
息をのむほどの圧倒的なスケール、 
これまでに経験したことのない驚きの瞬間。

愉快な想像が現実になる 
永宗島・舞衣島の特別な物語が始まります。

Leisure complex 
永宗島・舞衣島永宗島・舞衣島

世界トップレベルの空港があるレジャー・観光のメッカ 世界トップレベルの空港があるレジャー・観光のメッカ Incheon Specialist Program



永宗島・舞衣島
モデルコース

仁川空港旺山海水浴場

乙旺里
海水浴場

仙女岩
海水浴場 マシアン海岸カフェ

マシアン干潟体験場

貝焼き

実尾島海水浴場 

ハナゲ海水浴場
ジップライン海上観光探訪路

ネスト 
パラダイスシティ

グランド
ハイアット

BMWド
ライビングセンター

シーサイドパーク

海鮮
カルグクス

舞衣島コース

仁川空港 実尾島海水浴場 ハナゲ海水浴場
(海上観光探訪路) 

ジップライン 

車で26分 車で13分 徒歩2分

永宗島コース

仁川空港 シーサイド
パーク

BMWドライビ
ングセンタ

パラダイス
シティ

マシアン
干潟体験場

マシアン海岸
カフェ

車で23分 車で11分車で15分 車で13分 徒歩8分

マシアン海岸
カフェ

仙女岩海水浴場 乙旺里海水浴場 旺山海水浴場

車で10分 徒歩14分 徒歩16分



本土から非常に近い島である舞衣島(ムイド)。昔は蚕津島
の船着き場から船に乗って行く方法しかありませんでした
が、今は舞衣大橋の開通により、車でもアクセスできるよ
うになりました。そのため、時間に余裕がない方や、船酔
いがひどい方でも、島の魅力を満喫することができます。
舞衣島に横たわる国師峰(230m)と虎龍谷山(244m)を越えて
出会う島の絶景は、特に島の緑や海の青さが美しいことで
有名です。夜になると、美しく光輝く仁川国際空港の夜景
が見られるスポットでもあります。

舞衣島

空からは飛行機で、本土からは永宗大橋と仁川大
橋を渡って、月尾島からは船で行ける永宗島(ヨン
ジョンド)。「島」でありながら、空路・海路・
陸路のいずれからもアクセスでき、利便性に優れ
ています。世界各国から韓国を訪れる人々が第一
歩を踏み出す所でもあり、韓国を発つ時に接する
「最後の顔」でもある永宗島は、私たちに特別な
インスピレーションを与えてくれる場所です。

永宗島

空間から「経験」を読む永宗島・舞衣島で楽しむ、新しい日常 

つばめが多い島であることから、昔は「紫
燕島(ジャヨンド)」と呼ばれていました。
龍遊島(ヨンユド)や三木島(サムモクド)、薪
佛島(シンブルド)の間の浅い海を防潮堤で
つなげて干拓した島です。仁川国際空港建
設に伴う敷地拡大工事として、海の埋め立
て工事が行われました。これにより、面積
は以前より大幅に広がり、63.81平方キロ
メートルとなりました。 

HIdden Story 

舞衣島という島の名前の由来については、▲島の形が、兜をか
ぶり鎧をまとった将帥が剣舞を舞う姿に似ているから▲島に霧
がかかると、その日はなぜか馬に乗った将帥の襟が飛ばされる
と言われたから▲島の形が踊りを踊る女性の姿と似ているから
▲「ムリ」を漢字で書く際、間違って「舞衣（ムイ）」と書い
てしまったからなど、様々な説があります。

HIdden Story 

永宗島

江華島

チョンナ

中区

舞衣島

ご一緒する仲間を紹介
します。

頼もしいゴマフアザラシ、
ボミ(BUMY)

アクティブな旅行が好きですが、 
方向音痴で、時々道に迷うこともあります。

私の名前は、トゥンデリ(DAERY)
自分の気持ちを表に出さずにはいられ

ない素直な性格です。
周りのみんなからは、

韓国ドラママニアと呼ばれています。

こんにちは！私はコミ(COMY)
かわいいちびアザラシです。

あだ名は「物知り」とか
「食いしん坊」です。

私はエイニ(AINY)
仁川に住んでいる好奇心旺盛な

ゴマフアザラシです。
アクティブな性格で、旅行が好
きです。写真もよく撮ります。
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仁川国際空港は、韓国を訪れる外国人にとっては
韓国の第一印象となる場所であり、世界につなが
る韓国の空路の要所です。そして、「世界最高の
空港」というタイトルを持つ、仁川の誇りでもあ
ります。永宗島にある仁川のシンボル、仁川国際
空港について詳しく見てみましょう。 

INCHEON INTERNATIONAL AIRPORT

仁川国際空港は、1992年に永宗島と龍遊島の
間を埋め立てる工事を始め、計8年4ヶ月の工事
期間を経て、2001年3月29日に開港しました。
その後、世界空港サービス評価で12年連続１位
となりました。世界トップレベルのハブ空港と
して、堂々とその地位を確立したのです。しか
も、それだけに留まらず、2009年から2017年
にかけて、計５兆ウォンを投じ、第２ターミナ
ルなどの空港インフラを追加整備しました。そ
して、第２ターミナルもまた、わずか開港３年
でその価値が認められ、イギリスのスカイトラ
ックス社が主催する「ワールド・エアポート・
アワード2020」で「世界最高のターミナル賞」
と「世界最高の乗り継ぎ空港賞」を受賞しまし
た。今現在も、仁川国際空港は未来に向けて発
展し続けています。

旅、芸術になる 
仁川国際空港    

韓国伝統文化センター
旅客ターミナル３階の免税エリアに位置し、伝統工芸を体験した
り伝統文化公演を見ることができます。また、重要無形文化財の保
持者が製作した韓紙工芸作品や陶磁器も販売しています。

韓国文化博物館
新しくオープンした搭乗棟(４階)にある韓国文化博物館。宮廷文
化、伝統美術、伝統音楽、印刷文化などが主な展示テーマです。

伝統工芸展示館
韓国の伝統文化・芸術に関する様々なものを展示しています。
旅客ターミナル５階の乗り継ぎラウンジにあります。

入国場　文化の通り
韓国の美しい自然、ダイナミックで情にあふれる人物、5千年の
歴史の輝かしい文化をテーマにした、素晴らしい写真や伝統工
芸木材家具を展示しています。

区分� 国際空港

設立年度� 2001年

敷地面積� 5619万8600平方メートル

滑走路 � 3本
長さ � 3750m
幅� 60m
厚さ� 105cm

一目でわかる仁川国際空港

HIdden Story 

ASQ 12年連続１位

就航都市数

1999年設立 開業から19年

従業員 1230名

就航航空会社数運航回数 32万8399回

旅客処理数 5652万7379名就航国家数

旅客ターミナル

チェックイン 
カウンター

270ヶ所

保安検査台
28台

旅券審査台
120台

施設

旅客ターミナル

係留施設 航行安全施設

貨物ターミナル

交通施設

1st 19 84

185 1230 5652万55

32万

仁川国際空港には特
別な文化体験ができ
る場所が設けられて
おり、旅行客に一味
違った経験を提供し

ています。
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パラダイスシティ
2017年４月にオープンしたパラダイスシティは、様々なエン
ターテインメントが一度に楽しめる東北アジア初の複合リゾー
トです。約３千点のアート作品が展示されており、多彩な公演
により感動と楽しさを提供します。99,825坪の敷地内にはホテ
ル、プラザ、レストラン、クラブ、スパ、カジノ(外国人専用)な
どのラグジュアリーな施設があります。仁川国際空港駅から磁
気浮上鉄道で3分、徒歩では10分です。また、空港鉄道やKTXを
利用すると、ソウル駅及びソウルの中心部まで約40分で行くこ
とができます。

Paradise City Korea
� ��仁川広域市中区永宗海岸南路321番キル186(雲西洞)
� ��+82-1833-8855

見所満載の地上最高のテーマパーク
ワンダーボックス
約1,200坪の幻想的な空間。地上最高のテーマパークと
呼ばれる「ワンダーボックス」を紹介します。ワンダー
ボックスでは、アトラクションの他にも常設公演などが
楽しめます。ファンタジー小説の主人公になったかのよ
うな、不思議な雰囲気はもちろん、韓国に初めてお目見
えしたスリル溢れるアトラクションや所々に設けられた
フォトスポット、スペシャルフードまで！誰もが恋に落
ちてしまいそうな場所です。

Wonder box
�一日自由利用券

� 大人 : 28,000ウォン / 子ども : 20,000ウォン(37ヶ月以上 ~13才(小学生)

 カーニバルゲーム利用券
� 1回利用券 : 3,000ウォン� 3回利用券 : 7,000ウォン
� 6回利用券 : 13,000ウォン� 9回利用券 : 17,000ウォン

�����入場のためには、一日自由利用券の購入が必要
� ��一日自由利用券は、ホームページ、またはプラザ内のチケット売り場

及び無人券売機で購入可能

Chroma
� ��1F(Music Lounge), 2F(1st Stage&2nd stage)

� 3F(Sky Box), 4F(Beach Club)
� 公演のある日のみ営業

格の違うスペシャルなクラブ！
クロマ
ナイトライフ・デスティネーション「クロマ」は、大
人の旅行者のためのクラブです。黄金の太陽が溶け落ち
たようなユニークな外見は、世界的な建築グループで
あるMVRDVの設計によるものです。アジア最大級の規
模で、同時に３千名以上が収容できます。計４か所のミ
ュージックステージがあり、１階はミュージックラウン
ジ(MUSIC LOUNGE)、2階はメインステージ、サブステ
ージ(1ST STAGE & 2ND STAGE)、３階はVIPゾーン(VIP 
ZONE)、４階はビーチクラブ(BEACH CLUB)になっていま
す。クロマフィールドとの連携イベントも行えます。 

宿泊編

永宗島
パラダイスシティ

仁川空港

♡ドラマロケ地#「ホテルデルーナ」 #「ザ・キング」
 I  0706

LEISURE COMPLEX 
+ 永宗島
LEISURE COMPLEX 
+ 永宗島



安らぎを求めるならここ、
日常から離れた旅人たちの憩いの場
ネスト
１年中利用できる温水プール「フォーシーズン・
インフィニティ・スパプール」のあるネストホテル
は、厳しい基準をクリアした世界で317のホテルが
加盟している「デザインホテルズ」のメンバーホ
テルです。仁川空港磁気浮上鉄道・龍遊駅の１番
出口から、徒歩約２分の距離です。また、仁川国
際空港の第１旅客ターミナルと第２旅客ターミナ
ルから無料シャトルバスを運行しており、アクセス
も抜群です。周辺の観光スポットの舞衣島に行け
る蚕津島船着き場までは車で約５分、乙旺里まで
は車で約20分です。そして、ネストホテルは世界
各国の料理が味わえるレストランも有名です。 

心身を癒してくれる新感覚のスパ
シメール
高級スパ、シメール(CIMER)。ラグジュアリーでトレ
ンディなアクアスパゾーンで泳ぐのはもちろん、ダイ
ナミックなLEDメディアアートや他にはない独特なコ
ンセプトのプールパーティーも楽しめる空間です。顧
客志向を徹底的に貫いた複合型施設で、ヨーロッパ
の感性と韓国固有のチムジルバン文化を融合させた
「K-STYLEデスティネーション・スパ」です。毎週行わ
れるプールパーティーや様々なテーマのリラクゼーシ
ョン施設を備えた癒しの空間に皆様をご招待します。

Cimer
�アクアスパゾーン

� [オフシーズン]� 平日(月~金曜日)：午前10時~午後７時
� �� 週末(土~日曜日)：午前10時~午後10時
� [オンシーズン]� 午前10時~午後10時

�チムジルスパゾーン
� 日~木曜日：午前８時~午前０時
� 金・土曜日及び祝日前日：24時間運営

���アクアスパゾーンは、大人向けプールパーティーや貸し切
りイベントなど、その日の状況によって、青少年の利用可
能時間が変更になる場合がある

仁川空港から最も近い特級ホテル
グランドハイアット
グランドハイアット仁川は、充実した設備の一般客室、ス
イートルーム及びレジデンスを含め計1,024の客室を有し
ており、東洋と西洋の文化やデザインが融合したユニーク
な雰囲気とともに、世界レベルのサービスを提供していま
す。アクセスも良く、空港鉄道の仁川国際空港駅２番出口
から徒歩約15分の距離です。また、周辺の観光スポットで
ある仁川大橋までは車で10分、永宗島マシアン海岸までは
車で約15分で行くことができます。他にも24時間ルームサ
ービス、バレーパーキング、エクスプレスチェックイン・
アウトなど、様々な最高級サービスを提供しています。

Grand Hyatt Incheon
� ��仁川広域市中区永宗海岸南路321番キル 208
� ��+82-32-745-1234 

Nest Hotel Incheon
� ��仁川広域市中区永宗海岸南路19-5
� ��+82-32-743-9000

ウェスタングレイスホテル	 仁川広域市中区銀河水路29番キル36	 02-730-1101

ハワード・ジョンソン・仁川エアポート	 仁川広域市中区新都市南路142番キル6	 +82-32-722-0000

ホテルオラ	 仁川広域市中区空港西路345	 +82-32-752-8080

仁川空港ホテル	 仁川広域市中区新都市南路149番キル11	 +82-32-752-2066

ホテル・エアリラックス	 仁川広域市中区新都市南路149番キル7	 +82-32-745-3800

エアポートステイ	 仁川広域市中区空港路424番キル72	 +82-32-746-0070

 その他の宿泊施設

韓国最大の「K-Style」
プレミアム外国人専用カジノ
カジノ
パラダイスシティ・カジノは、韓国最大規模のプレ
ミアムな娯楽空間です。約40年の運営ノウハウを持
つ専門性やプレミアムなサービス、毎日変わる楽し
いイベントを通して顧客に最高の時間を提供しま
す。一味違う楽しさを求める旅行者にお勧めです。

Casino
� ��利用案内

+� パラダイスシティ・カジノは、年中無休・24時間営業です。
+� 外国人専用、未成年者・韓国国籍所持者は入場不可 
+� ��国籍確認のため、パスポートの提示が必要
+� ��カジュアルな服装での入場可能。但し、ショートパンツ、ジャ

ージ、サンダルなど、他人に不快感を与えかねない服装である
と判断された場合は、入場が制限されることもある。
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BMWドライビングセンター
2014年、全世界が注目するBMWドライビングセンターが永宗島に
オープンしました。グローバルな自動車メーカーであるBMWの全て
が体験できる複合文化施設です。24万平方メートルの敷地に建てら
れたサッカー場約33個分に相当する規模のセンターは、都市の近く
で最も強烈なパフォーマンスを経験できる所です。ドライビングが
楽しめる様々なトラックや展示場、イベントホール、ジュニア・キ
ャンパス及びリラクゼーション空間などの施設があります。自分で
運転してトラックを疾走するドライビング体験の他、多彩な展示や
体験プログラムを提供しており、多くの観光客を惹きつけます。大
人だけでなく、子ども向けのプログラムであるジュニア・キャンパ
ス、キッズ・ドライビング・スクールなども運営しています。

BMWドライビングセンター
� ��仁川広域市中区空港洞路136
� ��営業時間

� ブランド体験センター : 午前９時~午後６時� サービスセンター : 午前９時~午後６時
� ドライビング・プログラム : 午前９時~午後６時� ガイドツアー : 午前９時~午後６時
� ライフスタイル・ショップ : 午前９時~午後６時� レストラン・テラッセ : 午前11時~午後６時
� カフェ・オスロ：午前９時~午後６時

�利用案内
+� BMWドライビングセンターは毎週月曜日、旧正月・秋夕の連休が休館日です。
+� ��６月~９月の金・土曜日はは営業時間を１時間延長し、19時まで開館します。

�+82-80-269-3300

レジャー編

永宗島

仁川空港 

BMW
ドライビングセンター
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シーサイドパーク
満ち潮と引き潮により広がる干潟、夕日が照
らす西海のスペクタクルな風景を背景に建て
られた永宗のランドマーク。シーサイドパー
クには、スポーツ施設や遊び場はもちろん、
人工岩壁の滝、野外劇場、造形噴水、展望
台、アート造形物など、様々な施設がありま
す。多彩な見所と目の前に広がる海が同時に
楽しめる所です。自然を活用した生活の質の
向上を目標にしており、緑を活かした憩いの
場を提供しています。ここは、誰もが思い切
り走り回れる自然公園です。

豊かな海洋生態系を200%楽しもう
マシアン干潟体験場
マシアン海岸は、年間数万人が訪れる韓国最大規模の干潟
体験場です。首都圏に隣接しているにもかかわらず、海洋
生態系がいい状態で保存されている干潟生態体験場であ
り、世界的に見てもその価値は高いと言われています。干
潟体験だけではなく、手で魚を捕まえる体験や学校の自然
体験学習及び自治体・企業団体などのための様々な団体プ
ログラムがあり、旅行客にお勧めの場所です。

塩の生産体験や塩田の
多様な生態系観察の場
塩田体験
永宗公園事業団は、今は廃塩田になっている旧
クムホン塩田を復元して、塩田の機能を回復さ
せました。また、アッケシソウ（厚岸草）など
の塩生植物の群落地やフォトゾーン、公園内の
生態資源が楽しめる所を造成し、2018年度から
無料で塩田体験プログラムを行っています。本
体験プログラムは、月曜日から金曜日(祝日は
休業)まで、午前・午後各１回の一日２回行われ
ており、体験できる人数は1~10名です。

シーサイドパーク
� ��仁川広域市中区ハヌルダルビッ路２番キル６
���レールバイク営業時間

� 1~2月、11月~12月 : 午前10時~午後5時
� 3月~10月 : 午前９時~午後６時

�+82-32-719-7778

塩田体験
� ���営業時間 : 第１部-10:00~11:30、

� 第２部-14:30~16:00
�利用案内

+� 営業期間 : 4月~10月
� (毎週土・日曜日及び祝日休業)
+� ��申込み方法 : 利用日の３日前まで、
� ホームページで申込み可能
+� ��予約方法 : ホームページ会員登録 - 
� オンライン申込み - 決定・通知-完了
+� 注意事項 : ホームページでの予約可能人数：1~30名
+� 30名以上の団体予約の場合は、
� 下記の電話番号にお問い合わせください。

	+82-32-456-2983

豊かな海洋生態系を200%楽しもう
マシアン干潟体験場
マシアン海岸は、年間数万人が訪れる韓国最大規模の干潟体
験場です。首都圏に隣接しているにもかかわらず、海洋生態
系がいい状態で保存されている干潟生態体験場であり、世界
的に見てもその価値は高いと言われています。干潟体験だけ
ではなく、手で魚を捕まえる体験や学校の自然体験学習及
び自治体・企業団体などのための様々な団体プログラムがあ
り、旅行客にお勧めの場所です。

マシアン干潟体験場
� ��仁川広域市中区マシラン路107-8
�干潟(潮干狩り)体験 : アーゴ(水陸両用車)体験

� 干潟馬車 : ハゼのつかみ取り
� 企業・団体ワークショップ : 釣り

�+82-10-6855-3223

仁川空港 シーサイド
パークマシアン干潟体

験場

エイニのお勧め
フォトスポット！
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息を呑むような、綺麗な夕日が見られるスポット
乙旺里海水浴場
乙旺里海水浴場は、仁川中区乙旺洞に位置しており、「ヌル
モク」または「オルハン」とも呼ばれています。1986年に国
民観光地に指定されたこともあり、夏になると海水浴を楽し
もうとする人々で賑わう所です。白い砂浜は長さ約700メー
トル、海の水深は平均1.5メートルと、比較的規模の大きい海
水浴場です。夕日が美しい海水浴場として有名なので、日が
沈む頃になると、このまま時間が止まってほしいと思わせら
れます。海水浴やスポーツ、釣りなどが楽しめる総合保養地
です。近くには、龍遊島、エバーグリーン・オートキャンプ
場、レッドランド・オートキャンプ場、永宗島龍遊松林、マ
シランキャンプ場などがあります。

誰もが楽しめる余裕あふれる海岸
旺山海水浴場
旺山海水浴場は、傾斜が緩やかなので子ども
でも安心して遊べる海岸です。水質が比較的よ
く、釣りもできます。乙旺里から峠を一つ越え
ると5分程度で行ける海水浴場ですが、その雰
囲気は全く違います。旺山は、のんびりとした
漁村のような風景です。広々とした海辺には砂
浜が広がり、キャンプを楽しむにもいい場所で
す。塩田道の向こうへと沈んでいく旺山の夕日
は、龍遊八景の一つとされるほど綺麗です。引
き潮の時には干潟が現れ、干潟マッサージ、サ
ザエなどの貝の潮干狩りなど、水が引いた干潟
で特別な経験もできます。

悲しい伝説と綺麗な風景が相まった所
仙女岩海水浴場
仙女岩には悲しい伝説があります。永宗鎭の水
軍を率いていた護軍には妾がいましたが、二人
が別れた後に妾は永宗鎭の太平岩という岩か
ら海に身を投げました。この女性の遺体は誰
にも収拾されず龍遊島の入り江を漂流してい
ました。しばらくしてからそれに気付いた護
軍は、後悔しながら女性の遺体を埋葬したと
いいます。その後、女性が身を投げた太平岩は
「仙女岩」と呼ばれ、夜空のきれいな日には仙
女たちが虹に乗って天から降りて来て、遊ぶ場
所になったということです。岩の形が祈ってい
る女性のように見えることから、岩の前で祈れ
ば願いが叶うといった話も伝わっています。こ
こは、環境汚染がほぼない所であり、海辺での
炊事も許可されています。

乙旺里海水浴場
�仁川広域市中区龍遊西路302番キル16-15
�+82-32-746-4112
 ��テントを設置する場合、

� 5千ウォンのごみ処理手数料を徴収

旺山海水浴場
�仁川広域市中区乙旺洞(旺山海水浴場)
�+82-32-461-0404

仙女岩海水浴場
�仁川広域市中区乙旺洞(仙女岩海水浴場)
 +82-32-760-7532

キャンプ

永宗島

仁川空港

乙旺里海水浴場

旺山海水浴場

仙女岩海水浴場
♡ドラマロケ地

 # 「愛の不時着」
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とびっきりの景観、海上を歩く
ハナゲ海水浴場 – 海上観光探訪路
舞衣島海上観光探訪路は、幅2メートル、高さ
５メートル、全長550メートルの木橋です。海
上に架けられているので、まるで海の上を歩い
ている感じがすると多くの人々に愛されていま
す。満潮の時は波が虎龍谷山の崖にぶつかって
砕け散る風景が見られ、干潮の時は奇岩探しが
楽しめるなど、新鮮な体験ができます。

天国の階段への道 ハナゲ海水浴場
ハナゲは「大きい干潟」という意味です。引き潮の時、小麦
粉のように細かくて白い砂浜の向こうから広大な干潟が現れ
ます。傾斜が緩く、砂もきめ細かいので、家族連れに人気が
あります。海水浴場としては稀なことに、干潟にも入れるた
め、多くの観光客が潮干狩りをしに訪れます。また、ここは
ドラマ「天国の階段」のロケ地になった有名な場所です。

実尾島海水浴場
実尾島海水浴場は、永宗島から船で10分の距離に位置して
います。潮が引くと、広大な干潟が広がり、一日2回向か
いの実尾島まで歩いて行けます。実尾海水浴場という名前
は、実尾島につながるという意味で付けられました。海岸
沿いにある松林には、100以上のテントが設置できるよう
になっています。 

天の恵みとも言えるほどの自然景観の中で、
空を飛ぶスリル
ハナゲ海水浴場 - ジップライン
ハナゲジップラインは、新しいエクストリームスポーツ
です。高さ25メートル、長さ413メートルの滑降コース
を時速49~60キロで走り抜けます。すでに韓国の様々な
番組で取り上げられた舞衣島の名物です。韓国の有名海
水浴場トップ20に入るハナゲ海水浴場の白い砂浜や、
その向こうに広がる西海を眺めながら、空を飛ぶスリ
ルや爽快感を満喫してみてください。

シースカイワールドジップライン
�仁川広域市中区ハナゲ路144-3
� ��営業時間

� 6·7·8·9月 – 午前８時~日没まで
� オフシーズン – 午前９時~日没まで(年中無休) 

�+82-32-746-6886 / +82-10-5260-5767

ハナゲ海水浴場   
� ��仁川広域市中区舞衣洞(ハナゲ海水浴場)
�+82-32-751-8833
�野営施設(テント)完備

実尾島海水浴場
� ��仁川広域市中区舞衣洞136-49�   ��営業時間 : 毎日 9:00~19:00
 ��利用料金 : 野営料金(テント利用)– ５千ウォン
  +82-32-752-4466

貝焼き

永宗・舞衣島に来たら、必ず食べたい
もの！それはもちろん人気メニューの
貝焼きです。貝焼きの店がたくさん集
まっている所まであるくらいです。せ
っかく西海まで足を運んだからには、
思う存分食べて、海の幸を堪能するこ
とをお勧めします。

海鮮カルグクス

様々な魚介類がたくさん入っているカル
グクスは、永宗·舞衣島の名物の１つで
す。手頃な価格でありながら、もちもち
とした食感の麺やさっぱりとしたスープ
はこの上なく美味！様々な店が並んでい
るので、選ぶ楽しみもあります。ぜひ海
鮮カルグクスを味わってみてください。

マシアン海岸カフェ

涼しい海風に吹かれながら、コーヒー
を飲むのはいかがですか。引き潮の時
に現れる干潟や砂浜を歩いたら、食堂
に寄ってお腹を満たし、海岸が見える
カフェでお茶を飲みながら、夕日が沈
んでいくのを見る。もうこれ以上完璧
な一日はないでしょう。

キャンプ

舞衣島

인천국제공항

実尾島海水浴場

ハナゲ海水浴場

舞衣島

レジャー編

舞衣島

永宗島·舞衣島 食べ物編
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