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グローバル化によって都市の均質化が進む中、より個性豊かな地方都市を訪れる旅行者が増えている。韓国でもソウルからさらに
一歩足を伸ばせば、歴史や文化、美しい自然、多彩なグルメなどの魅力にあふれた地方都市がある。そうした地方の魅力を世界に
発信しようと、韓国観光公社は2020年、観光拠点都市として5都市を選定した。5つの魅力的な地方都市を紹介しよう。

韓国の素敵な地方都市へようこそ

韓国第2の都市・釜山。近年は新たなラグジュアリーホテルの進出が相次ぐなど、
さらに都市の魅力をパワーアップさせている。

海洋レジャー施設の「ザ・ベイ101」は、マリンシティを望めるラグジュアリーなスペース。釜山らし
い景観を楽しめ、夜景の美しさは必見。オープンカフェやダイニングパブなどがあり、開放的なオー
プンテラスが人気。ルーフトップはパーティやイベント会場にも最適。

ザ・ベイ101釜山らしい景観を楽しもう

人気韓国ドラマ「ザ・キング：永遠の
君主」のロケ地となった釜山。時空を
超えて2つの世界を行き来するストー
リーが人気で、異次元空間を移動する
際の門として描かれたのが「アホプ山
森」の竹林。海雲台や冬栢島などもロ
ケ地として登場する。

「ザ・キング」ロケ地巡り
アホプ山

サンスプ

森、海
ヘ ウ ン デ

雲台など

釜山の景色を楽しむなら、松島海上ケー
ブルカーがおすすめ。全長1.62kmの距
離を約10分で結び、最大86mの高さか
ら釜山の美しい海と都市景観を一望でき
る。床が透明なケーブルカーもあり、美
しい景色とともにスリルも味わえる。

松
ソ ン ド

島海上ケーブルカー
ケーブルカーから松島を一望

韓国で最も海の近くに面したお寺。高麗時代の1376年
建立とされ、焼失を経て1930年代に再建された。心を
込めて願い事をすれば、誰でも一つは願いが叶うとされ
る心願成就のお寺として有名。海に向かって108段の階
段を下りると本堂があり、海に開けた景観も見どころ。
高さ約10mの海水観音大仏がある。

海
ヘ ド ン ヨ ン グ ン サ

東龍宮寺海に面した心願成就のお寺

全州マッコリタウンマッコリと食を味わい尽くす

韓屋村の入り口にあり、湖南地方では最も大きくて古い西洋建築の
聖堂。朝鮮時代に殉教した司徒らの精神を讃えようと、1914年に
建てられた。ソウルの明洞聖堂を設計したプワネル神父が設計を手
がけた。ロマネスク様式とビザンチン様式が取り入れられており、
気品と華やかさを感じさせる聖堂。

殿
ジョンドンソンダン

洞聖堂西洋建築の美しい聖堂
全州韓屋村は、韓国の伝統家屋の韓屋が800軒余り集
まる村。1930年代から建築が始められ、現在のよう
な韓屋村になった。韓服をレンタルして韓服姿で散歩
したり、韓屋に泊まる韓屋ステイ体験もおすすめ。例
えば一楽堂サランチェは客室数7室、収容可能人数29
名で、韓服のレンタルによる韓服体験もおこなえる。

全州韓
ハノッマウル

屋村韓
ハンボク

服と韓
ハ ノ ク

屋ステイ体験も

全州韓屋村にある慶基殿は、朝鮮王朝の歴史を感じら
れる史跡。朝鮮王朝を建国した始祖、イソンゲの肖像
画である御

オ ジ ン

真が奉納されている。御真はもともと25
点あったとされるが、現存するのはここ全州の御真の
み。慶基殿には朝鮮王朝に関する資料も多数あり、韓
国の歴史に触れられるスポット。

慶
キョンギジョン

基殿朝鮮王朝の始祖の肖像画を奉納

近代文化遺産が残る海洋都市
貿易港として栄えた木浦には、日本式建築など近代文化遺産が残っており、
ノスタルジックな雰囲気が味わえる。新鮮な海鮮料理も外せない。

韓国の最西南に位置し、かつて貿易港として栄えた木浦。日本式建築などの近代文化遺産が
今も残っている。旧木浦日本領事館は1900年の完成当時の外観がそのまま保存されており、
2014年には「木浦近代歴史館」としてオープンした。市内には旧日本家屋をリノベーショ
ンしたお洒落なカフェもあり、人気を集めている。

近代文化遺産めぐり旧日本領事館は木浦近代歴史館に

木浦海上ケーブルカーは、木浦の
旧市街地や儒

ユ ダ ル サ ン

達山、多
タ ド ヘ

島海など
の美しい眺望を一望できる海上
ケーブルカーとして2019年9月
にオープン。総距離3.23km、高
さ155mを誇る。一般キャビン40
台のほか、床がガラス張りのクリ
スタルキャビンも15台ある。木浦
の美しい景観を味わえるアクティ
ビティ。

木浦海上ケーブルカー
高さ155mから木浦の景色を一望

木浦で路地裏歩きを楽しむなら
「西山洞詩画」がおすすめ。西山
洞は、海に面した斜面に広がるレ
トロな村。近年、木浦に住むアー
ティストや住民たちが協力し、壁
画やアートが描かれた散策コース
になった。展望台からは多島海に
浮かぶ美しい島々を眺められる。
西山洞には映画「1987」のロケ地
となったヨンヒネスーパーもある。

西
ソ サ ン ド ン シ フ ァ

山洞詩画
レトロな村で路地裏歩き

「木浦共生園」は日韓友好を象徴す
る施設。1928年にキリスト教伝
道師のユンチホと、のちに妻とな
る田内千鶴子が孤児院を設立。ユ
ンチホが戦火で行方不明となった
後も千鶴子は3000人の孤児を育
てた。現在も「共生福祉財団共生
園」として運営されており、両氏
の功績を讃える
記念館が併設さ
れている。

木浦共生園
日韓友好を象徴する孤児院

儒教文化が息づく世界文化遺産都市、安東。最も韓国らしい都市として、
1999年にエリザベス女王もこの地を訪れた。韓国の歴史と文化を感じよう。

朝鮮時代の農村風景と生活様式が保存されている民俗村。ユネスコ世界文化遺産。洛
ナットンガン

東江が
村を囲むようにS字型に流れていることから、「河回村」と名付けられた。豊

プン サ ン リ ュ シ

山柳氏の総本家
の「養

ヤンジンダン

真堂」、河回村出身の儒学者で国務総理をつとめた柳
リュソンヨン

成龍の宗宅「忠
チュンヒョダン

孝堂」をはじめ、
歴史的な建造物が多数現存する。

河
ハフェマウル

回村朝鮮時代の農村の風景が残る世界遺産

韓国最古の木造建築を有する寺
院。「極楽殿」から1363年の補修
工事の記録が発見されたことか
ら、韓国最古の木造建築に認定さ
れた。朝鮮時代に建立された大雄
殿、華厳講堂、古今堂、高麗時代に
建立された三層石塔などがある。
1999年にエリザベス女王が訪韓
した際には安東を訪問し、河回村
や鳳停寺を見学した。

鳳
ポンチョンサ

停寺
韓国最古の木造建築

儒学者の柳
リュソンヨン

成龍が弟子たちに教え
を諭した「屏山書院」。もとは豊山
邑にあり、柳成龍が人材育成のた
めに1572年に現在の場所に移築
した。その後は儒学学校として発
展し、儒学生たちが集まる大講堂
「晩

マ ン デ ル

對樓」などがある。「屏山書院」
を含む９カ所の書院は、「韓国の書
院」としても世界文化遺産に登録
されている。

屏
ビョンサンソウォン

山書院
儒学学校として発展、世界遺産

安東仮面劇は古来から伝わる民俗
芸能。仮面を付けて人や動物など
に扮し、伝統楽器の伴奏とともに
躍動感ある踊りや劇が披露され
る。「河回別

ビョルシン

神グッ仮面舞」は村
の安寧と豊作を祈願して行われ、
約800年の歴史を誇る。「安東国際
仮面舞フェスティバル」は、毎年
9月の最終金曜日から10日間にわ
たって開催される。

安東仮面劇とフェスティバル
躍動感ある踊りと劇

海に面したBeautiful City
江原道の江陵は海に面した美しい街。お洒落なカフェやアートスポットなど
インスタ映えするスポットも多く、若者を中心に人気上昇中。

江陵は美しいビーチで知られ、人気ドラマのロケ地としてもたびたび登場する。「トッケビ
〜君がくれた愛しい日々〜」のロケ地として有名になったのは領

ヨンジン

津の防波堤。また、BTS
のアルバムジャケットに登場した注

チュムンジン

文津の海辺のバス停は、新たなフォトスポットとして
大人気に。

ロケ地の綺麗な海（BTS、トッケビ）人気ドラマのロケ地を訪ねよう

海に一番近い駅としてギネスブックに登録さ
れた正東津駅。プラットフォームから海を一
望できる。海岸線を走る人気観光列車「海列
車」も通過し、正東津駅からの乗降も可能。

正
チョンドンジン

東津駅
海に一番近い駅としてギネス登録

海を見下ろす丘の上にある芸術庭
園。約10万坪の広い敷地内には、
彫刻作品があちこちに飾られてお
り、自然と芸術作品が調和した

アート空間と
なっている。
インスタ映え
するスポット
として人気。

敷地内には、ホテル、レストラン、
美術館、カフェが併設されており、
複合文化芸術公園としてゆったり
とした時間を楽しめる。

ハスラアートワールド
アートなインスタ映えスポット

鳥竹軒は韓国の5000ウォン札と5万ウォン
札の肖像画となっている儒学者で政治家のイ
ユルゴクと、その母で芸術家のシンサイムダ
ンの生家。国宝に指定されている。周囲に黒
竹林（烏竹）が群生していることから、「鳥竹
軒」と名付けられた。イユルゴクの著書や幼
少時に使ったすずりも保管されている。

鳥
オジュッコン

竹軒お札の肖像画になった偉人の生家

全州産のマッコリは、韓国三大マッコリの一つに数えられる。全州には、マッコリを頼むとた
くさんのおつまみが出てくる独特のマッコリタウンがある。マッコリはヤカンで出てきて、
海産物や肉、野菜、チヂミなど、お店ごとに様々なおつまみが出される。マッコリを飲みな
がら全州のグルメを堪能しよう。

韓国グローカル観光特集

ナッチ料理
新鮮なナッチ（手長だこ）料理は絶品。生のナッチを
ぶつ切りにしてごま油をつけて食べるサンナッチ
や、ヨンポタン（テナガダコの鍋）も美味。

カニやホヤのビビンバ
ワタリガニの身を味付けし、野菜や海藻類ととも
にご飯に混ぜたコッケサルビビンバはいちおし。
ホヤを使ったモンゲビビンバもお試しあれ。

スンドゥブジェラート
スンドゥブを使ったジェ
ラート。豆腐のさっぱりし
た優しい甘さがくせになる
味。健康的で美味しいいち
おしデザート。

草
チョンダン

堂スンドゥブ
にがりの代わりに海水を
使用した伝統的な純豆
腐。草堂洞にはスンドゥ
ブ料理が食べられるレス
トランが軒を連ねる。

木浦総合水産市場
新鮮な海産物から塩辛など
の加工品まで何でも揃う水
産市場。

全
チョルラプクド

羅北道 全
 チョンジュ

州市 江
カンウォンド

原道 江
カンヌン

陵市

釜
プ サ ン

山広域市

全
チョルラナムド

羅南道 木
モ ッ ポ

浦市木浦

韓国屈指のグルメ都市
「食は全州にあり」といわれるグルメ都市。韓国の無形文化財にもなっている
全州ビビンバをはじめ、マッコリタウンでは全州マッコリと全州の食を味わおう。

全州 江陵

安東グルメ

安東チムタク
安東チムタクは、鶏肉、じゃがいも、人参、玉ね
ぎなどに、タンミョンと呼ばれる麺を入れ、甘辛
く煮込んだ安東発祥の郷土料理。

ホッジェサパプ
安東では１年中どこか
で法事が行われている
と言われる。その法事
食が美味しいとして定
食になったのがホッ
ジェサパプ。

安東チムタク通り
安東旧市場の西門付近にあり、安東チムタクの専門店が軒を連ねる。

国際観光都市としてさらに輝く釜山

慶
キョンサンプクド

尚北道 安
アンドン

東市

世界文化遺産都市安東

豆もやしクッパ
豆もやしがたくさん入っ
たピリッと辛いクッパ。
豆もやしのシャキシャキ
感がたまらない。一緒に
出される半熟卵を入れて
召し上がれ。

全州ビビンバ
全州ビビンバは牛骨
スープでご飯を炊
き、具沢山で、ご飯
を蒸らすときに全州
特産の豆もやしを入
れるのが特徴。

ナッコプセ
たこ、ホルモン、えびの
旨味がミックスされた海
鮮鍋。マイルドな辛さが
やみつきになる。日本の
人気ドラマ「孤独のグル
メ」でも紹介された。

機
キジャン

張のカニ
別名カニ市場とも呼
ばれる機張市場。美
味しいカニを手頃な
価格で存分に味わえ
る。カニのシーズン
は11月から3月まで。

全州

江陵

釜山

安東

木浦

写真提供：慶尚北道

江陵はコーヒーで有名。テラロサコーヒーは江陵で
創業以来、韓国全土に支店を増やしている韓国を代
表する自家焙煎コーヒー店の一つ。美味しいコー
ヒーで至福のひとときを。

テラロサコーヒー
江陵コーヒーの名店を訪ねよう

江陵グルメ

全州グルメ

木浦グルメ

釜山グルメ


