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うまいもん通り「ソルソル」は
文化体育観光部と韓国観光公社が
韓国を代表するおいしい食べ物を指定するキャンペーンです。

このシンボルマークは、器をモチーフに
多彩で豊かな味がいっぱい詰まった
心にしみる韓国料理の味わいをシンボル化したものです。

うまいもん通り

紫色-韓国食文化の情緒

オレンジ色-韓国料理の味

緑色-韓国料理の新鮮さ

黄色-韓国料理の幸せ
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うまいもん通りのご紹介

さあ、韓国食文化の真の魅力を
うまいもん通りで満喫しましょう！

 うまいもん通りとは
期待に胸ふくらむときめきの旅、おいしい思い出を作りに
うまいもん通りへ行きましょう。文化体育観光部と韓国観光公社は、
2012年から各地域の代表的な食べ物と文化が集まる全国のうまいもん通りを
選んで発表しています。韓国を代表する味と物語がたっぷりつまった
うまいもん通りへ、今すぐ出発！

 五感満足！うまいもん通りへ
• 広州南漢山城鶏肉・鴨肉の水炊き(ペクスク)通り
• 咸平天地韓牛ビビンバ通り
• 浦項九龍浦サンマの干し物(クァメギ)・刺身の冷たいスープ(ムルフェ)通り
※ 2014年に選ばれたうまいもん通りです。

 うまいもん通りに行けば…
•	 地域を代表する最も有名な料理が味わえます。
•	 長い伝統を誇るおいしい店が一ヶ所に集まっています。
•	 食べ物にまつわる地域の文化を直接体験することができます。
•	 地域特有の多彩な見どころ・遊びどころで楽しめます。
•	 地元ならではの情緒と暮らしの様子がわかります。

 ソウル新堂洞トッポッキタウン 

 江陵草堂スンドゥブ村 

大邱アンジラン牛ホルモン焼き通り

南原どじょうスープ通り

釜山広安里刺身センター

春川明洞タッカルビ通り

盈徳ズワイガニ通り

潭陽竹の子フードビレッジ

 浦項九龍浦サンマの干し物(クァメギ)・
 刺身の冷たいスープ(ムルフェ)通り 
慶尚北道浦項市南区九龍浦邑虎尾路一帯
浦項市庁健康衛生課 ☎054-270-3132
商人会 ☎054-284-4312

 咸平天地韓牛ビビンバ通り 
全羅南道咸平郡咸平邑の市場キル・中央キル・頴水キル一帯
咸平郡庁民願奉仕課 ☎061-320-3355
商人会 ☎061-322-2764

 広州南漢山城鶏肉・鴨肉の水炊き(ペクスク)通り 
京畿道広州市中部面南漢山城路一帯
広州市庁食品衛生課 ☎031-760-8435
商人会 http://www.nhssv.co.kr



うまいもん通りのご紹介 目次 

  

 ソウル新堂洞トッポッキタウン    ソウル市中区の茶山路・退渓路(新堂洞)一帯
ソウル中区庁市場経済課 ☎ 02-3396-5083

 江陵草堂スンドゥブ村    江原道江陵市草堂スンドゥブキル(草堂洞)
江陵市庁観光課 ☎ 033-640-5420  http://www.cdtofu.kr

 南原どじょうスープ通り    全羅北道南原市の義塚路・蓼川路(川渠洞・竹巷洞)一帯
南原市庁文化観光課 ☎ 063-620-6179  http://www.chueo.kr

 大邱アンジラン牛ホルモン焼き通り    大邱市南区大明路キル(大明洞)一帯
アンジラン牛ホルモン焼き商人会 ☎ 053-425-4119  http://www.안지랑곱창.com

 釜山広安里民楽洞刺身センター    釜山市水営区の広安海辺路・民楽水辺路(民楽洞)一帯
釜山水営区庁文化公報課 ☎ 051-610-4372  http://www.minrakroad.com

2012～2013年に選ばれた8ヶ所のうまいもん通り

 潭陽竹の子フードビレッジ    全羅南道潭陽郡潭陽邑の郷校キル・竹緑苑路・ソウォンキル(郷校里)一帯
潭陽郡庁観光レジャー課 ☎ 061-380-3155～8

 盈徳ズワイガニ通り    慶尚北道盈徳郡江口面の江口テゲキル・盈徳テゲ路(江口港)一帯
盈徳郡庁文化観光課 ☎ 054-730-6533

 春川明洞タッカルビ通り    江原道春川市金剛路62番キル(朝陽洞)一帯
春川市庁観光課 ☎ 033-253-3700
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広州南漢山城鶏肉・
鴨肉の水炊き(ペクスク)通り



さらに奥深い味の水炊きを求めて、
広州南漢山城鶏肉・鴨肉の水炊き通りへ！

広州南漢山城
鶏肉・鴨肉の水炊き通り

クァンジュ

ペ ク ス ク

ナムハンサンソン



09広州南漢山城鶏肉・鴨肉の水炊き通りの位置と由来

位置  京畿道広州市中部面南漢山城路一帯
お問 い合わせ 京畿道広州市庁食品衛生課  031-
760-8435  http://www.gjcity.go.kr  南漢山城文化
観光事業団  www.ggnhss.go.kr  商人会(会長) 

 011-416-2515  http://www.nhssv.co.kr
アクセス  電車、バス ソウル地下鉄8号線「山城
駅」2番出口→9番バス(随時運行、30分所要)ま
たは52番バス(30～40分おき、15分所要)に乗車→
終点の「南漢山城駐車場」で下車  空港バス 仁
川国際空港で5300番バスに乗車→地下鉄「牡丹
駅」で降りて、8号線に乗り換え→「山城駅」で

下車し、2番出口でバスに乗車(バスの利用
方法は上記と同じ) 

*週末と祝祭日は8号線「山城駅」と南漢山
城だけ往復する9-1番シャトルバスを運行

遥かなる歴史を持った由緒ある村「山城里」

南漢山城は、百済・統一新羅・高麗・朝鮮など、長い時代にわたり漢江流域と首都の防御を

担当した所で、ただ一度も陥落したことがない自然の要塞です。特に南漢山城の中には遥か

昔から人々が住み始め、今も村が存在することから歴史的価値が高いです。

南漢山城に向かってくねくねと続く森の道を上がる途中に村が現れます。海抜400mの位置

にある京畿道広州市中部面山城里。村に入れば四方が城壁で囲まれており、韓国の伝統家屋

である瓦屋根の家が大小集まって、こぢんまりした様子です。この村の人々は、ほとんどが

2～3代目の食堂を運営しながら城内に住んでいる土地っ子です。永い年月伝えられてきた料

理は、鶏肉の水炊き。65軒ある食堂のうち、59軒が鶏肉の水炊きと鴨肉の水炊きを出して

います。ここの人々は商人会を組織して、鶏肉と鴨肉を共同購入したり、余暇活動などを一

緒にしながら仲良く暮らしています。その中で料理への味と真心も強く固まっています。

100年以上の腕と真心が宿った鶏肉の水炊きと鴨肉の水炊き

山が高く深い山城里は、城内で育った食材だけで料理を作ることができるため、南漢山城

の代表的な料理は少なくとも100年以上の歴史を持っています。近年では鶏肉の水炊きに韓

方生薬を使っており、味が深く栄養価も更に高まりました。また最近では鴨肉に人気があ

り、韓方入りの鴨肉の水炊きも、鶏肉の水炊きに劣らない新しい珍味として話題を集めて

います。スープににじみ出た韓方生薬の濃い味こそが「精力剤」だと言われており、南漢

山城のパワーまで感じられるここの水炊きは、普通のものとは比較にならない美味しさを

誇ります。

京畿道広州市

南漢山城の水炊き通り

広州南漢山城鶏肉・鴨肉の水炊き通りの物語
ペ ク ス ク



11広州南漢山城鶏肉・鴨肉の水炊きの由来と効能

南漢山城のパワーがつまった
水炊きに関する歴史的背景

仁祖王と鶏肉の水炊きのスラッサン(王様の膳)にまつわる物語

1592年の壬辰倭乱(文禄の役)が起きてから44年が経った1636年、清王朝のホンタイジ(皇太

極)は10万人の兵力で朝鮮に攻め入りました。朝鮮16代王である仁祖(1595～1649)は南漢山

城に避難しました。しかし、城内に備蓄されていた食糧はわずか50日分。その上、厳しい寒

さまで重なりました。臣下は死で対抗しようという斥和派と、和親を結ぼうという主和派に

分かれました。仁祖は47日間も抗戦しましたが、苛酷な寒さと飢えで多くの人々が死ぬこと

になり、結局城門を開いて降参しました。

この歴史的事件の裏には、鶏肉の水炊きに関する悲しい物語が伝えられています。南漢山城で

抗戦していた仁祖が最後に召し上がる食膳を準備した水刺尚宮(スラッサングン)は、涙を流し

ながら一匹残っていた鶏で水炊きを作って差し上げた、といわれています。仁祖も涙をこぼし

ながらこれを食しましたが、全部召し上がれず、鶏の足一つだけかろうじて召し上がったそう

で、その心情はどれほど惨めだったことでしょうか。

鶏肉の水炊きの効能

水炊きとは、肉や魚などを味付けせず、きれいな水で煮込む料理です。鶏肉の水炊きは老若

男女誰にでもおすすめです。味が柔らかく香ばしいだけでなく、高蛋白・低脂肪・低カロリー

の食べ物でダイエットにも良いです。また鶏肉の水炊きの中にはもち米・高麗人参・ナツメ・

栗・緑豆などの食材が入り、栄養豊富で気力をつけてくれます。

水炊きの中に多く入るもち米にはプロラミン成分がたくさん含まれています。この成分は胃粘

膜を保護する効能があります。高麗人参に含まれているサポニン成分は抗ガン効果があって、

抗ガン剤と一緒に食べれば効果を高め、手術後の回復を助けます。また疲労回復を助けて、神

経細胞の作用を促進し、中枢神経を安定させる効果があって、記憶力アップとストレス解消に

も役立ちます。

鴨肉の水炊きの効能

「鴨肉は人が食べていれば、奪い取ってでも食べろ」という言葉があるほど、健康に良い食

べ物です。鴨肉の不飽和脂肪酸含有量は、豚肉の2倍、鶏肉の5倍、牛肉の10倍以上高く、動

脈硬化・高血圧などの成人病を予防してくれます。またリノール酸とアラキドン酸が入って

おり、コレステロール含量を下げ、体内の各種重金属の解毒はもちろん、体内毒素を排出す

る効果に優れています。弱アルカリ性で体液が酸性化するのも防ぎ、コラーゲンが豊富で皮

膚にも良いです。特に細菌・ウイルスなどから体を保護する免疫体系を強化し、脳の発達・

記憶力アップなどの役割をするビタミンAが豊富で免疫力を高め、カルシウム・リン・カリ

ウムなども豊富で、子供の成長発育にも好影響を及ぼします。

様々な生薬と鴨肉を入れて煮込んだ「鴨肉の水炊き」は、韓方生薬とも相性がよく、肉も軟

らかいながらもコシが強く、濃いスープの味も特徴です。しかし、いくら体に良くても美味

しくなければ食べる楽しみがありません。その意味で、水炊きは味と栄養ともに十分に満足

できる代表的なスタミナ料理なのです。
ペ ク ス ク

ペ ク ス ク



13広州南漢山城鶏肉・鴨肉の水炊きの作り方

南漢山城鶏肉・鴨肉の水炊きが

抜群においしい理由
  

  
南漢山城鶏肉・鴨肉の水炊きをさらにおいしく食べる方法 ♪♬

  

  鶏肉の水炊き
 ➊  水炊きを食べた後は、もち米のおかゆが出ます。もち米のおかゆを
  おいしく食べるために、おかゆに使う汁を多めに残しましょう。
  (店の人が残った汁で、おかゆを作ってくれます。)
 ➋  最初からもち米を一緒に入れて炊くと、もち米が溶けて汁が
  なくなってしまいます。そのため、おかゆに使う汁に、
  あらかじめ炊いておいたもち米ご飯を入れて出します。
  仕上げのおかゆで、鶏肉の水炊きから出たスタミナ汁の味と
  栄養を十分味わうことができます。
  鴨肉の水炊き
 ➊  水炊き用の鴨肉は皮をはがすのが特徴です。皮に脂が多く、
  長く炊くと厚い油層ができてしまうからです。
  ただし、店によっては皮ごと炊くこともあります。 

  TIP.                                                                                  

	 	 ➊	 	鶏肉の水炊きと鴨肉の水炊きは、調理時間がかなり長いので、
   事前予約をおすすめします。
	 	 ➋	 	鶏肉の水炊きと鴨肉の水炊きは、余裕を持って待てばおいしく
   食べられます。どんぐりこんにゃくの和え物、緑豆のチヂミ、
   海鮮とねぎのチヂミ、手作り豆腐などを食べながら待ちましょう。
	 	 ➌	 	栄養スタミナ料理の鶏肉の水炊きとは別に、若い人向けの
   シンプルな鶏肉の水炊きもあります。これは韓国の家庭でもよく
   食べられるもので、高麗人参やナツメ、ニンニク、栗、
   ショウガなどの基本的な韓方生薬だけ入れて作るため安価に楽しむ
   ことができます。

ケンポナシ
鳩麦

ナツメ

緑豆

銀杏

ハリギリ

栗

黒もち米

甘草

高麗人参

ハリギリ

ケンポナシ

ニンニク

ショウガ

さらし木綿に約10種の材料を入れて、数時間
かけてだし汁を作ります。だし汁は店ごとに
代々受け継がれる独自の秘法で味を出して
います。

南漢山城の水炊きは、脂身が少なく淡泊で、
コシが強くてとても柔らか。じっくり
煮込まれた肉は箸で切れるほどです。

鶏肉の水炊き/鴨肉の水炊き

鶏肉と鴨肉は、商人会で城内の屠鶏場と
直売で共同購入をします。鶏肉と鴨肉が
必要な時、注文すればすぐしめて下処理を
し、5分ほどで届けてくれます。

鶏肉

料理を保温するのに
最高！環境にやさしく、
衛生的です！

土鍋

もち米ご飯で作ったので、
シコシコして香ばしいです。

おかゆ

韓方生薬がにじみ出て
精力剤のようなだし汁は
水炊きの深味の秘訣

だし汁

<水炊きの材料>

トウキ

<だし汁の材料>



15広州南漢山城 鶏肉・鴨肉の水炊き通り 店舗一覧

南漢山城	鶏肉・鴨肉の水炊き

味の店マップ
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1 白蓮会館 ☎ 031-741-2993
2 高句麗 ☎ 031-746-1513
3 長寿村 ☎ 031-741-9730
4 豊年屋 ☎ 031-741-9950
5 月城館 ☎ 031-743-6601
6 パムナムチプ ☎ 031-746-9643
7 ハンマダン ☎ 031-743-6602
8 山城大家 ☎ 031-743-6559
9 トトリ山荘 ☎ 031-746-5155
10 南漢荘 ☎ 031-743-6572
11 アラリオ ☎ 031-749-6200
12 モッコリ・ヤクスト ☎ 031-744-9216
13 モゴヤ・サンダ ☎ 031-743-6570
14 山城別荘 ☎ 031-743-5399
15 錦繍江山 ☎ 031-743-6595

◎ 南漢山城の南門

29 石山亭 ☎ 031-749-0518
30 百済荘 ☎ 031-743-4296
31 カフェ・オロジ ☎ 031-749-4006
32 山城民俗チプ ☎ 031-743-6585
33 キムガネ・ピンデトク ☎ 031-743-6552
34 ウネンナムチプ ☎ 031-743-6549
35 チャンアンマウル ☎ 031-743-6598
36 ヌティナムチプ ☎ 031-743-6555
37 キブンチョウンナル ☎ 031-746-5155
38 水剌間 ☎ 031-743-6556
39 古宮 ☎ 031-746-2516
40 韓屋亭 ☎ 031-743-6583
41 シェリト ☎ 031-746-6567
42 パジョンドェンデ ☎ 031-746-1034
43 チャンソン ☎ 031-743-6600
44 天日館 ☎ 031-743-6590
45 南門館 ☎ 031-743-6560
46 故郷山川 ☎ 031-742-7583
47 チョガ ☎ 031-745-9893

◎ 南漢山城ロータリー

16 渓谷山荘 ☎ 031-743-0599
17 スプソグロ ☎ 031-746-8020
18 ユ進士宅・チャンチッナル ☎ 031-743-6563
19 ヨンマル ☎ 031-746-9206
20 石村 ☎ 031-749-9338
21 トルチプ ☎ 031-742-8960
22 松林亭 ☎ 031-743-6615
23 モッコリ倉庫 ☎ 031-744-2594
24 白松 ☎ 031-747-5564
25 東村 ☎ 031-746-5335
26 清水荘 ☎ 031-743-6579
27 青瓦亭 ☎ 031-743-6590
28 半月亭 ☎ 031-743-6562

◎ 南漢山城の北門

48 チェノモ酒幕 ☎ 031-748-3405
49 五福ソンドゥブ ☎ 031-746-3567
50 山城スンドゥブ ☎ 031-749-4763
51 象牙宮 ☎ 031-744-0607
52 東門チプ ☎ 031-743-6609
53 五福山荘 ☎ 031-743-6566
54 ト ☎ 031-749-2511
55 新羅会館 ☎ 031-743-6614
56 韓屋体験 ☎ 031-746-5664
57 明日ガーデン ☎ 031-731-0681
58 トゥレ ☎ 031-743-3531
59 莞島チプ ☎ 031-746-7127
60 チョンウォネジプ ☎ 031-742-9399
61 ハムジパク ☎ 031-744-7462
62 沸釜亭 ☎ 031-743-2199
63 コンガンハン・バプサン ☎ 070-8883-3080

◎ 南漢山城の東門

山城ロータリー

南漢山小学校

南漢山城
交番

南漢山城
情報化村
センター

駐車場

駐車場

駐車場
駐車場

P

P

P

P

バスの終点

観光案内所
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南漢山城観光スポット紹介

南漢山城は、韓国で第11番目のユネスコ世界文化遺産に選ばれました。12kmに達する
頑丈な城壁は、山の地形に沿って曲がりくねって伸びています。城壁の道に沿って歩けば、
青い森の向こうにソウル市内と京畿道一帯が一望できます	。

南漢山城の山登りは、5つのコースに大別されますが、所々に横道が多く、
自分のペースにあわせて山登りができます。どのコースを選んでも、

南漢山城が持つ多くの遺跡をまんべんなく見ながら
有意義な半日を過ごすことができる、気持ちの良い散歩道です。

東門
1

最も使用頻度が高かった門で、山城の
南東側にあり、左翼門と言います。こ
の門は幅3.2m・高さ4mです。他の門
に比べて東門は最も低い地帯に造られ
ており、階段があるため牛馬車は通れ
ませんでした。

城郭の北側の海抜367m地点にあり、
1624年に新築された城門と推定されて
います。この門は幅3.25m・高さ3.65m
であり、石の土台の上に10本の迫石を
積んで築きました。1779年に城郭を改
築して戦勝門と呼ばれました。

北門
 

4

山城の北東側の海抜450m地点にあり、
右翼門と言います。西門は1637年に仁
祖が皇太子とともにこの門を通って、
清王朝の陣営に入って和議を結んで降
参した門です。この門は幅1.46m・高
さ2.1mです。 

西門
2

行宮とは、王様が都城の外へ行く際
に、臨時で泊まる場所です。南漢山城
の行宮は、外国からの侵略や内乱があ
る際に、地方から支援軍が来るまで避
難場所として使うため、1626年に建て
られました。行宮の中で唯一宗廟と社
稷を設けました。

行宮
国家史跡第480号

5

指揮と観測をするための軍事目的の楼
閣で、南漢山城にあった5つの将台のう
ち、唯一残っています。清涼山の頂上
にあり、城内に残っている建築物のう
ち、最も華麗で壮大です。1836年に改
築して、外に「守禦将台」という扁額
を掛けました。

守禦将台
京畿道有形文化財第1号

6

城の西南側の海抜370m地点にあり
ます。山城の修築(1624年)以前からあ
り、至和門と言います。四つの門のう
ち、唯一扁額が残っており、最大で威
厳ある中心門で、現在も観光客が最も
よく訪れています。

南門
3

崇烈殿
京畿道有形文化財第2号 京畿道有形文化財第3号 京畿道有形文化財第4号

A

百済の始祖である温祚王と、山城築城
当時の責任者である李曙将軍の魂を   
祭った祠堂であり、毎年陰暦9月5日に
広州儒道会で祭祀を行います。1638年
に建てられ、1795年に朝鮮22代王であ
る正祖(1752～1800)が、「崇烈殿」と
名付けました。

南漢山城の東南側の築城責任者として
謀略にかかった、李晦将軍の霊をなぐ
さめるために建てた祠堂です。李晦と
彼の夫人・宋氏、碧巖大師の肖像画が
安置されています。南漢山城がある
「清涼山」から起因して「清涼堂」と
呼ばれました。

清王朝が侵略した丙子胡乱の際に、敵
への降参を最後まで反対した洪翼漢・
尹集・呉達済の3人の憂国の心を賛える
ため、1688年に李世白の主導で建てた
祠堂です。死んでも王様に服した剛直
なソンビ(学者)の精神を象徴する建物
とされています。

清涼堂
B

顕節寺
C

枕戈亭
京畿道有形文化財第5号 京畿道有形文化財第6号 京畿道文化財資料第14号

D

武器製作所と知られていますが、オン
ドル(床暖房)と板の間、回廊のように
作られた縁側など建物の構造から、武
器製作事務をつかさどる執務室として
使われた、と考えられています。現在
の建物は1751年に李箕鎮が改修して
「枕戈亭」と命名しました。

兵士を訓練するために建設されたもの
で、1625年に南漢山城を築く際に、共
に建てられました。建物内部の真ん中
にある大梁には前後面に龍を、側面に
鳳凰を描いたのが特徴です。

1672年に李世華が建てた東屋です。建
設当時には東屋を中心として前後に3つ
の池があったといわれますが、現在は 
2つだけ残っています。東屋の東側には
李世華の功徳碑が立てられており、3つ
目の池と推定される場所は、現在畑と
なっています。

演武館
E

池水堂
Fヘングン チムゲジョンス オ ジ ャ ン テ ヨ ン ム ガ ン チ ス ダ ン

スンニョルジョン チョンニャンダン ヒョンジョルサ

※ 各スポットの位置は次ページの地図でご覧いただけます。



広州南漢山城鶏肉・鴨肉の水炊き通りの周辺観光マップ
 南漢山城観光案内(行宮観覧) 
南漢山城文化観光事業団 ☎ 031-777-7500 http://nhss.ggcf.kr 
行宮観覧についてのお問い合わせ ☎ 031-746-2811

 南漢山城文化観光解説 
言語：日本語・韓国語
お問い合わせ：南漢山城案内所 ☎ 031-746-1088
ご予約：http://cafe.daum.net/welcomens
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南漢山城文化祭 ♪♬ 

南漢山城は百済の最初の首都で、温祚王の魂が宿る場所です。南漢山城へのイメージチェンジ

と歴史的意味の重要性を伝え、地域文化芸術の発展を図るために文化祭を開催しています。大

同グッ(慰霊祭)、崇烈殿祭享(国が祀る祭祀)、パレードおよび御駕行列(王が乗った駕籠を護衛

しながら歩く大行列)、創作劇「ああ！ 南漢山城」、南門守衛軍点式(交代式)、ポップスオーケ

ストラなどが行われます。◦期間：毎年9～10月中 ◦会場：南漢山城の南門駐車場

☎ お問い合わせ：京畿道広州文化院  031-760-2723～5  www.gjcity.go.kr

広州南漢山城を巡る

5つのコース

※ これは南漢山城の探訪マップです。
 コース別に移動距離と主な拠点を
 表示しましたので、ご参考ください。

南漢山小学校

国清寺

南門チケット売り場

開元寺

望月寺

長慶寺迎春亭

南将台跡地

蜂峰

演武館

崇烈殿

行宮

顕節祠

清涼堂

枕戈亭

西門

管理事務所

 1コース  距離 : 3.8km  所要時間 : 1時間20分
 山城ロータリー → 北門(0.4km) → 西門(1.1km) → 守禦将台(0.6km) 
 → 迎春亭(0.3km) → 南門(0.7km) → 山城ロータリー(0.7km)

 2コース  距離 : 2.9km  所要時間 : 1時間
 山城ロータリー → 迎月亭(0.4km) → 崇烈殿(0.2km) → 守禦将台(0.6km) 
 → 西門(0.7km) → 国清寺(0.1km) → 山城ロータリー(0.9km)

 3コース  距離 : 5.7km  所要時間 : 2時間
 管理事務所 → 顕節祠(0.1km) → 蜂峰(1.8km) → 長慶寺(1.5km) 
 → 望月寺(1.1km) → 池水堂(1.0km) → 管理事務所

 4コース  距離 : 3.8km  所要時間 : 1時間20分
 山城ロータリー → 南門(0.7km) → 南将台跡地(0.6km) → 東門(1.1km) 
 → 池水堂 (0.5km) → 開元寺(0.3km) → 山城ロータリー(0.6km)

 5コース  距離 : 7.7km  所要時間 : 3時間20分
 管理事務所 → 東門(0.6km) → 東将台跡地 (1.1km) → 北門(1.6km) → 西門(1.1km) 
 → 守禦将台(0.6km) → 迎春亭(0.3km) → 南門(0.7km) → 東門(1.7km)

池水堂

東門

北門

南漢山城情報化村センター

南門

東将台跡地

守禦将台

山城
ロータリー

迎月亭

バスの終点

1

2

3

4

5

6

A

B

CD E

F



21京畿道広州市の観光スポット紹介

もう少し		
足を伸ばして	広州市の名所４ヶ所

慶安湿地生態公園   1973年に八堂ダムが建設され、一帯の
農地と低地帯が水に浸かった後、自然に湿地に変わった独
特な場所です。多様な水生植物や渡り鳥、留鳥などが生息
して、野鳥観察と自然学習の場に生まれ変わりました。こ
こは湿地生態自然学習場と散策路があり、家族連れやサイ
クリングを楽しむ人々の憩いの場となっています。  京畿
道広州市退村面亭支里447番地一円  広州市庁山林公園課 
031-760-4774

京畿陶磁博物館   朝鮮500年の歴史を受け継いできた純白
磁・青華白磁・粉青沙器など朝鮮時代の官窯で生産された
伝統陶磁器と、その伝統を継承する現代作家の作品などを
常設展示し、韓国の伝統陶磁文化と歴史を照らし出す企画
展示・特別展示によって、息づく韓国の陶磁伝統が感じ
られます。また広州地域で生産される陶磁器を販売する陶
磁ショッピングモールがあり、現場で購入することができ
ます。  京畿道広州市昆池岩邑京忠大路727  031-799-
1500   http://www.ggcm.or.kr

鶯子峰と天真庵   鶯子峰はウグイスが卵を抱くような姿を
しており、頂上に上ると東には楊子山が、西には武甲山が
見下ろせます。山は668mで高くはないですが、うっそうとし
た森林と清い渓谷があるため深山幽谷といわれています。鶯
子峰は辛酉迫害(カトリック教徒を迫害した事件)の時、カト
リック教徒が迫害を避けて隠れた、韓国カトリック教会の発
祥地である天真庵があり、カトリック信者にはなじみ深い山
です。  京畿道広州市退村面牛山里  広州市庁山林公園
課 031-760-4774   http://tour.gjcity.go.kr

京畿道広州市の南漢山城情報化村   南漢山城の南門付近
にあります。陶磁器作り、ハーブ石鹸作り、トピアリー、
トマト狩りなどのいろいろな体験ができ、村の直売所では
南漢山城で生産されるクリーン農産物(野菜類、ブドウ、
梨、トマト、米、豆、ヒラタケなど)を安く買うことができ
ます。村情報センターの運営は月曜日～金曜日まで、体験
学習は午前10時から午後5時まで。  京畿道広州市中部面
南漢山城路745  031-746-1090   http://namhansanseong.
invil.org(体験や特産物購入の申し込み)

広州南漢山城鶏肉・鴨肉の水炊き通りの宿泊ガイド

京畿道広州はソウルの玄関口であり、南漢山城の精気と
500年朝鮮白磁の歴史を守っている地方です。

最近、首都圏で山と水がきれいな地域として注目を浴び、
文化・観光スポットのメッカとして知られています。

歴史と文化、そして自然が共に息づく
京畿道広州の懐につつまれて、夢のような一夜を過ごしましょう。

京畿道広州市の宿泊施設

一般宿泊施設

宿名 所在地 形態 連絡先 

リディアの庭園民宿 中部面 民宿 031-749-4210
オンドクウィエ・ハヤンチプ 中部面 民宿 010-3647-0521
チョガチプ民宿 南終面 民宿 031-767-2293 
チョンヨウルハウス 南終面 民宿 031-767-0240
ヘジネ民宿 南終面 民宿 031-767-6879
ヌティナム民宿 南終面 民宿 031-767-9285
サムニ民宿 南終面 民宿 031-767-9293
トラベル民宿 退村面 民宿 031-768-3917
チョンオン民宿 退村面 民宿 031-767-3917
草原 退村面 民宿 031-767-0044
スプソゲ庭園 退村面 民宿 031-767-7676
チョンウォネジプ 退村面 民宿 031-769-1325
ヒンヨウル 退村面 民宿 031-765-3998
ドリーミングハウス 退村面 民宿 031-769-1278
Pharos民宿 退村面 民宿 031-769-2554
昆池岩リゾート休養コンドミニアム 都尺面 コンドミニアム 031-8026-5000
京幾広州韓屋村 木峴洞 韓屋民宿 031-766-9677

エンジャボン チョンジナン

キョンアン



舌に絡みつく海の味を楽しみたいなら
浦項九龍浦サンマの干し物・刺身の冷たいスープ通りへ！

浦項九龍浦
サンマの干し物・刺身の冷たいスープ通り

ポ ハ ン

ク ァ メ ギ ム ル フ ェ

ク リ ョ ン ポ
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浦項市南区

浦項九龍浦
サンマの干し物・刺身の冷たいスープ通りの物語

位置  慶尚北道浦項市南区九龍浦邑虎尾路一帯
お問 い合わせ 浦項市庁健康衛生課  054-270-3132 

 http://phtour.ipohang.org  商人会  054-284-4312
アクセス  KTX ソウル駅→新慶州駅(2時間10分所要)
随時運行/新慶州駅から浦項行きのリムジンバスに乗
車し、「浦項市外バスターミナル」で下車(40分所要) 
→九龍浦行きの200番バスに乗り換え、「九龍浦近代文
化歴史通り」で下車(40分所要)
お問い合わせ  http://www.포항터미날.kr  1666-2313 
*2014年にKTX浦項駅の開通予定(2時間10分所要) 

 バス ソウル高速バスターミナル→浦項市外バス
ターミナル(4時間30分所要)→九龍浦行きの200番バス
に乗車し、「九龍浦近代文化歴史通り」で下車
(40分所要) お問い合わせ  ソウル高速バスターミナル 
http://www.exterminal.co.kr  1688-4700 

浦項九龍浦サンマの干し物・刺身の冷たいスープ通りの位置と由来

九龍浦サンマの干し物・刺身の冷たいスープ通り

ク ァ メ ギ ム ル フ ェ

浦項の珍味が味わえる！浦項九龍浦サンマの干し物・刺身の冷たいスープ通り

浦項市内から迎日湾に沿って車で30分ぐらい走ると、青い海に点々と浮かぶ漁船、海の上を

自由に飛んでいるカモメの群れ、低い屋根の家が大小集まっている小さな村が現れます。こ

こがサンマの干し物と刺身の冷たいスープで有名な九龍浦村です。九龍浦港に沿って造られ

た通りには、サンマの干し物と刺身の冷たいスープ、そしてズワイガニを売っている食堂が

並んでいます。昔から九龍浦はいつも荒々しい海と戦いながら生きる漁民の大切な生活の基

盤でした。そのため、誰でも気軽に楽しめる安くてボリュームのある食べ物があふれていま

した。その中でも、浦項の名物として有名なサンマの干し物と刺身の冷たいスープは、九龍

浦で生まれた料理です。

九龍浦の海が作り出したプレゼント、サンマの干し物と刺身の冷たいスープ

サンマの干し物は迎日湾で漁をしていた漁夫達が、ニシンをとって船で干して食べました

が、それがおいしくて大量生産をすることになりました。刺身の冷たいスープは昔、浦項の

近海で豊漁だった時代、食べる暇もないくらい忙しい時に、とれたての魚をみじん切りにし

て、野菜と一緒にコチュジャン(唐辛子味噌)や水を入れて一杯飲み込んだそうです。漁夫の間

だけで流行りましたが、さっぱり、すっきりした味の良さが次第に知られるようになり、浦

項の人々が好んで食べる郷土料理になりました。

浦項の九龍浦だからこそ、その味を出すことができる

九龍浦は天下の吉祥の地と呼ばれる「虎尾串」が近くにあり、四季を通じて新鮮な海産物が

あふれ、冷たい北西風と海風が交差する所なので、温度・湿度・風などの自然環境が最高品

質のサンマの干し物を作るのに最適です。九龍浦に行ってサンマの干し物と刺身

の冷たいスープを食べてこそ、浦項の味が分かると言えます。サンマの干し物と

刺身の冷たいスープを楽しんだ後は、宝石のように美しい海岸風景で眼を楽し

ませましょう。
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九龍浦ではキムチよりありふれたものがサンマの干し物

サンマの干し物は、生のニシンやサンマを干して食べる料理です。一種の熟成した刺身と

言えます。サンマの干し物は海風で丁寧に干してあるため、生臭さは少なく香ばしさがあ

ります。最高品質のサンマの干し物を作るには、温度は最低マイナス10℃、最高10℃が繰

り返され、湿度は10～40%、風は風速10m/secが最適です。九龍浦地域はこの恵まれた自

然条件が揃っています。かつては浦項の迎日湾近海でニシンがたくさんとれたため、ニシン

でサンマの干し物を作りましたが、今はあまりとれなくてサンマで作っています。

サンマの干し物の韓国語である「クァメギ」という独特な名前は地域のなまりと深い関係

があります。串のようなものでニシンの目を刺して干した、という意味のクァンモク(貫目)

から「ン」が脱落し、モク(目)の九龍浦方言である「メギ｣がついて作られた、といわれて

います。冷たい風が吹き始めると、九龍浦に行けばどこででもサンマの干し物を味わうこ

とができます。九龍浦市場や食堂だけでなく、果物屋、靴屋、町のスーパーでもサンマの

干し物を売っています。

サンマの干し物の栄養学的価値

赤茶のサンマの干し物は高タンパク質の料理です。生のニシンやサンマを食べるよりも干し

た方が栄養価がもっと高いです。タンパク質が豊富で肉とは違って、不飽和脂肪酸である

DHAやEPA、オメガ3、脂肪酸がたくさん含まれており、動脈硬化を防いで脳卒中、心臓病

の予防に良いです。必須アミノ酸もたくさん含んでいるため、成長期の子供にもおすすめで

きます。また二日酔いを解消する物質であるアスパラギン酸や不飽和脂肪酸、必須アミノ酸

が含まれており、酒をいくら飲んでも酔わないため、おつまみにぴったりです。食べたら肌

がすべすべになり、体力を補う効能もあります。さらに価格も手頃。冷たい風に身をすくめ

る庶民にとってはありがたい珍味でありスタミナ料理です。

漁夫のファーストフード、刺身の冷たいスープ

刺身の冷たいスープは「水につけて食べる刺身」という意味で、

浦項の漁夫達が最初に食べ始めた料理です。船上で漁をする

間、寒さと空腹を紛らわすために焼酎一杯と一緒に、その場で

魚をみじん切りしてコチュジャン(唐辛子味噌)入りの水につけて

流し込んで食べました。そして彼らが酒を飲んだ翌日の朝、二

日酔いを解消するために飲んだことから「スルクク(酔い覚ましス

ープ)」、また「センソン・ネンクク(魚入り冷製スープ)」とも呼びます。

刺身の冷たいスープは水を適当に入れて魚と薬味(ヤンニョム)をなじませると、ツーッと

のど越しがさわやかです。柔らかい魚の身とやや辛い薬味が一つに調和して、旨みがあり

さっぱりしています。刺身の冷たいスープの刺身は天然活魚を使います。毎日とる新鮮さ

が味の秘訣です。刺身の種類もカレイ、メイタガレイ、ヒラメ、クロソイ、アイナミなど

主に白身魚を使います。刺身の冷たいスープの味のもう一つの秘密は、コチュジャンのピ

リ辛タレです。店ごとに長い伝統と秘法で手作りしたコチュジャンを使うので、刺身の冷

たいスープの味が少しずつ違います。

刺身の冷たいスープは白身魚の代表的な栄養成分であるタンパク質が豊富で、ストレスで

疲れた体や二日酔いを解消するのに最高の料理です。今は、

｢刺身｣といえば高くて高級な料理というイメージですが、

刺身の冷たいスープは安価で四季を通じて新鮮な

刺身を楽しめる珍味中の珍味です。

シコシコしたサンマの干し物と
こくのある刺身の冷たいスープ

ク ァ メ ギ

ム ル フ ェ
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浦項九龍浦サンマの干し物と刺身の冷たいスープが

抜群においしい理由
  

   
浦項九龍浦サンマの干し物と刺身の冷たいスープを  

            さらにおいしく食べる方法 
 

  サンマの干し物
 ➊  サンマの干し物をハクサイ、生ワカメ、海苔などに載せます。

(生臭さが嫌な人はハクサイ、生ワカメ、海苔を一緒に食べても
いいです。)

 ➋  自分の好みに合わせて唐辛子、ニンニク、ワケギなどを加えて
包んで食べましょう！焼酎を一緒に飲むと、思わず｢クゥ～ッ」
という声が出ます。 

 ➌  サンマの干し物を海辺に持って行って、九龍浦の海風に当たり
ながら食べると、もっとおいしいです。  

  刺身の冷たいスープ
 ➊ 刺身と野菜にコチュジャンを3さじぐらい入れて混ぜます。 

 ➋  最初は刺身だけ、そのまま食べます。 

 ➌  半分ほど食べたら、好みに合わせて水を入れます。
 ➍  半分ほど刺身の冷たいスープだけ食べてから、ご飯を入れて
  食べます。
  

  TIP.                                                                                  

	 	 	 < サンマの干し物 >
	 	 ➊	 	サンマの干し物そのままの味を楽しみたいなら、サンマの
   干し物に酢入り唐辛子味噌をたっぷり付けて食べたり、
   生ワカメでぐるぐる巻いて酢入り唐辛子味噌を付けて
   食べると、もっとシコシコして淡泊な味になります。
	 	 ➋	 	サンマの干し物を初めて食べる人は、キムジャンキムチ
   (越冬用キムチ)でサンマの干し物を包んで食べれば、
   生臭さがなくて食べやすいです。

	 	 	 < 刺身の冷たいスープ >
	 	 ➊	 	夏には氷を入れます。水がしみ込んだ刺身はまずいため、
   氷が溶ける前に刺身を食べた方が良いです。
	 	 ➋	 	浦項九龍浦サンマの干し物・刺身の冷たいスープ通りに
   行けば、気性が激しく活かしにくい天然の魚を使った刺身の
   冷たいスープをとても安く食べることができます。
   自由に青空を飛び回るカモメと一緒に潮の香りに包まれて
   食べれば、情緒たっぷり。

刺身の冷たいスープは独特な薬味の味で
人々に愛されています。コチュジャン、
ショウガ、ニンニク、酢を混ぜて6ヶ月間
常温で自然熟成させます。店ごとに作る
材料と秘法が全て違うため、味も異なります。

4℃に冷やした浄水を
使います。こうすることで
不純物が除去されて嫌な臭いが
消え、刺身本来の味がして
歯ごたえが良くなります。

店の主人が毎日、韓国で指折りの
活魚生産地である虎尾串に行って、
とれたての新鮮な魚を手に入れます。

刺身の冷たいスープは酸味が
少ないのが特徴です。温かい
ご飯を入れた時、味の調和の
ために酸味をわざと抑えます。

ご飯

コチュジャン
水

表面は青色のツヤがあって、
中身は赤みがかったものが
良いサンマの干し物です。

サンマの干し物

刺身の材料

ク ァ メ ギ ム ル フ ェ

サンマの干し物の生臭さを消し、口の中
いっぱいに香ばしくてシコシコした味を十分に
楽しむことができます。

ハクサイ、
生ワカメ、海苔、
ワケギ、ニンニク、唐辛子、
酢入り唐辛子味噌、サムジャン
(味噌やコチュジャン、ごま油などを 
    混ぜて作った専用の味噌)

♪♬
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浦項九龍浦	サンマの干し物・刺身の冷たいスープ通り

味の店マップ

近代文化歴史通りの入口

近代文化歴史通り

近代文化歴史通り

虎尾路

200番バス停

駐車場P

1
2

3
4

5 6

7

8

9 10 11
12

13

14 15
16 171819

20

21
22

23

24
25 26 27

28

29
30

31

32
33

34 35

36 37

38
39

40

1 東水宮フェテゲ ☎ 010-9595-5216

2 黄金漁場フェテゲ ☎ 011-9572-2529

3 パダ風景フェテゲ ☎ 010-4215-5377

4 ユガネ・フェテゲ ☎ 011-524-8054

5 テジョン・フェテゲ ☎ 010-6564-4235 

6 テゲナラ ☎ 016-520-4735

7 オダルチン・テゲチョンボク ☎ 010-4030-9022

8 万物水産 ☎ 010-2505-3210

9 天池ムルフェテゲ ☎ 010-8527-5532

10 マッソロ・パヌンチプ ☎ 010-9545-1992

11 中央食堂 ☎ 010-6546-4921

12 パブモグロガジャ ☎ 010-3534-3820

13 ポンダリ・フェテゲ ☎ 011-827-3290

14 テソン・フェテゲ ☎ 010-4632-5313
15 九龍浦フェテゲ ☎ 010-3277-9198

16 三浦フェテゲ ☎ 011-815-6502

17 ペッモリ・フェテゲ ☎ 010-2507-7197

18 パドソリ・フェテゲ ☎ 010-2671-2969

19 トルゴレ・フェテゲ ☎ 011-9564-6434

20 テゲフェ１番地 ☎ 010-5383-6808

21 モポ・フェテゲ ☎ 010-2023-9393

22 ウンジョン・フェテゲ ☎ 010-5120-8664

23 銀波フェテゲ ☎ 010-5383-6808

24 迎日湾フェテゲ ☎ 010-8855-9163

25 蔚山フェテゲ ☎ 010-3530-1419 
26 ウォンギョン・フェテゲ ☎ 010-3827-5295

41 クンバダ・フェテグ ☎ 010-9755-7908

42 ヌルプルン・フェタウン ☎ 010-2761-3389 

※ クンバダ・フェテグ、ヌルプルン・フェタウンは
車で15分ほど離れています。

九龍浦港

九龍浦港

27 ハンナ水産テゲクァメギ ☎ 010-7386-2828
28 清海鎮フェテゲ ☎ 010-3521-8847

29 釜山フェテゲ ☎ 011-547-2268

30 チャンウ・ムルフェテグ ☎ 010-3534-4311 

31 鏡浦フェテゲ ☎ 011-521-2594

32 クァンイル・フェテゲ ☎ 010-2715-2957

33 太平洋フェセンター ☎ 010-3521-8847

34 ハンナル・フェ食堂 ☎ 010-3521-1182

35 ハルメ・チョンボクテゲ食堂 ☎ 010-7473-1019

36 ハナルム食堂 ☎ 010-9101-3176

37 九龍浦チョンボク・トメチプ ☎ 010-3277-9198

38 浦項チョンボク・フェテゲ ☎ 010-9108-3755

39 灯台水産 ☎ 010-8596-2992
40 海風清浄水産 ☎ 018-464-4001
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サンマの干し物が熟成する
九龍浦の美しい海

浦項の歴史をたどる旅

漁村の情緒と東海の絶景を大切に守っている九龍浦。
漁夫の強いなまりと恵まれた自然が調和する九龍浦で、人生への熱い情熱を感じましょう。

産業化をリードした港町・浦項には
その歴史と地元の人々の情熱が息づく場所があり、

浦項の軌跡をたどることができます。

1

4

日帝時代の日本人の居留地であった九
龍浦邑内の長安洞通りには、日本家屋
がそのまま残っています。韓国の人気
ドラマ「黎明の瞳」で日本の町シーン
を撮影する時、長安洞通りがロケ地に
なりました。

九龍浦近代歴史文化通り
 浦項市南区九龍浦邑九龍浦キル153-1 
 九龍浦近代歴史館 054-276-9605

2

虎尾串は韓半島(朝鮮半島)の最東端にあり、
韓半島の地形上で虎の尻尾にあたる場所       
です。韓国で一番早い日の出スポットとして
有名です。韓国現代文学の先駆者である崔南
善(号：六堂)は、日の出が一番美しいことか
ら、ここを朝鮮十景の一つに選びました。

虎尾串日の出広場
 浦項市南区虎尾串面ヘマジ路136 
 054-270-5855  http://homi-got.

ipohang.org/homi-got/

5

灯台の歴史的・文化的な価値や海洋安
全に貢献する役割と海洋思想を、国民
に伝えるための韓国唯一の国立灯台専
門博物館です。観覧客が直接見て聞い
て触れられる体験空間があります。

国立灯台博物館
 浦項市南区虎尾串面ヘマジ路136 
 054-284-4857
 www.lighthouse-museum.or.kr

6

九龍浦海水浴場は浦項から24km、九龍
浦邑から1.5kmほど離れています。半
月型の白い砂浜は長さ400m・幅50m・
広さ6,000坪の規模で、一日1万人が泳
げます。迎日湾の日の出と海釣りが楽
しめる良い条件が備わっています。

九龍浦海水浴場
 浦項市南区九龍浦邑虎尾路426番キル6 
 九龍浦邑事務所 054-270-6561

3
虎尾串～林谷間の海岸絶景

 浦項市南区虎尾串面江沙里～
  東海面都邱里

A

海に接する162kmの海岸線で有名な海
水浴場と文化遺跡地があちこちにあり
ます。海岸線に沿って浦項の文化財
と遺物を鑑賞し，迎日湾の美しさが
楽しめる東海岸最高のドライブコース        
です。

B

昔の新羅時代からの呼び方｢ヘダル モッ
(日月池)｣を、漢字が韓国に入ってから
漢字式で呼ぶことになり、「イロルチ」
と呼んでいます。また、天を祭った池と
いうことから｢天祭池｣、日と月の光が再
び戻ったことから「光復池」とも呼び
ました。

ポスコ歴史博物館と夜景
 浦項市南区東海岸路6213番キル14 
 054-220-7720～1

C

韓国の鉄鋼大手「ポスコ」の現在と
過去、そして未来が共存する歴史館        
です。ポスコの夜景はきらびやかな
LED照明と調和して浦項のもう一つの
見どころであり、松島海水浴場、迎日
台海水浴場、海島公園から眺める夜景
がそれぞれの魅力を発散しています。

浦項艦
 浦項市南区運河路205(東濱クンダリの隣) 
 浦項艦体験館 054-231-3882

D

黄海の白翎島近海で北朝鮮の潜水艇の
攻撃によって沈没した韓国軍の哨戒艦
「天安」と同じ仕様の艦艇であり、30年
近く祖国の領海守護の任務を成し遂げ
て名誉除隊した、1,200トン級の韓国海
軍の主力哨戒艦です。

E
吾魚寺

 浦項市南区烏川邑烏魚路1 
 054-292-2083

F

新羅26代王である真平王の時代に建てられ
ました。新羅時代の僧侶・元暁大師と恵空禅
師がここで修行する時、法力によって小川の
魚を生き返らせる技をかけましたが、生きて
力強く泳ぐ魚を互いに自分が生かした魚だと
言ったことから、｢私の吾、魚の魚」の字を    
とって、吾魚寺と名付けられました。

ホ ミ コ ッ へ マ ジ ポ ハ ン ハ ム オ オ サ

九龍浦長吉里複合釣り公園
 浦項市南区九龍浦邑東海岸路4376 
 浦項市庁水産振興課 054-270-2764

九龍浦邑東海岸路にある無人島「ポ
リットル」は、周りの景観がすばらし
く、魚がたくさん釣れる場所として知
られており、釣り師や家族連れの旅行
客が楽しめる多機能複合釣り公園とし
て造られました。

虎尾串の荘厳な日の出と広々とした東
海が一目で見晴らせる場所です。韓民
族日の出祭りが開かれる日の出広場や
共生の手オブジェ、虎尾串灯台、灯台
博物館などが一望できる、東海岸最高
の展望台に挙げられています。

新千年記念館
 浦項市南区虎尾串面ヘマジ路136 
 054-270-5855

日月池
 浦項市南区烏川邑忠武路 
 054-245-6062

松林の森 
 浦項市南区松島洞松島海水浴場の

     周辺

1910年頃から、ある篤農家が海風に強
い海松などの苗木で造林し、森になり
ました。浦項市が防風林として指定・
管理し、各種利便施設や文化施設を設
置して、今は多くの市民から森林浴と
休息、体力づくりの場として愛されて
います。

セチョンニョン ソ ン ニ ム ス プ

イ ロ ル チ

※ 各スポットの位置は次ページの地図でご覧いただけます。
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虎尾串～林谷間の
海岸絶景

A

日月池B

浦項艦D

松林の森 E

国立灯台博物館

中明生態公園

虎尾串日の出広場

吾魚寺
F

ポスコ歴史博物館と夜景
C

1 九龍浦長吉里複合釣り公園

九龍浦
海水浴場

3

2 九龍浦近代歴史
文化通り

新千年記念館 4

5

6

浦項高速バス
ターミナル

九龍浦サンマの干し物祭り♪♬ 
九龍浦の冬の珍味であるサンマの干し物を広報・販売するため、毎年11月から12月中に九
龍浦港の前にあるアラ広場を中心に開かれます。サンマの干し物の試食や販売など、多彩な    
イベントが行われます。☎ お問い合わせ：054-270-2241 (浦項市庁観光振興課)

虎尾串韓民族日の出祭り♪♩ 
韓半島の最東端である虎尾串で開催される全国最大級の日の出祭りであり、1万人のトックク
(雑煮)作り体験イベントなどで有名です。
◦期間：毎年12月31日～1月1日 虎尾串面虎尾串観光地

名物料理と一緒に楽しみたい

周辺観光スポット
浦項九龍浦は豊かな海産物と強いなまりで、自然に親しみが
わくような人情たっぷりの町です。浦項の名所を巡る間、
浦項の人々の生き生きとした姿や海のように広い心を
たっぷり満喫できます。

 浦項シティツアーバス 
出発場所：浦項駅/市外バスターミナル(グランドアベニューの前)
利用料金：一日ツアー 大人6,000ウォン/学生・障がい者・65才以上 4,000ウォン
           半日および夜間ツアー 大人4,000ウォン
                  学生・障がい者・65才以上3,000ウォン
予約に関するお問い合わせ：www.hdair.kr ☎ 054-278-8500

※ これは浦項市南区の地図です。九龍浦サンマの干し物・刺身の冷たいスープ
通りを基準として公共交通機関を利用する時、1時間前後で移動できる

    観光地をご案内しています。

浦項九龍浦サンマの干し物・
刺身の冷たいスープ通り

バス10分

徒歩20分

バス20分

徒歩5分

徒歩5分

1

2
3

4
5

6

バス30分
(1回乗り換え)

バス20分

バス+徒歩30分徒歩10分

バス+徒歩
40分

A
B

C

D

E

F

浦項市外バス
ターミナル



37浦項市の観光スポット紹介

もう少し		
足を伸ばして	浦項の名所4ヶ所

内延山宝鏡寺郡立公園/内延山12瀑布   内延山(710m)は宝
鏡寺と12の滝があることで有名です。お寺の周辺の樹林が
うっそうとして、猛暑をしのぐのに最適です。内延山清河
谷の12瀑布(滝)は景観がすばらしく、絶壁の下に大きく流
れる川の光景に思わずため息が出ます。登山道が整えられ
ており、誰でも上り下りができます。  浦項市北区松羅
面中山里  浦項市観光振興課 054-270-2241   浦項市庁 
http://phtour.ipohang.org

環湖公園   市民が楽しめる憩いの場である地域初・最大規
模の公園です。浦項市立美術館があって、年中品格ある展
示や公園で開催される多彩な文化行事で見どころ、楽しみ
どころがいっぱいです。松林の道に沿って造られた散歩道
は自然の地形を活かし、展望台から見下ろす眺望は最高   
です。特に浜辺公園から見下ろせるポスコと迎日台海水浴
場の夜景はまさに幻想的です。  浦項市北区環湖洞一円 

 浦項市公園管理事業所 054-270-6591

竹島市場   東海岸最大の伝統市場。鯨肉、鮫肉、マンボウな
ど普段見られない魚に出会えます。伝統市場のにぎやかな取
引のやりとりを聞きながら、マクフェ(その日の新鮮な魚を
種類に関係なくさばいた刺身)タウン、刺身の冷たいスープ
通り、酔い覚ましスープ通り、すいとん通りなど、安くてボ
リュームたっぷりの庶民料理が味わえます。約700台の車が
駐車できる12ヶ所の駐車場が用意されており、浦項の中心に
あるため、交通が便利です。  浦項市北区竹島市場13キル
13-1  浦項竹島文化観光型市場育成事業団  054-244-5888

浦項九龍浦サンマの干し物・刺身の冷たいスープ通りの宿泊ガイド

新年になると、いち早く日の出を見たい数多くの人々で賑わう天下の吉祥の地、虎尾串。
浦項は山と海を抱く恵みのスポットです。
自然がくれる運気を求めて、旅行者の足は浦項へと自然に向かいます。

浦項の宿泊施設

一般宿泊施設

宿名  連絡先 

チャジャクナムホテル  054-276-5858
マリン荘旅館  054-284-2225
MGMグランドモーテル  054-284-4555
クポモーテル  054-284-0882
巨星荘旅館  054-276-8823
江東荘  054-276-2886
アクアモーテル  054-284-6900
嶺東旅館  054-276-3813
金剛荘旅館  054-276-3011
迎賓荘旅館  054-276-2729
シンド旅館  054-276-2733
九龍浦アラペンション  054-282-2840
エルマールペンション  010-4611-3080
海宮ペンション  054-276-2509
ファンボキョンブ民宿  054-276-4332
カンサンニョン民宿  054-276-5415
虎尾串温泉ランド   054-276-8800

浦項市地域のグッドステイ

宿名  連絡先 

延山温泉パーク  054-262-5200	

アップルツリーホテル  054-241-1234
エコーホテル  054-282-8787

浦項市近隣のベニキア

宿名  連絡先 

ベニキアホテル浦項  054-282-2700

※「ベニキア」、「グッドステイ」は
       韓国観光公社が認定する宿泊施設のブランドです。

チュクト ファンホ

ネ ヨ ン サ ン ポ ギ ョ ン サ

慶尚北道樹木園       合計
3,222haの敷地に1,510種・
17万9,226本の草木が植栽
されており、東洋最大の規
模を誇ります。展示室に
は木材見本や薬用植物、
野生動物、剥製などを展
示し、野外には人工池を
作って休息空間を設けま
した。慶尚北道地域住民
の 学 習 と 憩 い の 場 で あ
り、美しい人工池はカッ
プルのデートコースにも

最適です。  浦項市北区竹長面樹木園路647  054-260-
6100   http://www.gbarboretum.org



全国で一番おいしい	新鮮なユッケビビンバを食べに
咸平天地韓牛ビビンバ通りへ！

咸平天地
韓牛ビビンバ通り

ハンピョン

ハ ヌ

チョンジ
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位置  全羅南道咸平郡咸平邑の市場キル・中央キル・
頴水キル一帯  お問 い合わせ 咸平郡庁民願奉仕課  061-320-
3355  http://tour.hampyeong.go.kr  咸平郡庁観光
案内  061-320-3733
アクセス  電車 ソウル龍山駅または永登浦駅から咸平行きの
セマウル号またはムグンファ号に乗車→咸平駅に到着
(約4時間30分所要)→咸平天地韓牛ビビンバ通りまで
バスで15分 乗車券に関するお問い合わせ・ご予約 1544-7788 
http://www.korail.com  バス ソウル高速バスターミナルで湖
南線の光州行きの高速バスに乗車→光州市外バスターミナル
で下車(3時間30分所要)→咸平行きの市外バスに乗り換え(30分
所要)→「咸平市外バスターミナル」で下車→咸平天地韓牛ビ
ビンバ通りまで徒歩5分 お問い合わせ  ソウル高速バス
ターミナル 1688-4700 http://www.exterminal.co.kr 
光州錦湖ターミナル http://www.usquare.co.kr 062-360-8114 
咸平公用ターミナル 061-322-0660 

咸平郡

咸平天地韓牛ビビンバ通りの位置と由来

咸平天地韓牛ビビンバ通り

咸平天地の豊かさがそのまま生きている咸平ユッケビビンバ

咸平は昔から広い野原と干潟に恵まれて、水も空気もきれいな地域として｢咸

平天地｣と呼ばれました。工場が一つもないクリーンな自然と広い草地が牛を

育てるのに良い環境なため、咸平では牛を育てる人がたくさんいました。咸平

牛が良いことが知られ、良い牛を買うために人々が咸平に押し寄せ、自然に牛

市場ができました。

咸平牛市場は1900年代初めから発達しました。「咸平牛市場が全羅南道地域の

牛の値段を左右する｣という言葉があるほど、取り引きが多く行われました。

一時は一日に700～800頭が売れ、夜明けに始めて夕方まで開かれることもあ

りました。牛市場は咸平5日市と共に開かれました。市日になると、牛市場は

買い物をするため全国から集まった人々でひしめき合うほど賑やかでした。

代々引き継がれる100年伝統の味、韓牛ビビンバ通り

市場には様々な食べ物が登場するものです。咸平の女性達が家から食材を持ってきて市場に席

をつくってビビンバを売りました。そして、さらにおいしいビビンバを作るために、牛市場の

隣にある屠殺場から出た新鮮な牛肉をビビンバに載せて売り始めました。その時から、咸平牛

市場のビビンバが市場にきた人々の人気を呼び、「咸平ユッケビビンバ｣が誕生しました。

牛市場はもともと咸平5日市が立つ今の場所にありましたが、1995年に現代式な施設をととの

え、川辺の向こう側に引っ越ししました。代わりにその場には、2～3代にわたって昔の市場の

ユッケビビンバの味をそのまま受け継いでいる食堂が市場を囲んで大小集まっています。韓牛

ビビンバ通りに行くなら、咸平5日市(毎月2と7のつく日)が立つ日をおすすめします。ユッケ

ビビンバを一口食べて温かいソンジックク(牛血塊辛味スープ)を飲めば、市場の人の温もりを

感じられるでしょう。

咸平天地韓牛ビビンバ通りの物語
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ビビンバの由来

ビビンバの昔の名は｢コルドンバン(骨董飯)｣です。肉などを含んだ色々なおかずをご飯に混

ぜて作った料理を意味します。骨董飯に関する記録は、朝鮮末期に編纂された著者未詳の料

理本『是議全書』に初めて出てきます。漢字で「骨董飯」、ハングルで「ブブィンバプ」と

書いてあります。｢ご飯を炊いて肉は味付けして炒めて、様々なナムル(和え物)を炒めておい

て…(中略)…スープは雑炊に使う｣と書かれた調理方法から、今のビビンバに似ていることが

分かります。そして残った料理は年を越さず、その年の陰暦12月30日の大みそかに全部集

めて骨董飯を作って食べた、という民間風俗も記録に残っています。

咸平ユッケビビンバの特徴

韓国には咸平、全州、晋州など、ビビンバがおいしいと評判の地域が非常に多いです。その

中でも咸平ユッケビビンバの特徴は、たっぷり入ったユッケ(牛肉の刺身)とゆでた野菜、そ

して牛骨からにじみ出る澄んだスープのソンジッククとゆでた豚の脂身が添えて出されるこ

とです。特にビビンバ同様に真心がこもった料理が澄んだスープのソンジッククです。牛

骨を一晩中煮込んでしみ出した肉汁に、新鮮な牛血塊(ソンジ)を入れて強火でさらに煮込む

と、臭みと不純物が取れたスープのソンジッククが出来上がります。ソンジは絹ごし豆腐の

ように柔らかく、汁の味がさっぱりしています。そして、ゆでた豚の脂身は千切りして別の

皿に載せて出ますが、自分の好みにあわせて入れて食べると、とても香ばしいです。

咸平ユッケビビンバの味の秘訣は、良い材料にあります。ユッケ用の肉は、店のオーナーが

毎日明け方に肉屋に行き、当日さばいた韓牛の雌牛だけを直接購入します。肉を載せた皿を

傾けても落ちないほど、新鮮で臭いも全くしません。さばいたばかりの肉を買うので、値段

も安いです。10種類以上の野菜は自家栽培したり、地元で生産された旬の野菜を使い、ゴ

マ油は毎朝新しく搾ったものを使用します。そしてもう一つの味の秘訣はコチュジャン(唐

辛子味噌)の代わりに入れる薬味「タデギ」。唐辛子粉やにんにくのみじん切り、アミの塩

辛を混ぜて長時間熟成させたこのタデギは、咸平ユッケビビンバの味を左右する大事なポイ

ントといえます。	

咸平ユッケビビンバの効能

咸平ユッケビビンバに入れる牛肉は、脂身のないランプ肉を使います。鉄分が多く入ってビ

タミンBが豊富で妊産婦や貧血がある人に良く、リシン成分が入っており、子供の成長に役

立ちます。また、各種ビタミンや無機質が多く入っており、肌の美容にも良いです。価格も

手頃で(1人前7,000ウォン)、100年伝統の味を楽しめる咸平ユッケビビンバは一石三鳥の健

康食です。

ソンジックク

全州ビビンバ 晋州ビビンバ

豚の脂身

咸平ユッケビビンバ

おいしくて新鮮な
ユッケ

香ばしい肉汁を含んだ
咸平ユッケビビンバに関する歴史的背景



生肉は筋に沿って
ざくざくと切ります。

注文が入ってから
すぐ切るので鮮度は
最高！！

ご飯は二度炊き
するため米粒が
ふっくら！

咸平ユッケは
味付けをしません。

金糸卵をのせてゴマ油を
かけます。ゴマ油の香ばしい
匂いが食欲アップ！！！

きれいにゴマを
ふりかけます。

器も材料も温か！
ボリュームもたっぷりで
心も温か！つまり咸平ビビン
バは、温かいビビンバなの
です！！！

完
成
！！！

野菜をソンジッククのスープで茹でます。野菜の味が肉汁に
しみ出てソンジッククがさらにおいしくてさっぱりします。

ソンジックク

豚の脂身

薬味と茹でた野菜をのせます。

生肉をたっぷり
のせます。

ビビンバ用の真鍮の器は、熱湯で
温めて料理を入れます。

おいしい薬味

45咸平天地韓牛ビビンバの作り方

咸平ユッケビビンバが

抜群においしい理由
  

  
咸平ユッケビビンバをさらにおいしく食べる方法 ♪♬

 

 ➊  咸平ユッケビビンバは、薬味を入れるため、コチュジャンは
  入れません。コチュジャンは別に出るので、自分の好みに
  合わせて入れて食べましょう。
 ➋  咸平ユッケビビンバは箸で軽く混ぜると、材料の味が生きて
  さらにおいしくなります。
 ➌  豚の脂身は、蒸し器で蒸して脂身を取ると歯ごたえがあります。

ビビンバに入れて一緒に混ぜて食べたり、別に食べます。
 ➍  ビビンバをスプーンにすくい、熟成キムチをのせて食べると、
  全羅道の味が広がります。 

  TIP.                                                                                  

	 	 ➊	 	ユッケが食べられない人は、注文する時にあらかじめ話したら、
生肉をソンジッククのスープにさっと通して出してくれます。

   または、ユッケ石焼きビビンバを注文してみましょう。石釜の
   熱でユッケを焼いて食べる方法です。
	 	 ➋	 	子供や外国人が食べるビビンバは、唐辛子粉で作った薬味の
   かわりに醤油を入れて辛くないように作ってくれます。			
	 	 ➌	 	ご飯とソンジッククは食べ放題です。



47咸平天地 韓牛ビビンバ通り 店舗一覧

咸平ユッケビビンバ
味の店マップ

咸平公営
バスターミナル

1

2

4

5
6

9

7
8

11

12

13

10

3

咸平5日市

頴水橋

牛市場

クムソン食肉食堂 
☎ 061-324-5775

ナビエクム ☎ 061-323-1570

チャンアン食堂 
☎ 061-322-5723

牡丹亭 ☎ 061-324-5551

万福食堂 ☎ 061-322-1180

花郎食堂 ☎ 061-323-6677

仙遊食堂 
☎ 061-324-4005

チョロク食堂 ☎ 061-324-8200

ナクチマダン ☎ 061-322-2419

栢香木 ☎ 061-324-5200

木浦食堂 ☎ 061-322-2764

大興食堂 
☎ 061-322-3953

ポンミョン食堂 ☎ 061-322-2637
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咸平エキスポ公園
 全羅南道咸平郡咸平邑困斎路27 
 061-320-2212

1

草花類や樹木で作られた美しい造園の
ほか、蝶・昆虫生態館、ツシマクロア
カコウモリ生態展示館、蝶・昆虫標本
展示館、韓国淡水魚科学館、化石展示
館、森の中の昆虫村、人工湿地公園、
園芸治療館、昆虫生態学校、水遊び施
設などがあります。

天然記念物第108号。樹齢は約350年と
推定されています。エノキ、ケヤキ、
イヌシデなど7種の木が植えられてい
ます。ここに街路樹のように木が並ん
だ由来は、地形的な欠陥を補うための
風水説とされています。

大洞エノキの森
 全羅南道咸平郡大洞面鶴洞路

     438-13

2

干潟の海水にヨモギ、炭、わらかますなど
を入れて、松薪の火で熱した陶石(ゲルマニ
ウム成分が韓国平均より300倍以上多く含む)
を入れた後、陶石が冷めるにつれ熱くなった
海水にタオルをひたして体を覆い、痛いとこ
ろをもめば関節炎、皮膚病、出産後の痛みな
どに特効がある、と知られています。

ゲルマニウム海水サウナ
 全羅南道咸平郡孫仏面石山路69 
 061-322-9487、9489

5

白い砂浜が200mぐらいのこぢんまり
とした海辺で、周りに松の森があり
ます。防波堤のドライブコースと夕
暮れ時が素晴らしく、旅行客の休息
空間として最高のスポットです。

雁落海辺
 全羅南道咸平郡孫仏面雁落キル132 
 061-320-3611

6

リアス式西海岸の絶景と、銀色にきらめく
白い砂浜が広がっています。松林には小屋
や枕木の橋などがあり、夏の避暑地として
脚光を浴びています。干潟生態体験学習場
は探訪路があり、干潟に生息する生物を観
察できるように作られています。

トルモリ海辺 /
干潟生態体験学習場

 全羅南道咸平郡咸平邑トルモリキル616-10 
 061-320-3823

4

咸平の代表的な環境にやさしい農業体
験村です。海水に7年間浸して15年間
干した松で建てた、と伝えられる牟平
軒。坡平尹氏の宗家などで古宅体験が
できます。

牟平村
 全羅南道咸平郡海保面上牟キル61-4 
 061-322-0477(上牟敬老堂)
 www.mopyeong.com

D

伝統の花と、人工生態館の中で一年
中蝶々が飛んでいる全国一の生態公
園。蘭の常設展示館をはじめ、春蘭培
養館、風蘭館、東洋蘭館、野生蘭館、
韓国の花生態学習場、青少年キャンプ
場、キャンピングトレーラーなどを共
に運営しています。

咸平自然生態公園
 全羅南道咸平郡大洞面鶴洞路1398-77 
 061-320-3514  www.ecopark.or.kr

3
紫山書院

 全羅南道咸平郡厳多面困斎路688 
 061-320-3249

A

韓国の性理学を定立した大学者・鄭介
清(号：困斎)が1589年の党争である己
丑獄事に巻き込まれて島流し先で病死
すると、彼の弟子達が師匠の名誉回復
運動をおこして建てた書院です。地方
有形文化財第146号の愚得録木版が所
蔵されています。

古幕川石橋
 全羅南道咸平郡鶴橋面古幕里629 
 061-320-3249

B

高麗時代の1274年に古幕大師が作った
という石橋で、木造架構を石造に変え
た形態を取っています。光州 ～ 木浦
間の道路が浸かってしまう荒波でも今
日まで健在しており、驚きを禁じ得ま
せん。宝物第1372号に指定されてい
ます。

咸平生活遺物展示館
 全羅南道咸平郡羅山面文化路112 
 061-320-3853

C

カボチャとカブトムシ模様の展示館を建
て、独特な見どころを提供します。展示さ
れている生活遺物を観覧し、先祖の知恵と
賢さをうかがうことができる複合文化芸術
空間です。公園には彫刻家イ・ゴンヨンの
作品が展示されており、彼と一緒に陶芸体
験もできます。

ヒガンバナ公園
 全羅南道咸平郡海保面龍泉寺キル209 
 061-320-3617(海保面事務所)

E

ヒガンバナは韓国100景の中で48景に選
ばれた花で、龍泉寺の周辺に自生して
います。秋の蝶であるミヤマカラスア
ゲハと調和して壮観です。ヒガンバナ
公園は、40分ほどで散策できます。9月
中旬に花が満開になる時、ヒガンバナ
祭りが開かれます。

龍泉寺(石灯籠)
 全羅南道咸平郡海保面龍泉寺キル209 
 061-322-1822

F

新羅の聖徳王～景徳王にわたって、初めて
百済に仏教を伝えた、というインドの僧・
摩羅難陀によって創建されたお寺。石灯籠
は17世紀のもので、1685年に建てたと刻
まれています。笠石が独特な入母屋造りの
形態であり、柱には亀の形状が彫刻されて
います。有形文化財第84号。

咸平	の大自然の懐に抱かれる 咸平の大地に残された
遠い昔の人々の暮らしに想いを馳せる

静かだった咸平が、生態自然環境の魅力を十分発揮して、韓国を代表する
生態観光地になりました。子供は蝶を見て楽しめ、大人は咸平天地韓牛で
力が出る咸平へ旅行に出かけましょう。

水が澄んで空気がきれいな咸平天地は、人々が暮らす最適の立地環境を持っています。
そのため、伝えられる物語も豊かです。昔、韓国人の先祖が歩んできた速度で

ゆったりと咸平の物語の中に入ってみましょう。

ア ナ ク モピョンマウル コ ン ム ル ッ ヨンチョンサ

テ ド ン ペ ン ナ ム ス プ チャサンソウォン コマクチョン

※ 各スポットの位置は次ページの地図でご覧いただけます。
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咸平エキスポ公園1

咸平公用
ターミナル

咸平郡庁

咸平蝶祭り♪♬ 
世界初の、生きた蝶と昆虫、自然をテーマに開かれる、代表的な環境にやさしい祭りです。
毎年5月に咸平一帯の花畑で数万匹の蝶が作り出す美しさが楽しめ、多彩で楽しいイベントが
行われます。◦期間：毎年5月 ◦会場：咸平エキスポ公園

☎ お問い合わせ：咸平郡庁 www.hampyeong.go.kr

大韓民国菊香大典♪♩ 
色とりどりの菊が満開の風景と、菊で作られた様々な作品を見ることができます。その他にも
臼、ひき臼、背負子など、伝統生活用品をそろえた「伝統民俗体験場」が楽しめます。
◦期間：毎年10月末 ◦会場：咸平エキスポ公園

☎ お問い合わせ：咸平郡庁文化観光体育課 061-320-3364

ユッケビビンバと一緒に楽しみたい

周辺観光スポット
けがれのない純粋な自然が美しい咸平。
豊かな食べ物や自然の驚異を満喫しながら
ひと息つける、癒しの旅に行きましょう。

紫山書院A

古幕川石橋B

牟平村D

※ これは咸平郡の地図です。観光地の
     区間別移動距離を表示しましたので、
     徒歩や公共交通機関を利用する時に
     ご参考ください。

咸平生活遺物展示館
C咸平自然生態公園3

2 大洞エノキの森

ゲルマニウム海水サウナ5

咸平天地
韓牛ビビンバ通り

10km
車20分

27km
車30分

14km
車15分

20km
車30分

徒歩3分

A
B

C

D
E

F

4

雁落海辺
6

龍泉寺(石灯篭)
F

ヒガンバナ公園

E

トルモリ海辺/干潟生態
体験学習場

西
海
岸
高
速
道
路

務安光州高速道路

3km
徒歩20分

11km
車20分16km

車25分

4km
徒歩30分

10km
車20分6

5

4

3

2

1
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晴れた空とすがすがしい空気、そよ風が手まねきして通り過ぎる
旅人の足を止める咸平。咸平のあちこちにある宿は、まるで田舎の家のように
心地よく、ゆっくり休むことができます。

咸平の宿泊施設

全羅南道咸平郡地域のグッドステイ

宿名 連絡先 

咸平ダイナスティー 061-320-7717

一般宿泊施設

宿名 連絡先 

ニューシャンゼリゼホテル 061-323-1200
モアモーテル 061-324-2266
咸平旅館 061-323-8123
セミョン荘旅館 061-322-2470
頴水荘 061-322-1345
ショー無人テル 061-324-4431
ラッキー荘  061-322-0770
ポウンモーテル 061-322-4457
コリア旅館  061-322-6500
国際旅館  061-322-0880
ヒルトップモーテル 061-323-7047
リズ旅館  061-323-8822
京仁荘  061-323-8895
ホワイトモーテル 061-322-1123
芸家ペンション  061-323-7500
サスミラン・ベラン  061-323-9600※ 「グッドステイ」、「韓屋ステイ」は

        韓国観光公社が認定する宿泊施設のブランドです。

全羅南道咸平郡地域の韓屋ステイ

宿名 連絡先 

牟平軒 061-323-6078

もう少し		
足を伸ばして	咸平の名所4ヶ所

新徳里・礼徳里古墳群   新徳里古墳群は、前方後円墳とし
ては内部構造が石室と判明された最初の古墳であり、韓国と
日本の古代文化の交流関係を明らかにする重要な遺跡です。
礼徳里古墳群は全羅南道記念物第143号に指定されており、
内部構造が大型甕棺と推定されています。新徳里・礼徳里古
墳群は百済系の古墳様式で、3世紀末から6世紀の間、その地
域だけの独自の勢力が存在した可能性を裏付ける遺跡です。

 新徳里古墳群：全羅南道咸平郡月也面礼徳里山176～178  
 礼徳里古墳群：全羅南道咸平郡月也面礼徳里山170-3

石頭漁村体験村   2002年に海洋水産部により「漁村体験観
光村」に指定された石頭村は、海水サウナと人工海水プール
で有名で、7～8月にはウナギ取りやアサリ掘り体験などを
実施します。毎年トルモリ海水浴場の開場期間には、環境
部が支援する生態体験学習場を運営して、干潟専門家の指
導で干潟体験ができ、約30種の干潟生物が水族館で遊泳す
る干潟水族館も運営しています。  全羅南道咸平郡咸平邑   
トルモリキル589  061-320-3412

一江金澈先生記念館   上海臨時政府庁舎の確保など、臨時
政府の樹立や運営に主導的な役割をした、独立運動家・
金澈(号：一江)を賛えるために、故郷の咸平に建てられま    
した。祠堂、修養館、記念館などは地域住民の文化の場と
して活用され、中国現地の建物である上海臨時政府庁舎を
再現しました。記念館には彼の生前の写真、遺物などと、
一緒に活躍した独立活動家の各種資料が展示され、臨時政
府の会議場面などが再現されています。  全羅南道咸平
郡新光面一江路873-1  061-320-3384

咸平5日市   毎月2と7のつく日に開かれる咸平5日市には、
100年の伝統を誇るほど南道の特産物が全て集まります。
ないものは無い、といえるでしょう。5日市の醍醐味は、
ぶらぶら見物しながらいろいろなおやつを買って食べる面
白さにあります。咸平5日市は田舎の人々の文化空間であ
り、唯一のコミュニケーションの場です。そして、旅行客
には田舎の人情を感じることができるスポットです。咸平
5日市の日は、牛市場も一緒に開かれます。  全羅南道咸
平郡咸平邑市場キル49-1

シ ン ド ン ニ イ ェ ド ン ニ ソクトゥ

イルカン・キムチョル
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国土   韓半島は南北約1000km、東西の最短部が216kmという細長い

形をしています。総面積は、日本の青森県を除いた本州とほぼ同じ

約22万km2、現在はそのうちの南部分45％が大韓民国で、東と南側が

海を挟んで日本と向かい合うお隣りの国です。韓半島の海岸線は、

東海岸は比較的単調ですが、西・南海岸は深く入り組んでいて、周

囲にはおおよそ約3400もの島があります。全国土の70％が丘陵と山

岳地帯で、特に東北部は険しく雄大、南部は平野が広がり、穀倉地帯

となっています。河川は、広い川幅と緩やかな流れが大陸的な印象を

与え、主な河川は洛東江(525km)、漢江(514km)、錦江(401km)です。

国旗と国花   韓国の国旗の模様は東洋哲学の陰陽原理を象徴し、中

央に「宇宙最高の原理」を意味する「太極」を円で示しています。

青と赤は陰と陽、火と水、男と女、動と静など融合と調和を象徴

し、四隅にある卦の左上は天、右下は地、左下は日(火)、右上は月

(水)で、対立と均衡を表現しています。韓国の国花の無窮花(ムクゲ)

は、散っては咲き、また散っては咲く生命力の強さを韓国の歴史と

性格に例えることが多く、7月から10月に素朴な花を咲かせます。

気候   韓国は、北半球の中緯度上に位置し、四季がはっきりとした冷温帯気候です。南北に長い地形のため

南下するにつれ海洋性の温和な気候になります。

言語   ウラルアルタイ語系に属し、独特の表音文字であるハングルを使用しています。母音10、子音14、複

合母音11、濃音5の計40の記号(文字)を組み合わせて表現するもので、文章の基本的な構造は日本語と似てい

ます。

ビザ(査証)   観光の目的で訪韓する日本人観光客は、90日以内の滞在に限りビザが免除されます。91日以上

滞在する場合にはビザが必要となりますので、詳細は駐日韓国公館までお問い合わせください。

駐日本大韓民国大使館 

 81-3-3452-7611  http://jpn-tokyo.mofat.go.kr(日)

通貨   韓国の通貨はウォン(₩)で、紙幣は1,000、5,000、10,000、50,000ウォンの4種類、硬貨は10、50、

100、500ウォンの4種類があります。両替は空港内の両替所や銀行、大型ショッピングセンターなどで可能

です。ほとんどの銀行で日本円から韓国ウォンへの両替が可能で、市内や空港の免税店では米ドルや円がそ

のまま使える所もあります。

• レート(2014年8月基準)：1ドル＝1,013ウォン、100円＝976ウォン

• クレジットカード：VISA、MASTER、AMEX、JCBなどがホテル、デパート、

免税店などの各加盟店で使えます。

電圧   韓国では220Vを使用しています。プラグの形状は、丸い穴が2つ空いているもので、フランス、ドイ

ツ、オーストリア、ギリシア、トルコなどと同じです。ヘアドライヤーやシェイバーなどは変圧式か乾電池

式を持参した方が良いでしょう。また、ほとんどのホテルにはドライヤーが備え付けられています。

TIP.

観光苦情申告センター   
韓国旅行で困ったことや不快な点、またご意見のある場合には、韓国観光公社が運営する観光苦情申

告センターまで電話やFAX、メール、申告用ハガキなどでご連絡ください。

 ソウル特別市中区清渓川路40 観光案内センター内(地下1階) 

 02-735-0101  02-777-0102  tourcom@mail.knto.or.kr

春  3月下旬に済州島から桜前線が北上し、

ソウルでは4月中旬頃桜が見られます。桜

の他にもレンギョウ、ツツジなどが野山

を彩ります。暖かな陽気が続きますが、気圧の差に     

よって黄砂現象やフェーン現象も見られます。

夏   6月から9月初めまでは高温が続き、特

に7月中旬から8月中旬までは海や山などが

多くの行楽客で賑わいます。熱くなった地

表熱による上昇気流のせいでにわか雨も多くなりま

すが、6月下旬から7月にかけては本格的な梅雨の季

節となります。

冬   12月から3月中旬まではシベリアから

の寒波のため寒さの厳しい季節。山岳地帯

では雪も深く、スキーなどのウィンタース

ポーツも盛んです。

秋   9月から11月までは、昼と夜との気温

差が激しく長雨や台風などの被害もありま

すが、全般的に快適で過ごしやすい季節で

す。紅葉は10月上旬ごろから雪岳山で始まり、11月

にはソウルでも楽しめるようになります。

黄海

東海

大韓民国中国

ロシア

日本

上海

北京
鬱陵島

独島

済州

ソウル

釜山
東京

韓国についての一般情報 
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本社
 〒100-180 大韓民国ソウル特別市中区清渓川路40(茶洞10)  02-729-9600  02-757-5997

 http://kto.visitkorea.or.kr(日)

日本支社
東京支社

 〒160-0004 東京都新宿区四谷4-4-10 コリアセンター6階  81-3-5369-1755  81-3-5369-1756

 tokyo@visitkorea.or.kr  フェイスブック www.facebook.com/kto.tokyo.jp

 ミクシィ http://page.mixi.jp/view_page.pl?page_id=202134

(東京都、神奈川県、千葉県、茨城県、埼玉県、栃木県、群馬県、山梨県、青森県、秋田県、岩手県、宮城

県、山形県、福島県、北海道)

仙台韓日観光交流センター

 〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央4-10-3 住友生命仙台ビル16階 

 81-22-713-7717  81-22-713-7719

大阪支社

 〒541-0053 大阪市中央区本町3-1-9 KALビル8階  81-6-6266-0847  81-6-6266-0803

 osaka@visitkorea.or.kr  フェイスブック www.facebook.com/kto.osaka.jp

 ツイッター http://twitter.com/kto_osaka

(大阪府、京都府、滋賀県、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、鳥取県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県)

福岡支社(*コリアプラザ併設)

 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-1-1 朝日ビル5階  81-92-471-7174  81-92-474-8015

 fukuoka@visitkorea.or.kr  フェイスブック www.facebook.com/fukuoka.kto

(福岡県、長崎県、佐賀県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、山口県、広島県、島根県、沖縄県)

名古屋支社(*コリアプラザ併設)

 〒460-0003 名古屋市中区錦2-18-19 三井住友銀行名古屋ビル1階  81-52-223-3211  81-52-223-3213

 nagoya@visitkorea.or.kr  フェイスブック www.facebook.com/KoreaPlazaNagoya

(愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、長野県、福井県、石川県、富山県、新潟県)

* (　)は各支社の管轄地域です。資料請求やご質問などは、該当管轄地域の支社までお問い合わせください。

コリアプラザ
コリアプラザは、韓国観光情報や文化情報を提供するワンストップサービスセンターです。

身近な場所で「小さな韓国」が体験できるよう、様々なプログラムが提供されています。

 http://japanese.visitkorea.or.kr→右側バナーの韓国観光公社日本支社内

   「コリアプラザ」

コリアプラザの主な活動 *コリアプラザにより、プログラムは異なります。

• 韓国観光や旅行情報の提供

• 韓国伝統文化の情報、芸術品展示

• 韓国の四季、文化体験

• 様々な韓国関連の講座を開催(韓国語、韓国料理、K-pop、伝統舞踊、テコンドーなど)

• 特別企画展示会開催(写真展、芸術品、所蔵品など)

• 韓国の自治体のイベント開催、観光情報PR

• 韓流体験(ドラマ、映画、音楽など)

• 韓流ファンの交流活動、ネットワーキングの場を提供

• 各種韓国関連セミナー、教育場所の提供

• 韓国IT技術、製品体験

• 韓国専門書籍コーナー設置、書籍貸し出し

韓国観光公社の日本支社リスト
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発行	 韓国観光公社

企画				 飲食・ショッピングチーム

住所				 ソウル特別市中区清渓川路40

発行日				 2014年6月

編集デザイン	 (株)デザイン・ハヌルソ

当冊子に収録されたすべての情報は、2014年6月基準であり、今後変更になることもありますのでご了承ください。

当冊子に収録された内容と画像の著作権は、韓国観光公社にあり、文章や写真の一部を著作権者の事前同意なしに
無断転載して使用することはできません。

*	

*	

<非売品>

広州南漢山城鶏肉・鴨肉の水炊き(ペクスク)通り 

浦項九龍浦サンマの干し物(クァメギ)・刺身の冷たいスープ(ムルフェ)通り

咸平天地韓牛ビビンバ通り

五感リフレッシュ!
うまいもん通りの物語

風味豊かな韓国グルメ旅




	음식테마가이드북_일문1_저해상
	음식테마가이드북_일문2_저해상
	음식테마가이드북_일문3_저해상
	음식테마가이드북_일문4_저해상
	음식테마가이드북_일문5_저해상

