
韓国インセンティブ特集

インセンティブ旅行は
やっぱり韓国
抜群のアクセスに多彩なベニュー、
体験プログラムも豊富な韓国は、
インセンティブ旅行にも最適。
最高の社員には最高のひととき、
韓国をプレゼント。
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韓国観光公社 KOREA TOURISM ORGANIZATION

韓国は年間1300万人超の国際観光客が訪れる観光先進国。日本からも年間約230万人が訪韓しており、2018年上半期（1-6月）は前
年同期比18％増の約130万6000人が韓国を訪れるなど、好調に伸びている。そんな韓国、レジャーはもちろんインセンティブ旅行の
目的地としても最適だ。日韓間は地方路線を含めて豊富な路線網で結ばれており、全国発着の大型インセンティブでもアクセスは楽々。 
その分、韓国でしか体験できない特別なプログラムを満喫する時間も十分確保できる。また、韓国観光公社のインセンティブ支援策は、
なんと10名以上のインセンティブ・会議団体から支援対象。規模の大小を問わず、インセンティブ旅行はやっぱり韓国が最適だ。

インセンティブ旅行は
やっぱり韓国!

韓国でしか体験できない！
特別なベニューやプログラムの数々
　歴史的建造物や文化施設など、特別な
場所で特別な体験を共有できるユニーク
ベニューをいかに効果的に活用するか。
共通のミッションに取り組み、参加者の
一体感を醸成するチームビルディングの
プログラムをどう取り入れるか。これら
のポイントは、インセンティブ旅行を成
功させる上でカギをにぎる重要な要素だ。
　韓国には、各都市やエリアによって
様々なユニークベニューがあり、インセ
ンティブ団体の規模や目的に応じて、最
適なベニューが選べる。例えば、韓国の
伝統家具に囲まれた博物館で特別な晩餐
会を開いたり、韓国の若者に大人気の
ルーフトップバーを貸し切って、お洒落
なカクテルパーティを開いたり。インセ
ンティブ旅行だからこそ実現できる特別
な体験がここにはある。
　また、韓国は文化芸術大国だからこ
そ、体験プログラムが非常に充実してい
ることも最大の強みの一つ。K-POPはも
ちろん伝統公演やミュージカルなども演
目は非常に豊富で、インセンティブ旅行
にとって印象的なアクセントを与えてく
れるはずだ。
　公共施設の特別開放も積極的に行われ
ており、「国立中央劇場」や「国立国楽
院」では、インセンティブ旅行を実施す
るオーガナイザー企業と連携した公演を
共同企画することも可能。インスピレー
ションに富んだインセンティブ旅行をし
たいなら、やっぱり韓国。まずは特別な体
験を約束する代表的なユニークベニュー
を紹介したい。

最先端IRのパラダイスシティ
　仁川国際空港に隣接する統合型リゾー
ト「パラダイスシティ」は、2017年４月
開業の新スポット。ホテル併設としては

韓国最大規模となるコンベンションセン
ターをはじめ、ホテル、カジノ、ショッ
ピングモール、アートギャラリーなど、
アートとエンターテイメントを兼ね備え
た最新設備を有する。開業後も新たな施
設が続々とオープンするなど、注目のス
ポット。大型インセンティブの受け入れ
も可能で、参加者の多様なニーズに応え
られる。

伝統文化に触れる韓国家具博物館
　韓国伝統の木製家具を中心に、約2500
点もの家具類が展示されている専門博物
館。建物自体も、韓国の古い家屋を10数
軒移築して博物館として利用しており、
韓国の昔ながらの住まいの様子や、生活
文化に触れることができる。そんな伝統
的な韓屋に囲まれた庭園や、伝統家具が

展示された博物館内をユニークベニュー
として利用して、小規模ながらも特別感
のある昼食会や晩餐会を開くことができ
る。スタンディングなら100名、着席形式
なら60名まで収容可能。

ルーフトップバーでカクテルパーティ
　お洒落で特別な夜を楽しみたいなら、
ホテルのルーフトップバーを貸し切った
カクテルパーティがおすすめだ。韓国で
は、美しい夜景を眺めながら食事やお酒
を楽しめるルーフトップバーが若者を中
心に人気を博している。インセンティブ
旅行でも、特別な時間を演出するカクテ
ルパーティ会場として、ルーフトップ

バーが選ばれるケースが増えている。
　イビススタイルアンバサダーソウル明
洞ホテルの「ル・スタイルレストラン＆
バー」は、モダンでスタイリッシュなルー
フトップバーで、明洞一帯のパノラマや
Nソウルタワーが一望できる。ロッテホ
テルL7明洞の「Floating（フローティン
グ）」は、地下鉄明洞駅から至近の好立地
で、開放的なテラス席を使ったパーティ
がおすすめ。

安藤忠雄設計の「ミュージアムSAN」
　江原道原州にある「ミュージアムSAN」
は、世界的な建築家の安藤忠雄氏が設計
を手掛けたミュージアム。自然のなかで
芸術に触れられる田園型ミュージアムを
コンセプトに、２つのギャラリーと屋外

庭園、特別展示室などを備えている。安藤
忠雄建築をユニークベニューに使えるの
は、希少な体験。広いミュージアムをそ
のままベニューとして活用できるため、
1652人まで収容可能。特別な会場で記憶
に残るイベントを企画してみてはいかが
だろうか。

国を代表する公共施設の特別開放も
　韓国では、国を代表する公共施設の特
別開放も積極的に行っている。
　例えば、「国立中央博物館」や「国立現
代美術館」では、解説サポート付きで館
内展示を観覧できるほか、講堂や野外な
どでの公演の開催、館内カフェテリア等
でのレセプション開催も可能となってい
る。
　また、「国立中央劇場」や「国立国楽院」
では、公演観覧について事前に座席を確
保できるほか、ロビーなどの一部をレセ
プションに活用したり、劇場や国楽院と
オーガナイザー企業の特性を連携させた
公演を共同で企画することも可能だ。

特別な場所で特別な体験を共有できるユ
ニークベニューは、インセンティブ旅行の
成功のカギを握る。韓国各地には多彩なユ
ニークベニューがあり、団体の規模やニー
ズ、好みなどに応じて選択できる。

伝統公演やミュージカル、韓服体験など、
韓国の文化芸術を楽しめるプログラムは、
まさに韓国ならでは。第3次韓流ブームが
到来している今、女性社員の心をつかむイ
ンセンティブ旅行ならやっぱり韓国。

韓国には伝統市場からショップ、免税店ま
で、多様なショッピングスポットがあり、
昼間は各種プログラムに参加し、夜間に韓
国ならではのショッピング体験を楽しめる
のも魅力。

日本各地から韓国へのフライト時間は、
たった1～3時間。フライト時間が短い分、
現地プログラムを充実させられるのも大き
なメリットだ。時差もなく万全の体調でイ
ンセンティブ旅行を満喫できる。

日韓間の豊富な路線網は、インセンティブ旅行にとって最大
のメリット。日本と韓国とは地方路線を含めて多数の直行便
で結ばれており、全国から参加者が集まる大型インセンティ
ブ団体にとっても韓国は最適。ソウルと主要都市間も韓国高
速鉄道（KTX）で3時間以内で結ばれていて便利。

旅行といえばやっぱり食事は重要なポイン
ト。美味しくてヘルシーな韓国料理なら、参
加者みんなが笑顔になること間違いなし。
料理教室体験もおすすめだ。

韓国観光公社のインセンティブ支援制度
は、なんと10名以上の団体から適用。参加
人数の多い大型団体ならさらに手厚い支援
策があり、規模の大小を問わず、満足度の高
いインセンティブ旅行が可能だ。

4 手厚いサポート！ 5 美味しくてヘルシーな韓国グルメ！ 6 魅惑のショッピング天国！ 7 時間をフル活用！

3 豊富な体験プログラム！2 多彩なユニークベニュー！1 抜群のアクセス！インセンティブ旅行は
やっぱり韓国!な
7つの理由

ユニークベニュー

国立中央博物館

ミュージアムSAN

ルーフトップバー

韓国家具博物館

パラダイスシティ
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　インセンティブ旅行でもイチ押しの体
験プログラムの一つが、韓服体験だ。韓
国の若者の間でも人気が再燃しており、
チマチョゴリに身を包み、街歩きを楽し
んだり、インスタ映えする記念写真を撮
るカップルなどが急増している。韓国文
化に触れられ、特別な記念写真を撮影で
きる韓服体験はおすすめのプログラムだ。
　韓服レンタルを行う体験施設「韓服男
（ハンボンナム）」なら、着付けはもちろ
ん、アリラン音楽に合わせたファッショ
ンショーなどの特別な体験を演出でき
る。周辺には景福宮や仁寺洞などの観光
地もあり、韓服姿で街歩きを楽しめる。
　大型インセンティブ団体なら、ドレス
コードがチマチョゴリの表彰式やパー
ティを開くのも特別感ある演出としてお

すすめ。ホテルのバンケットルームを会
場に、韓服のレンタル衣装をホテルに集
めるアレンジも可能なため、韓国観光公
社のカスタマイズ型支援をぜひ活用して
ほしい。

韓服体験  チマチョゴリで表彰式やパーティも
　韓国グルメは大きな魅力の一つだが、
チームビルディングにおすすめしたいの
が料理教室の体験プログラムだ。
　韓国料理や韓国の食文化に精通した先
生から、韓国ならではの食材や調理方法
についてじっくり学びながら、チームで
一緒に料理を作り上げてから味わう体験
は、記憶に残るものになること間違いな
い。また、協力して料理を作り上げるこ
とで連携と信頼が生まれる料理体験は、
チームビルディングにとって最適なプロ
グラムとなる。
　韓国観光公社がソウルセンター内で運
営する「K-Stlye Hub」の4階にある「韓
食体験館」では、料理体験が可能。日本
語にも対応しており、韓食クッキングク
ラスなどが体験できる。

　また、5階の「文化体験展示館」では、
韓服体験（1回6人まで、1日16回運営）や工
芸体験も可能。小規模団体なら「K-Stlye 
Hub」を体験プログラムのハブにするこ
ともおすすめだ。

　「ナンタ」は1997年の初演以来、爆発的
な人気を獲得し、未だに圧倒的人気を誇
るノンバーバルパフォーマンス。台詞が
なく、踊りと音楽だけで構成されるノン
バーバルは、言葉の心配なく誰でも気軽
に楽しめるのが魅力。「ナンタ」は厨房で
起こる出来事をコミカルに描いた楽しい
作品で、インセンティブ旅行でも人気定
番の作品。

人気定番の「ナンタ」はコミカルな作品

　韓国では毎年、新たな公演やミュージ
カルが公開されており、韓国リピーター
の多いインセンティブ旅行なら、ぜひ最
新作に注目してほしい。今年から韓国観
光公社の『公演観光プログラム』に加
わったミュージックドラマ「オンリー・
ユー」は、夫婦と家族の物語を笑いと涙
でつづった感動的なミュージカルで、イ
ンセンティブにもおすすめの作品だ。

「オンリー・ユー」は家族の物語

チームビルディングに最適なプログラム
韓国ならではの体験プログラムやチームビルディングも人気だ。単なる観光と異なり、自らチャレンジする体験プログラムや、共通の目標に
向かって協力して取り組むチームビルディングなどのプログラムは、インセンティブ旅行をより効果的に、かつ思い出深いものにしてくれる
こと間違いない。代表的な体験プログラムやチームビルディングのプログラムを紹介しよう。

　韓国といえば、K-POPをはじめとする
音楽や芸術文化、パフォーマンスに秀で
ている。そんな芸術文化大国の韓国だか
らこそ、インセンティブ旅行でも人気の
公演を楽しみたい。韓国観光公社では、
定番の「NANTA」から最新ミュージカ
ルまで、12作品から選べる『公演観光プ
ログラム』を選べる支援策の一つとして
用意しており、笑いや感動を共有してみ 　ソウル新羅ホテルの館内にある「迎賓

館」は、もともと政府が国賓を迎えるため
に運営していたが、ホテル建設と同時に
宴会場としてホテル側が買い入れた。企
業のパーティーはもちろん、韓流スター
の結婚式にもよく利用されており、韓国
で最も有名かつ格式ある会場のひとつ。
　美しい伝統韓屋の空間には、最先端の
設備が完備されており、最上級のおもて
なしが受けられる。秀麗な南山の景色を
バックにしたガーデンパーティーの開催

も可能だ。最近でも、世界的な化粧品ブ
ランドのインセンティブツアー会場とし
て利用されるなど、ソウル新羅ホテルな
らではの特別なインセンティブツアーが
実現できる。

ソウル新羅ホテル  
迎賓館で国賓級のおもてなしを

　ソウル郊外の小高い丘の上にあり、漢
江を一望できる「グランド ウォーカー 
ヒルソウル」は、外国人専用カジノや９
タイプのバンケットルーム、屋外のキャ
ンピングゾーンまで、多彩な施設を備え
ており、様々なニーズに対応できる。
　なかでもキャンピングゾーンは、常設
のテント施設を備えた1000人収容可能な
屋外空間で、ユニークなイベントを開催
するのに最適な会場となっている。また、
着席形式で2000人規模の屋外ディナーを
行える明月館も有する。都心にいながら

にして、自然とふれ合える特別な屋外イ
ベントが企画できる。

グランド ウォーカー ヒルソウル  
キャンピングゾーンで屋外イベント

　韓国には様々なタイプのホテルや宿泊
施設があり、インセンティブ団体の規模
や好みに応じて、宿泊施設を選択できる。
また、大小様々なバンケットルームを備

　韓国は、インセンティブ支援制度がとても充実して
いるのも大きな魅力の一つ。韓国観光公社では、参加
者10人以上で２泊以上の滞在から支援対象としてお
り、小規模なインセンティブ旅行から大型団体まで、
幅広く支援している。
　例えば、最も人数規模の小さい「10～49人」でも、
記念品・公演・体験・観光地・歓迎イベントの中から
１つを選択できるため、とってもお得。インセンティ
ブ団体、企業会議団体の両方ともに同じ適用条件とな
る。
　もちろん、大型団体への支援はより手厚い。「500～
999人」なら3万ウォン以内でのオーダーメイド型支
援、「1000人以上」なら3万ウォン以内でのオーダー
メイド型支援に加えて代表団のVIP応対まで付く。充
実したインセンティブ旅行がお得にできるとあって、
オーガナイザーにとっては非常に嬉しい特典と言える。
　韓国のインセンティブ支援制度は毎年見直されてい
るが、ここまで手厚いことは過去にもあまり例がない
そう。韓国へのインセンティブ旅行は、まさに今が行
き時だ。

インセンティブ団体・企業会議団体共通

10～49人 選択項目  から1つを選択

50～499人 選択項目  から1つを選択＋歓迎行事 or 
2万ウォン以内のオーダーメイド型支援＊

500～999人 3万ウォン以内でのオーダーメイド型支援＊

1000人以上 3万ウォン以内でのオーダーメイド型支援＊

＋代表団VIP応対

●記　念　品
●公　　　　演 ➡協約上の常設公演支援
●体　　　　験 ➡協約上の伝統文化体験、K-pop体験
●観　光　地 ➡協約上の国内観光地支援
●歓迎イベント ➡入国団体対象の歓迎イベント実施

インセンティブ 企業・団体が経費を負担する
インセンティブ目的の訪韓団体

＜共通＞2泊以上滞在、外国人10人以上を含む
※研修目的の訪韓団体（公務員、学生、同好会、ファ
ンクラブ、修学旅行、パッケージ旅行）は支援対象
外。ただし、インセンティブ旅行目的の公務員訪韓
団体は支援対象企業団体 企業が主催する会議目的の訪韓団体、

４時間以上会議を開催

※このインセンティブ支援制度は、2018年9月基準です。2019年の支援内容は後日発表

＊団体の希望に合わせ、行事費など支援項目外の
　費用を負担することが可能

ホテルのファシリティ

チームビルディング

人気のパフォーマンス

料理教室体験  協力して作り上げた料理は格別の味

韓国はインセンティブ支援も充実！ 参加者10人以上・2泊以上から対象に

てはいかがだろうか。
　また、インセンティブ支援策の選択項
目のなかには、『観光地』として「ワンマ
ウント」や「アクアプラネット水族館」
など9つの中から、『体験』として「韓服
男」や「貞洞劇場チャング体験」など9つ
の中から選択できる。観光地や体験もお
得に楽しみたい。

えたホテルなど、ファシリティも充実し
ており、ホテルで特別なパーティや表彰
式を開くことも可能だ。今回は、特徴的
な設備を有するホテルを紹介しよう。

選択項目

支援内容

支援団体の定義

選べる選択項目はこちら!
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　釜山観光公社と釜山市は、中大型の「企
業会議報奨観光および特別活動」（企業イ
ンセンティブ）の誘致を目的に、積極的
なマーケティング活動を行っており、そ
の結果、今年は21件の大型企業インセン
ティブを釜山に誘致することに成功した。
　過去には、2016年８月に１万人が参加

した「全日本冠婚葬祭互助協会」の企業イ
ンセンティブが釜山で開催されたほか、
今年２月には7000人が参加したACN（世
界最大の電気通信会社）のアジアコンベ
ンション誘致に成功するなど、韓国を代
表する企業インセンティブの目的地とし
て、釜山は大きな注目を集めている。

今年は21件の大型インセンティブ誘致

　釜山観光公社では、「韓国を代表する企
業インセンティブの目的地として釜山が
注目を集めるのには、大きく４つの理由
がある」として、まずは、韓国第１位の
港湾都市がもつ優れた都市インフラ、次
に幅広い観光資源をもつ韓国最高の夏の
リゾート地、そして釜山観光公社、釜山
市、地域MICE企業、中央機関との有機
的な協力関係と手厚い支援策、最後に数
多くの大型インセンティブ誘致・開催を
通じて蓄積された経験とノウハウを挙げ

ている。
　韓国を代表する夏のリゾート地と呼ば
れる釜山には、７つの海水浴場と３つの
ヨットマリーナがあるためマリンスポー
ツに最適だ。とくに海雲台と広安里の海
沿いは、観光地・都心・ホテル・イベント
会場が10分以内で移動できる「10minute
コンベンションゾーン」となっており、
他の海岸リゾート都市に比べて快適な観
光が楽しめる。

「10minuteコンベンションゾーン」

　釜山はユニークベニューが非常に豊
富。発展を続ける海洋都市・釜山の今を
肌で感じられる「ザ・ベイ101」や、文化
芸術の発信地・釜山の象徴的な場所の一
つといえる「映画の殿堂」など、釜山な
らではの個性的なユニークベニューを揃
えている。特別な体験を約束する個性的
なベニューをいくつか紹介しよう。

ザ・ベイ101
　海洋レジャー施設の「ザ・ベイ101」は、
特別なイベント会場として脚光を浴びて
いる。美しいマリンシティを望めるラグ
ジュアリーなスペースで、海と現代的な
ビル群が調和した釜山らしい光景が満喫
できる。夜景の美しさは必見。施設内に
は会議室やギャラリーを備えるほか、開
放的なルーフトップでは特別なパーティ
やイベントを開くことができる。昼間は

ヨットや半潜水艇などのマリンレジャー
が楽しめるほか、船上ディナーパーティ
もアレンジ可能。ルーフトップは170人、
屋外テラスは400人まで収容可能。

映画の殿堂
　釜山国際映画祭のメイン会場となる
「映画の殿堂」は、屋外劇場と屋外広場の
上に２つの巨大な屋根（ビッグルーフ）が
あり、世界最大の屋根としてギネスブッ
クにも登録されている。また、会場内には

計4万2600個ものLED照明が施されてお
り、LED景観照明を通じて多様な映像の
上映や演出が可能なことから、特別なイ
ベントスペースとして注目されている。
屋外劇場は4000人収容可能で、大型イン
センティブでのイベント会場に最適だ。

ヌリマルAPECハウス
　「ヌリマルAPECハウス」は、韓国語の

“ヌリ”（世界）と“マル”（頂上）を組み合わ
せて名付けられた施設。2005年のAPEC
首脳会議をはじめ、世界的な学術会議や
企業会議の開催場として活用されてい
る。周囲を美しい海や緑に囲まれており、
会議やイベントに集中できる環境が整っ
ているほか、最先端の会議システムや高
品質なサービスがスムーズな会議やイベ
ントの運営をサポートしてくれる。

SEA LIFE釜山アクアリウム
　「SEA LIFE釜山アクアリウム」は、世
界250種類、1万匹余りの海洋生物を多様

なテーマゾーンで見ることができるアク
アリウム。海雲台のほぼ中心に位置する
好立地で、特別なイベントが開催できる
ベニューとして人気を集めている。水槽
内を泳ぎ回る色とりどりの魚たちを眺め
ながら、立食パーティや晩餐会を開くこ
とも可能で、記憶に残るイベントになる
こと間違いない。200人から最大300人ま
で収容可能。

F1963
　複合文化施設の「F1963」は、高麗製鉄
が1963年に釜山で初めて開設した工場跡
地を再開発し、最新スポットとして生ま
れ変わったもの。ここでは45年間にわた
りワイヤーロープが製造されてきたが、
2008年に工場は閉鎖。2016年９月に釜山
ビエンナーレの展示場として活用された
のをきっかけに、自然と芸術が共存する
複合文化施設として再生された。新しさ
と古さが共存する再生建築は、文化的な
イベントやパーティ会場などとして注目
を集めている。

ユニークベニュー

釜山ならではの豊富なユニークベニュー

釜山は毎年、企業会議や企業インセン
ティブを多数受け入れており、その数は
年々増加している。豊富な経験とノウハ
ウをもとに行き届いた支援やサポートを
提供している。

釜山には７つの海水浴場と３つのヨット
マリーナがあり、マリンスポーツに最適。
豪華なヨットやクルーズ船を貸し切っ
て、特別な船上パーティを開くことも可
能。

豊富な空海路を有する釜山は、計５万
5000の客室、韓国で２番目の大きさを
誇る釜山国際展示場（BEXCO）などファ
シリティも充実。コンベンションセン
ターから10分以内にホテル、観光スポッ
ト、世界最大級のデパートなどがある。

釜山観光公社では企業会議、企業インセ
ンティブ向けに手厚い支援策を用意して
いる。「釜山MICEアライアンス」を結成
し、コンベンションセンター、PCO、ホ
テル、旅行会社、ユニークベニューなど
と連携した支援も行っている。

釜山が注目を集める4つの理由

釜山、アジア最高の旅行地＆
企業インセンティブツアーの最適な目的地

韓国第2の都市・釜山は、企業会議とインセンティブツアーの目的地として、近年大きな注目を集めている。UIA（Union 
of International Associations／国際団体連合）が発表した「国際会議開催都市ランキング」で、釜山はアジアで第4位、
世界で第7位の都市に選ばれたほか、世界的に有名な旅行ガイドブックの『Lonely Planet』では、「2018アジア最高の旅行
地」に選出された。近年、釜山は急速かつ目覚ましい発展を遂げており、釜山が持つ都市のパワーにインスパイアされるこ
とは間違いない。釜山は今、企業会議や企業インセンティブにとって、最も旬な訪問先といって過言ではない。

1 釜山の優れた都市インフラ 2 韓国最高の夏のリゾート地

4 蓄積された経験とノウハウ3 手厚い支援策

F1963SEA LIFE釜山アクアリウム

ヌリマルAPECハウス

映画の殿堂

ザ・ベイ101
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釜山は世界的なイベントや祭り多数
10月に「釜山ワン・アジア・フェスティバル」
　釜山には海岸部以外にも、山、川、温
泉など四季折々の楽しみ方が選べる観光
地が多数立地している。また、年間100回
以上の地域祭りも開催されており、アジ
ア最大規模の「釜山国際映画祭」（10月）
や、K-POP祭りの「釜山ワン・アジア・
フェスティバル」（10月）など、世界的にも
有名なイベントも多い。
　今年で３回目を迎える「釜山ワン・ア
ジア・フェスティバル」は、10月20日～28
日までの９日間にわたって開催される超
大型イベントで、韓国を代表するK-POP

　釜山は企業インセンティブ活動の成功
に向けて、観光地スタンプツアーや、映
画の殿堂などの施設を利用した企業の特
別イベントなど、時期や規模に合わせた
40タイプ以上の幅広いチームビルディン
グ・プログラムを提供している。また、
釜山観光公社はこれらの企業イベントの
成功に向けたコンサルティング業務や関
連機関との話し合いなどを積極的にバッ
クアップしている。
　例えば、去る2013年に釜山で開催され

たアムウェイの企業インセンティブツ
アーでは、釜山国際映画祭の開催施設と
なっている「釜山映画の殿堂」の野外舞
台を利用して、4000人以上の参加者を対
象にレッドカーペット体験イベントを開
催するなど、大規模なイベントを行った。
　また、去る2016年10月の釜山花火祭り
の期間には、中国の大型クルーズ「Sky 
Sea号」と1500人のクルーズ観光客を誘
致し、花火と一緒に釜山の郷土料理「か
まぼこ」とビールを堪能した。

　釜山はマリンレジャーが豊富。豊富な
マリンレジャー体験プログラムは、チー
ムビルディングにも最適だ。「センタム
マリーナパーク」なら、ヨット、水上自
転車、ホビーカヤックなど、様々なマリ
ンレジャーが楽しめる設備が充実してい
る。「ヨットB」では、豪華なヨットで海
雲台などのクルージングを楽しめるプロ
グラムが人気。「ザ・ベイ101」のなかに
ある「ブルーマリン」でもヨットプログ
ラムを提供している。釜山ならではの海
を楽しむプログラムを盛り込みたい。

マリンレジャー体験

　釜山世界花火大会は、約８万発もの花
火が打ち上げられる大規模な国際花火大
会。花火とレーザーライト、音楽が組み
合わさったダイナミックな花火大会で、
今年は10月27日（土）に開催される。韓国
初の２階建ての海上橋梁である「広安大
橋」をバックに花火が打ち上げられ、広
安里海水浴場などから眺めることができ
る。例年、国内外から100万人以上が来場
する人気の花火大会。

釜山世界花火大会

　釜山では、冬の恒例イベントとして、
「釜山クリスマスツリーフェスティバル」
が光復路通りを会場に毎年開催されてい
る。高さ約18メートルに及ぶクリスマス
ツリーや吊しライトなどの美しいイルミ
ネーションが釜山の街を華やかに彩るイ
ベントとして人気。12月から１月初旬ま
での約１ヶ月間にわたって開催される。

釜山クリスマスツリーフェスティバル

　釜山の甘川洞文化村は、沿岸の山の麓
に階段状にカラフルな建物が建てられて
おり、“釜山のマチュピチュ ”とも呼ばれ
る。町中の至るところにアートな壁画や
オブジェ、モニュメントがあり、ユニーク
で鮮やかな街並みが美しい。街歩きだけ
でも楽しいが、クラフト体験プログラム
などに参加することも可能。アートショッ
プでは村の観光地図を購入でき、必ず寄
りたいアートスポットを網羅したスタン
プラリーもあるため、チームビルディン
グでアート巡りを体験しても面白い。

　「二妓台公園」は、海に面した崖沿いを
歩けるトレッキングコースとして人気。
このエリアは崖が切り立った険しい海岸
線が続くが、二妓台公園内では約２㎞に
わたって比較的なだらかな斜面となって
おり、海を展望できるトレッキングコー
スが海岸線に沿って整備されている。海
を見下ろすロケーションで自然に囲まれ
た散歩道を歩きながら、釜山の街を一望
することができるスポットとして人気だ。

　「ベンデルオリーブ」は、“釜山で最も
釜山らしい食べ物”を楽しめる地中海風
ダイニングレストラン。エコ自家農場で
栽培された野菜や、ローカルな食材を使
用しており、季節に応じたコース料理が
楽しめるとして人気。本館（収容人数64
人）、グラスハウス（同20人）、プライベー
トルーム（40人）があり、人数に応じて選
べるほか、電動スクリーンやプロジェク
ターなどの設備も備えている。

　「五六島嘉苑」はバーベキュー専門レス
トラン。自然に調和したコの字型の伝統
的な韓屋構造で、2011年に釜山らしい建
築賞金賞を受賞した。メインメニューは、
自家燻製の鴨バーベキューや、炭火で下
処理した牛カルビ焼きなど。30～60人規
模の団体を収容できるホールが4室ある
ほか、コーヒー専門店を併設しており、
モダンな建物で焼き肉や本格コーヒーを
楽しめる。

　釜山観光公社コンベンションビューローは、釜
山MICE産業を総括するコントロールタワーとし
て、様々な国際会議、政府間会議の誘致や開催支
援だけでなく、企業インセンティブの誘致・開催・
広報の支援事業も展開している。
　企業インセンティブの主要支援内容としては、
訪問客への記念品贈呈、開催に向けた現場実地調
査支援、チームビルディングおよび企業イベント
のコンサルティング、現地旅行会社およびPCO紹
介、イベント広報支援、関連機関との協力調整、
イベント補助金の交付などがある。
　支援基準や条件などの詳しい内容については、
釜山観光公社のホームページを確認いただくか、
担当者にメールで問い合わせすることも可能だ。
釜山観光公社ホームページ  www.bto.or.kr
担当者のメールアドレス  exeption@bto.or.kr

体験プログラムやイベント

特別なレストラン

おすすめの観光地
釜山甘川洞文化村

二妓台公園

ベンデルオリーブ

五六島嘉苑

スターが一挙出演する。昨年は26万人を
超える参加者が訪れ、名実ともに韓国最
大の韓流イベントとなった。
　今年は韓流人気アイドルグループの
EXO、Wanna One、SEVENTEEN、Red 
Velvetなどが出演する予定。釜山アシ
アード主競技場で開催される開幕公演を
皮切りに、釜山市民公園や海雲台などで
様々な公演やイベントが開催される。
　「釜山ワン・アジア・フェスティバル」
は、釜山市が主催し、釜山観光公社が主
管している。 「釜山ワン・アジア・フェスティバル」（Busan One Asia Festival）  ホームページ  http://bof.or.kr

多彩なチームビルディングプログラム
「映画の殿堂」でレッドカーペット体験も

企業会議（Corporate Meeting)
第1順位 企業主催・主管行事として、外国人参加者30人以上、2日以上開催される会議を釜山に誘致・開催する企業または団体
第2順位 企業主催・主管行事として、外国人参加者10人以上、総数3000人以上、2日以上開催される会議を釜山に誘致・開催する企業または団体

企業インセンティブ（Incentive Travel）
一般 企業が経費を負担し、釜山を目的地として海外から訪問する外国人参加者30人以上、1泊以上滞在する企業インセンティブ団体

クルーズ 企業が経費を負担し、釜山を目的地として海外から訪問する外国人参加者100人以上で、1）2食以上、2）有料観光地2ヶ所以上、3）チームビルディング
などの特別行事を開催のうち、最低1つ以上の基準を満たす企業インセンティブ団体

支援項目 誘致支援 開催支援

対象 開催がまだ確定していない行事を釜山に誘致するための
活動を展開する場合 釜山で当該年度に開催する場合（2018年に開催する行事に限る）

支援内容

誘致提案書の作成
誘致広報物の製作
ノベルティ製作
行事主催・主管団体の主要関係者の視察
海外現場での誘致活動にかかる経費
（航空/宿泊、広報ブース、Busan Night運営など）
※航空、宿泊は、誘致推進企業に所属する従業員1人を
含む最大2人まで支援、公社の旅費規定を準用

1000人以上 空港・ターミナル歓迎行事／歓迎垂れ幕、バナー制作／文化芸術公演、イベン
トなど／会場借館料／公式午餐・晩餐会／観光プログラム運営

300～999人 空港・ターミナル歓迎行事／歓迎垂れ幕、バナー制作／ノベルティ、観光地の
入場券／公式午餐・晩餐会

299～100人 お土産/観光入場券（15,000ウォン相当）

99人～30人 お土産/観光入場券（10,000ウォン相当）
※会場借館料と公式午餐・晩餐会は、企業会議、公式行事、チームビルディングなどの特別行事
の開催時に限る（一般的な食事をサポートできない）

企業インセンティブに充実の支援策
釜山観光公社、誘致・開催・広報支援

支援内容

支援対象
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To make it brighter..
Business and much relaxation

Four- season attractions, entertainment and 
Great dining await you

facebook.com/MeetInBusan https://www.bto.or.kr

We invite you to Busan, a city beloved by the whole world
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11月より最新機材を
日本路線に投入
　環境に優しい次世代の航空機を積極的
に導入する同社。アジアで最初に導入さ
れたボンバルディアCS300型機※もその
一例で、11月より一部の日本路線にも投
入を開始する予定だ。エコノミークラス
全127席の仕様で、前方の25席は、シート
ピッチの広い（約91cm）エコノミープラ
スとなる。

新規路線続々開設
ソウル（仁川）－ザグレブ、ボストン線就航
　新たな新規路線の開設にも積極的だ。
９月１日からは、ソウル（仁川）－ザグレ
ブ線、2019年４月12日からはソウル（仁
川）－ボストン線の運航を開始する。
　クロアチアのザグレブへは、これが東
アジアから初の定期便となる予定。週３
便の運航で、使用機材はエアバスA330-
200型機（ファースト6席、プレステージ
24席、エコノミー188席、計218席）。仁川
－ボストン線は、週５便の運航で、使用
機材はボーイング787-9型機（ファースト

6席、プレステージ18席、エコノミー245
席、計269席）となる。

仁川国際空港第2ターミナル
最新の設備で乗り継ぎの利便性も向上
　今年1月18日より、仁川国際空港の第２
ターミナルの利用を開始。同社に加え、
スカイチーム・パートナーのデルタ航

空、エールフランス航空、KLMオランダ
航空のフライトも発着する。最新テクノ
ロジーでさまざまな時間短縮を実現、乗
り継ぎもよりスムーズとなり、利便性が
向上した。また広い天井と緑豊かな空間
で、環境にも優しい設計となっている。

デルタ航空との
共同事業がスタート

　大韓航空とデルタ航空との太平洋地域
における共同事業が今年５月１日よりス
タート。両社の日本路線を含むより広範
囲なコードシェアや利便性の高いスケ
ジュールを実施、よりシームレスな乗り
継ぎ、サービス提供が可能となった。

大韓航空 KOREAN AIR

2018年7月に東京－ソウル路線就航50周年を迎えた大韓航空。来年3月には民営化50周年迎え、
日本と韓国、そしてその先の世界を結ぶ翼としてますますパワーアップしている。より充実した
サービスとネットワークを提供する同社の最新情報を紹介したい。

日本から韓国へ、その先の世界へ
大韓航空

CS300型機 導入予定スケジュール※

11月5日～：中部－釜山線 
12月5日～：成田－釜山線
１月５日～：福岡／新千歳－釜山線
※スケジュールは予告なく変更する場合があります

区間 便名 スケジュール※2 運航曜日
ソウル（仁川）→ザグレブ KE919 11:05→15:45 火／木／土

ザグレブ→ソウル（仁川） KE920 17:20→11:30（翌日着） 火／木／土

区間 便名 スケジュール 運航曜日
ソウル（仁川）→ボストン KE089 09:30→10:30 火／水／金／土／日

ボストン→ソウル（仁川） KE090 13:30→16:50（翌日着） 火／水／金／土／日
※1 スケジュールは予告なく変更する場合があります
※2 2018年夏期スケジュール（10月27日まで）のものです。時間は運航曜日により多少異なります

ソウル（仁川）－ザグレブ線 運航スケジュール※1

ソウル（仁川）－ボストン線 運航スケジュール※1

News 1

News 2

News 3

News 4

※エアバスA220-300型機

ソウル（仁川）―ボストン線の使用機材「787-9」型機


