カンナム
(江南)観光情報センター → カロスキル(北) → セビッソム → 高速バスターミナル/新世界百貨店 →
ソレマウル → 法院/キョデ(教大)駅→ サムソンタウン

乗車料金
区分
1階建てバス
トローリ─バス+2階建てバス
トローリーバス+カンナム
(江南）シティバス

コース
都心循環
夜間コース圏
ソウルパノラマコース圏
夜間コース
アラウンドカンナム
(江南）シティツアー

大人
12,000ウォン
6,000ウォン
15,000ウォン
12,000ウォン

学生
10,000ウォン
4,000ウォン
10,000ウォン
7,000ウォン

5,000ウォン

3,000ウォン

ノンバーバル公演
ノンバーバル公演はセリフがない公演なので、外国人も気軽にみることができるというメリットがあ
る。ソウル市内各所で多様なノンバーバル公演を楽しむことができる。

ナンタ
韓国の伝統音楽であるサムルノリのリズムを素材とし、厨
房で繰り広げられる騒動をコミカルにドラマ化した韓国初
のノンバーバル公演。2003年にはアメリカにも進出し、ブ
ロードウェイにアジア初の専用劇場をオープンした。
•劇場情報
ミョンドン(明洞)ナンタ専用劇場・チュンチョンロ(忠正
路）ナンタ専用劇場・ホンデ（弘大）ナンタ専用劇場

問合せ 02-739-8288

ジャンプ
韓国伝統武芸であるテコンドーやテッキョンをベー
スにしたJUMPは、セリフがなくリズムやビートのみ
で進行され、俳優達がそれぞれの技と個性を見せな
がら展開。いつの間にかJumpの世界に引き込まれて
しまいます。
•劇場情報
明宝アートホール 3Ｆ JUMP 専用劇場

問合せ 02-722-3995
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