Incheon Specialist Program

松島＆青羅

最先端の施設と自然が調和した、東アジアの未来都市

大韓民国1号 経済自由区域都市

未来に来たような錯覚をしてしまうところ
アジアのマンハッタンと呼ばれる環境にやさしい国際都市

松島＆青羅に会いにきてください。

y
t
i
C
l
a
n
o
i
t
a
n
r
e
t
In

松島＆青羅 ロードマップ

正西津年越し祭り

京仁アラベッキル
(アラマル展望台)

正西津

永宗大橋休憩所

仁川港
国際旅客ターミナル

仁川ペンタポートロックフェスティバル
松島ビール祭り

トライボウル

Gタワー

松島セントラルパーク

アートセンター仁川

松島コンベンシア

仁川都市歴史館
慶源斎アンバサダー仁川

トリプルストリート

Gタワー

徒歩1分
トライボウル

松島セントラルパーク

仁川都市歴史館
徒歩2分

徒歩6分

ポスコタワー

徒歩4分

徒歩6分

慶源斎アンバサダー仁川
+ 韓屋村

車で11分

松島コンベンシア

ジゼルエム青羅

青羅スパレックス

仁川ロボットランド

ソルチャン公園

徒歩6分

青羅スクエア

青羅生態公園

青羅ビューティー
フェスティバル

キャナルウェイ

青羅ワインフェスティバル

松島現代プレミアムアウトレット

ポスコタワー

松島コース

国立生物資源館

松島
セントラルパーク

車で11分

ソルチャン公園

アートセンター仁川

青羅
1コース

青羅
2コース

車で19分
国立生物資源館

車で22分

京仁アラベッキル
(アラマル展望台)
車で5分

仁川ロボットランド

永宗大橋休憩所

車で15分
青羅生態公園

徒歩13分
正西津

徒歩15分

キャナルウェイ

青羅スパレックス

INTERNATIONAL CITY
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バスご利用案内
仁川シティツアー

永宗島

1. チケットの種類

統合券、海路線、開港場路線

2. チケット販売店

仁川総合観光案内所(セントラルパーク)
仁川駅観光案内所(現金、クレジットカード可)
バス乗車時に、該当の運転手から購入(クレジットカードのみ)

松島

3. 利用料金

松島国際都市

区分

統合券
海路線

松島国際都市はシンガポール、ドバイなど世界

開港場路線

的な国際都市と肩を並べる大韓民国1号経済特区
として造成され、多数の国際機関と国内外の企

枢的役割まで担っていることが特徴です。

Hidden Story

仁川をそのまま観光する方法の中のひとつ

は、すぐ2階建てバスに乗って仁川の観光地
を楽しめる仁川シティツアーです。松島国際
都市のセントラルパークをスタートする海
ラインと開港場ラインに分けられた二つの

循環型コースが用意されています。他にも

青羅国際都市

青羅国際都市は、企業と住宅が共存する新概
念のビジネスタウンで、松島、永宗とともに、

仁川経済自由区域(IFEZ)を構成している都市で
す。国際業務やレジャーの中心地として着実に
開発されており、仁川国際空港高速道路、空港

鉄道、京仁高速道路、京仁アラベッキルなど、
永宗とソウルを結ぶ主要の交通軸であり、海を
挟んで位置し、海岸都市としても優れた立地を

10,000ウォン

8,000ウォン

12,000ウォン
5,000ウォン

障害者と
国家有功者

10,000ウォン

8,000ウォン

4,000ウォン

3,000ウォン

6,000ウォン

4. コース案内

業、名門大学が一箇所に集まっています。また、

と自然が共生できるように計画され、都心の中

小人
(5歳〜満18歳)

+ 48ヶ月未満無料、1-3級障害者は保護者1名を含む
+ 団体(10人以上)20％割引

です。先端知識サービス産業のグローバル拠点地

ベストグリーン都市の事例に選ばれるほど、人間

成人

夜景、時間旅行など、様々なテーマ型コー

スも選択することができます。青羅国際都
市を見渡したい場合は、正西津と国立生物
資源館、キャナルウェイ(人工水路)、青羅環

境生態公園を経由するエコツアー路線をご
選択ください。

循環型 海ライン

① 松島セントラルパーク(起/終点)
② 松島コンベンシア
③ 旺山マリーナ
④ 乙旺里海水浴場
⑤ パラダイスシティ
⑥ 空港旅客ターミナル
⑦ 新旅客ターミナル
⑧ G-Tower展望台
⑨ アートセンター仁川

+ 2時間25分所要 / 月曜日休館
循環型 開港場のライン

① 松島セントラルパーク(起/終点)
② 新旅客ターミナル
③ 仁川内港
④ 仁川駅
⑤ 仁川内港
⑥ 松島コンベンシア
⑦ トリプルストリート

+ 1時間20分所要 / 月曜日休館
テーマ型コース

仁川時間旅行 / ソレ市場ツアー / 江華歴史ツアー /
江華ヒーリングツアー / 夕焼け夜景ツアー

+ テーマ型コースはホームページ事前予約後利用可能

誇っています。
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INCHEON INTERNATIONAL FERRY TERMINAL

旅行、明日になる
仁川港国際旅客ターミナル
仁川港
国際旅客ターミナル

韓・中交流の新たな中心となる仁川港国際旅客ターミ
ナルは、港湾運営の効率を向上させ、仁川港を国際観
光美港として開発する目的で開かれた国際旅客ターミ
ナルです。 2016年12月に工事に着手し、3年6ヶ月ぶ
りの2020年6月15日にリニューアルオープンした国際
旅客ターミナルへ一緒に行ってみましょうか？

仁川港国際旅客ターミナルの建物は、地上5階、延べ面積約6万5,660㎡、サッカ

ー場9つ分のサイズで、従来の第1・2国際旅客ターミナルを合わせたよりも、な

んと1.8倍広くなりました。 6千7百億ウォンを投入して完成された国際旅客埠

頭とターミナルの規模は1883年仁川港開港以来、港湾での単一の建築物として
は、最も大きいものになります。ターミナルビルは、五大洋の波を形象化した5

つの曲線型の屋根に壮大な趣を加え、交通弱者への不便さがないように、障害
物のない室内環境にしました。また、地熱を利用した冷暖房システムを導入し
てエネルギー効率を高めたのが大きな特徴です。今後旅客ターミナルの近くに

は、ショッピングモールやリゾートが造成される計画で、東アジアの海洋観光

Hidden Story

国際旅客ターミナル3階には、海上安全体験館がありま

す。海上救命装置に直接触れながら、海上救命装備を
体験してみることができる空間です。体験館では、万

が一起こってしまった場合の海上安全事故に自ら対処
できるように、さまざまなプログラムを提供していま
す。国際海事機関(IMO)の標準安全標識、救命装置使用

法、水難事故を備えたフルマスク呼吸法と応急処置法
などの教育を誰でも簡単に学ぶことができます。

+ 見学情報
ロケ

仁川港国際旅客ターミナル
(仁川広域市延寿区国際港湾大路326番ギル57)
体験時間 平日10:00〜17:00(土・日・祝日休館)
体験内容 海上安全装置体験と応急処置教育
体験対象 幼児、青少年、成人、団体
所要時間 1〜2時間
申し込み問い合わせ +82-32-570-6099

ハブとして跳躍を夢見ています。

国際旅客ターミナル
全フロア案内

5階
4階
3階

2階

イベントホール１、イベントーホール２
出国場

総合小売店
保安区域 : 免税店、免税品の引渡し、内国税還付(有人窓口)

港湾出入証発給、海上安全体験館
船舶会社切符売り場
入国場

顧客案内センター、仁川観光案内所、韓医薬広報体験館
カフェ、百貨店、薬局、地域特産品販売

外貨両替、ローミング、旅行代理店、内国税還付(キオスク)
幼児休憩室、コインロッカー

1階

荷物宅送、従業員食堂、バス乗り場、タクシー乗り場

+ 体験館教育コース
安全体験教育

救助と応急処置教育

国際海事機関(IMO)
指定国際標準船舶
安全装置標識の理解

除細動器(AED)
操作方法の教育と体験

救命装置着用
トレーニングと体験

救命ボートの投下と搭乗体験
上記課程の動画復習教育

心肺蘇生法
退船及び水難事故発生時のフ
ルマスク呼吸法

青少年進路ナビゲーション
プログラム

その他の連携実習
エコヌリ号乗船と
仁川港見学

海洋進路ナビゲーション、
国際ターミナル出入国手続き
体験など

閘門広報館見学と
船舶運行
シミュレーション
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UNIQUE
VENUE
SONGDO

アートセンター仁川
世界的な文化のトレンドを創造する芸術都市

マエストロの指揮する手の姿からインスピレーションを
得てデザインされた「アートセンター仁川」は、ユニー

クな外観と海をつなぐ展望で松島国際都市を代表する建

慶源斎アンバサダー仁川＆松島韓屋村
高層ビルの中にある異色の風景

築物の一つです。2018年11月第1段階であるコンサート

ホールを開館して、音楽で世界とコミュニケーションを

慶源斎アンバサダー仁川は韓屋では初めて5つ星評価

とり、芸術の領域を広げており、今後美術館とオペラハ

を獲得したホテルです。伝統的な韓屋様式を備えた外

ウスを備えた複合文化芸術空間になるための第2段階事

観とは異なり、インテリアやサービスには、現代的な

業を推進しています。生活を豊かにし、都市を美しくす

ホテルの便利さが取り入れられています。それぞれ違

る松島の芸術、文化空間を訪れてみてください。

う水墨画を描いた壁紙や伝統的な室内装飾が暖かさ

アートセンター仁川

と、快適さを提供します。すぐそばにある韓屋村には

仁川広域市延寿区アートセンター大路222
+82-32-453-7700

韓屋食堂、カフェ、文化体験など多様な施設があり、
訪問客がより便利に観光できるようにしました。
慶源斎アンバサダー仁川

仁川広域市延寿区テクノパーク路200
+82-32-729-1101

松島コンベンシア
世界レベルのコンベンションセンター

シドニーにオペラハウスがあるのなら、仁川には松

松島ポスコタワー(パノラミック65)
ユニークな外観の建築物

島コンベンシアがあります。先の尖った三つの屋根

と流麗な曲線の屋根は、シドニー・オペラハウスを
連想させますが、実は韓国太白山脈をモチーフにし

松島ポスコタワーは螺旋状にねじられた独特の形

ています。先端のユビキタス施設を備えた国際的な

で、韓国的な曲線美を生かしてデザインされたと

レベルの展示場、会議室、イベント会場を備えたセ

評価を受け「グッドデザイン」の優れたデザイン
♡ドラ
マロケ
地
# トッケ
ビ
# 愛の不
時着

ンターは、仁川国際空港から車で20分の距離に位置

建築物に選定されました。その中の65階に位置す

しています。また、周辺にシェラトン、オークウッド

る‘パノラミック65 ’は、松島国際都市のオークウ

を含む6つの特級ホテルをはじめとする、様々な宿泊

ッドプレミア仁川ホテル内にある国内最高の高さ

インフラも備えています。美しい建物の外観と最先端

のバー＆ダイニング施設でパノラマの景色を楽し

の設備で、2008年10月7日に開館以来、変わらず愛さ

むことができます。

れ続け各種コマーシャルの背景にもなっています。

オークウッドプレミア仁川パノラミック65


仁川広域市延寿区コンベンシア大路165
営業時間
毎日18:00〜24:00 / 金、土曜日18:00〜01:00
+82-32-726-0065

松島コンベンシア
アートセンター仁川

慶源斎
アンバサダー仁川

ポスコタワー
松島コンベンシア

仁川広域市延寿区セントラル路123

入場料
- 無料
+82-32-210-1114
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地
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Gタワー
松島の景色を一目で

Gタワーは、仁川経済自由区域(IFEZ)の庁舎で、
国連の国際機関の緑の気候基金(GCF)、UN機関な
ど多くの国際機関の事務局が入居している松島の
代表ランドマークの一つです。ユニークな外観に

ふさわしく、2013年仁川広域市建築賞大賞を受
賞するなど誇れる受賞歴があります。29階スカイ
ガーデンと33階の展望台が無料で開放されてい

るので、ただ通り過ぎるのはもったいないところ
です。ここでは、松島全体の建物とセントラルパ

ーク、仁川大橋、西海まで眺めることができるの
で、日々発展していく松島国際都市の姿を一望す
るのもおすすめです。
Gタワー広報館

仁川広域市延寿区アートセンター大路175
+82-32-120
利用時間
月〜金曜日09:00〜18:00(週末と祝日休館)

トライボウル
仁川都市歴史館

Gタワー

1883年開港後、近代都市として新しく出発した仁川都市

の歴史の遷り変わりを見ることができる空間です。1階は

トライボウル
目を引くアートスペース

近代都市館、2階は仁川模型館、3階IFEZ模型館で構成さ

れており、文化歴史コンテンツを扱う展示と多様な教育
プログラムにも参加することができます。

独特の見た目でひときわ目立つ建物、それはまさにトライボウ
ルです。三つを意味する「トリプル」とお椀を意味する「ボウ

tipボックス
外国語案内サービス10人以上の団体観覧及び外国語の解説
(英語、中、日本語)
予約日時:火曜日〜日曜日09:00〜18:00(月曜日は休館で除外)
+82-32-850-6000, 6077 *電話事前予約が必要

ル」の合成語で建てられた名前です。空(空港)、海(港湾)、陸
(広域交通網)の3つの要素を意味して松島、青羅、永宗からな

る仁川経済自由区域を象徴しています。多様な公演、展示会、
誰もが楽しむことができるプログラムが用意されています。特

にトライボウルの周りには水路が巡っていて、水の上に映った
松島の夜景は見る人々の心を奪います。

仁川都市歴史館
仁川の過去と現在そして未来

仁川都市歴史館では、仁川の都市発展過程をテーマに

エイニのお勧めフォトスポット！

教育プログラムを運営する複合文化空間で、子供から大人まで

♡ドラ
マロケ
地
# 太陽の
末裔

トライボウル

仁川広域市延寿区仁川タワー 大路 250
+82-32-832-7992

仁川都市歴史館

仁川広域市延寿区仁川タワー大路 238
入場料 - 無料
+82-32-850-6000
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UNIQUE
VENUE
CHEONGNA

青羅スパレックス
ウェルネス観光25選選定

永宗大橋休憩所
最も近い海、最も近いサービスエリア

グウィネス・パルトローやミランダカーなどハ

レイスです。首都圏で最も近くに海を見るこ

最近の韓流文化でも欠かせない‘チムジルバン’。
リウッドの有名女優たちも韓国式風呂とサウ
ナ文化が好きだと明らかにして話題を集めまし

た。事実、一日中ツアーで疲れた旅行者にチムジ
ルバンほど良いところはありません。遠赤外線

エネルギーを利用して、体内の老廃物を除去し、
固まった筋肉ほぐし、体を軽くしてくれるなど、
国立生物資源館
永宗大橋休憩所

疲れた体にとって最高の休息空間だからです。仁
川空港から車で30分のところにあり利便的にも

魅力があり、外国人がより簡単に利用することが

できる場所でもあります。汗蒸幕(ハンジュンマ
青羅スパレックス

ロボットランド

ク)とサウナ、ヒノキ森林浴場でヒーリングタイ
ムを持つことをお勧めします。
青羅スパレックス

国立生物資源館
専門解説者と一緒にツアー

川広域市西区青羅キャナル路260番ギル15
+82-32-561-2244
利用料金
昼間大人 - 8,000ウォン
昼間小人 - 6,000ウォン
夜間大人 - 11,000ウォン
夜間小人 - 8,000ウォン
チムジル服 - 1,000ウォン

「永宗大橋休憩所」は、新進気鋭のホットプ
とができるそして 最も近い休憩所であり、

韓国の地上波tv番組で有名女性コメディアン
が紹介した「永宗大橋休憩所の練り物とゆず
茶」が有名になったところです。永宗大橋休

憩所は、2014年までは「永宗大橋記念館」
でした。 2014年5月に「永宗大橋休憩所」と

して新たに生まれ変わりました。世界最大の
鉄の彫刻として登載された造形物(フォーチ

ュンベア)と、様々な飲食店が入ったフード
ホール、西海の幻想的な夕日を鑑賞すること
ができるサンセットラウンジまで、観光、グ

ルメなどやるべきことがいっぱいです。仁川
空港に思ったより早く到着しそうな観光客が
巡るにも良いところです。
永宗大橋休憩所

仁川広域市西区正津西南路25永宗大橋休憩所
+82-32-560-6400
営業時間
商業施設 : 毎日08:00〜20:00

です。一般人と研究者のために所蔵標本などを展示してお

仁川ロボットランド
先端ロボット産業の未来

がら観覧することができます。観覧以外にも様々な体験イ

複合文化空間です。仁川は知能型ロボットの開発と普及を促進し、国

国立生物資源館は東洋最大規模の韓半島自生生物研究所
り、専門家の解説や音声案内機を通じて展示説明を聞きな
ベントがあり、生物多様性、生物資源の認識向上と専門人
材を養成するために努力しているところです。
国立生物資源館

仁川広域市西区環境路42
+82-32-590-7000
利用時間 : 09:30〜17:30(最終入場17時)
利用料金 : 無料
外国人予約案内(個人は予約なしで観覧可能)
+ 団体10人以上の場合観覧希望日から最低3日前、インターネット予約

仁川ロボットランドは、ロボット産業とテーマパークが統合された

家の未来成長産業として育成するために仁川青羅経済自由区域内に約

767,000㎡規模のロボット団地を造成しています。テーマパークは、21
年にオープン予定ですが、ロボットランド1階に開館した体験館は、現

在も運営中です。ここでダンス、コーディング、自律走行、ドローン、
教育をはじめ、様々なロボットとVRを体験してみることができます。
ロボット体験館

仁川西区ロボットランド路155-11ロボットタワー1階
+82-32-727-5400 
営業時間 : 毎日09:30〜18:00 月曜日、日曜日休業
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WATERFRONT
SONGDO

松島セントラルパーク
ソルチャン公園

松島セントラルパーク
都心の中の巨大な海水公園

松島セントラルパークは総面積370,750㎡規模の都心の中にある巨大な
公園です。松島国際都市のメインとなる地区の国際業務団地内の先端業

務地区と住宅団地の真ん中にあります。都市のヒートアイランド現象を
防ぎ、雨水を効率的にリサイクル管理することができる最新の工法で造
成されました。ここを訪れる旅行者は、まず、その風変わりな雰囲気

にとりこになります。国内初の海水を利用した海水公園というだけあっ

て、3.6kmに及ぶ海水路と水上タクシー、カヌーなど水上レジャー施設
が訪問者の心を魅了します。

エイニのお勧めフォトスポット！
松島セントラルパーク
+
+
+
+

仁川広域市延寿区コンベンシア大路160
利用案内
体験案内 - 水上タクシー、カヌー、カヤック、ボート
(水上タクシーなど体験費用は別途)
入場料 - 無料
駐車施設 - セントラルパーク駐車場(1時間1000ウォン)
ペット同伴可否 - 可能

ソルチャン公園
松島の海を満喫したいなら

ソルチャン公園では、高いビルが伸びている都心の中

でスッキリと開かれた西海を見られる公園として注目

されています。本来ここは松島と永宗をつなぐ仁川大

橋の設置当時に建設に必要なケーソンを作っていたと
ころです。仁川大橋が2009年に完成され、公有水面

の上に鉄骨構造物を設置し、今のような親水空間に生
まれ変わりました。ソルチャン公園で美しい夕日を楽
しんだ後、すぐ隣にある複合文化空間であるケイスン

24で多様な文化公演と展示観覧、グルメなども一緒
♡ドラ
マロケ
地
# トッケ
ビ#花
遊記

に体験してみてはいかがでしょうか？
ソルチャン公園

仁川広域市延寿区コンベンシア大路 391番ギル20
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キャナルウェイ
仁川都心の中の小さなベネチア

京仁アラベッキル
千年の約束が流れる

目指しています。長く続いた人工水路がロ

ラン」のリフレイン「アラリオ」から

青羅国際都市は、ベニスと同様に水の都を

アラ航路の「アラ」は韓国民謡「アリ

マンチックな キャナルウェイ水辺公園は、

取った言葉であり、海を意味する古語

散歩ができるのはもちろんのこと、各種商

です。18kmの長さの水路に周辺散策路

店街が密集していて便利です。周辺商店街

や自転車専用道路が造成されており、

とともに秀麗な景観で、首都圏で最もホッ

展望台や滝など、様々な観光スポット

トなプレイスにあがり、若者たちの人気を

まで取り揃えています。西海と漢江を

集めています。また、近くにある青羅湖公

つなぐの韓国人の趣と精神、情緒と文

園で毎週火曜日から日曜日まで披露される

化が流れる航路として、韓国の新しい

音楽噴水ショーも水の都青羅新都市を伝え

文化を創造する「グローバルブランド

る代表的な自慢のものです。

航路」の願いが込められています。

正西津

京仁
アラベッキル

キャナルウェイ水辺公園

仁川広域市西区延喜洞630

青羅生態公園

WATERFRONT

アラマル展望台
キャナルウェイ

仁川広域市桂陽区アラ路 228

CHEONGNA

正西津
夕焼けが染まるところ

江陵の正東津と対峙される正西津、光化門道路にあ
る原票座標点の真反対の西端です。これを象徴する石

碑とオブジェ(夕焼けの鐘、夕焼け壁)がおかれていま
す。新たな出発を意味する正東津の日の出観光のよう

に、ロマンチックな懐かしさというテーマの落日を通
じた観光商品が人気です。水路に沿って木製デッキの

散策路が造られ、その横には、風力発電機が勢いよく
回って、異国の雰囲気を感じさせます。
アラビッソム正西津広場

仁川広域市西区梧柳洞

青羅生態公園
澄んだ青い自然の空間

混雑しておらず、きれいに整備された道がゆったりとしている休

息に最適な青蘿地区生態公園は、仁川環境公団が造成したとこ

ろで、いつでも誰でも無料で利用できます。82,000㎡規模の生態
公園が作られており、コイやスッポンなど、さまざまな動物たち

が暮らす生態池。そしてハーブ、サボテン、熱帯植物が育つ温室
効果まで設けられています。自然生態を見て感じることができる
自然学習場であり、休憩できる公園をお楽しみください。
青羅生態公園

仁川広域市西区ロボットランド路249番ギル38
利用時間
夏期(4月〜10月) : 09:00〜19:00
冬季(11月〜3月) : 09:00〜18:00
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SHOPPING

SONGDO

青羅スクエア7
青羅最大規模の大型マルチモール

松島現代
プレミアムアウトレット

地下3階〜地上6階規模のストリート型商店街です。地下広

トリプルストリート

場がキャナルウェイと繋がっており、利便性を増していま
す。効率的な動線に沿って立ち並んだ映画館、病院、体験

テーマパーク、レストランなど、様々なサービスを享受す

松島現代プレミアムアウトレット
都心型プレミアムアウトレット

ることができます。特に総合病院に準ずる病院 や診療所が
入店して健康診断や軽い治療からビューティー 、整形手術
とリハビリ治療まで可能な総合医療施設を備えているのが

現代プレミアムアウトレット松島店は約300

特徴です。空港鉄道青羅国際都市駅を利用すればソウル駅

個のブランド、1万5000坪規模の営業面積を

まで約30分台で行くことが可能です。

誇ります。地下鉄(仁川地下鉄1号線テクノパ
ーク駅)に繋がっており、アクセスも抜群で
す。多数のブランドが入店しており「プレミ

アムマーケット」も入っています。レジャー
館、キッズカフェや遊具まであり、家族全員
が楽しめるオススメのスポットです。
仁川広域市延寿区松島国際大路123
+82-32-727-2233
営業時間
平日 10:30〜20:30月〜木(11月〜4月)
平日 10:30〜21:00月〜木(5月〜10月)
週末 10:30〜21:00金〜日

仁川広域市西区青羅ルビー路76
+82-1600-7107

♡ドラマ
ロケ地
＃ サイコ
だけど大
丈夫
＃ 梨泰院
クラス ＃
花遊記
＃ よくお
ごってくれ
る綺麗なお
姉さん

スポーツ専門館、レゴショップや子供美術

松島現代プレミアムアウトレット

青羅スクエア7

トリプルストリート
歩きたい通り、都心の中の遊び場

現代プレミアムアウトレットのすぐ前に位置する、トリプルス
トリート。地下と地上、屋上などの3つの通りという意味で付け
られた名前です。365日新しいフェスティバルが繰り広げられる
複合文化空間です。直線距離が600mにもなり、各種衣類や雑貨
など200以上の有名なブランドが入っていて、特別な観光スポッ
ト、グルメ、アトラクションがひとつになった空間です。
エイニのお勧めフォトスポット！
トリプルストリート

仁川広域市延寿区松島科学路16番ギル33-2
+82-32-310-9400
営業時間
10:30〜午後10:00(365日、年中無休)

青羅スクエア7

SHOPPING

CHEONGNA

ジゼルエム青羅

ジゼルエム青羅
若者たちのホットプレイス

キャナルウェイ近くに位置する超大型複合文化施

設です。東西南北どこからでもアクセスが可能な

立体型建物で、空間のあちこちに建築美学が含ま
れ、見る楽しみがあります。大型マルチプレック

ス映画館をはじめ、コンベンションセンター、青
羅最大規模のプールとスポーツセンター、多様な

文化や体験が可能なエンターテイメント空間で、
大きく広い最高の駐車スペースまであります。
ジゼルエム青羅

仁川広域市西区青羅エメラルド路99
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FESTIVAL

SONGDO

仁川ペンタポートロックフェスティバル
音楽都市仁川の祭り

仁川広域市は知ってのとおり音楽的土壌をか
なり厚く重ねてきた音楽の街でもあります。
ペンタポートロックフェスティバルは、仁川

の5つの都市計画のキーワードを意味するペン

タ(Penta)とポート(port)の合成語で、アジアを
代表するフェスティバルに成長しています。
仁川ペンタポートロックフェスティバル
仁川広域市セントラル路350
(松島月タルピッ祭り公園)
+82-32-440-4023

松島月タルピッ祭り公園
韓屋村

飲食店街

トリプルストリート

松島ビール祭り
楽しみが溢れる夏のパーティー

仁川広域市松島で毎年8月末と9月初めの

間に開催されるお祭りです。アジア最大規

模の舞台で暑さを吹き飛ばすクールで多様

グルメ編
韓屋村

外国人が好む代表的な韓国料理メニューを体験したい場合

は、松島の韓屋村を訪れてみるのもおすすめです。静かな
韓屋のインテリアに味が保証された炭火カルビ専門店とソ
ウル式焼肉専門店に出逢えます。

飲食店街

様々な商店街が密集している飲食店街一帯には、さまざ

まなメニューのレストランが並びます。韓国料理から、中

華、洋食、和食、さまざまな種類の飲食店が並んでいて、
好みに応じてお選びいただけます。

トリプルストリート

複合文化空間であるトリプルストリートには、国内外の有
名グルメはもちろん、様々なフランチャイズレストランが
入店しています。長く並んだレストランが地下から1,2階ま
で広がっており、老若男女誰でも満足のいく空間です。

な世界のビールと様々なグルメを楽しむこ
とができます。ライブコンサートや花火、

EDMパーティーが広がります。楽しさに美
味しさを加えた特別なお祭りで好みに応じ

て選んで飲む、世界各国のビールが食欲を
そそる松島の夏の代表的な祭りです。
松島ビール祭り

仁川広域市セントラル路350
(松島月光(タルピッ)祭り公園)
+82-32-830-1000

FESTIVAL

CHEONGNA

青羅ワインフェスティバル
青羅、ワインにハマる

正西津年越し祭り

美しい湖公園で味わう、甘酸っぱいワイン一
杯。昼も夜も美しい青羅で3日間繰り広げられ

青羅ワインフェスティバル

るワインの饗宴。毎日繰り広げられる公演を楽
しみながら、ワインの香りを感じられるお祭り
が広がります。国内をはじめ、世界各国の名品
ワインを味わうことができるフェスティバルで

ワインにふさわしい様々な公演と料理をお楽し
みいただけます。

青羅ワインフェスティバル

仁川広域市西区青羅キャナル路135
+82-32-830-1000

青羅ビューティー
フェスティバル

青羅ビューティーフェスティバル
美しい都市青羅

最先端をリードするシックな都市のビューティーフェスティバ
ル。ビューティーをコンセプトにしたフィットネスモデルのキャ

スティングショー、韓服ファッションショー、エキシビジョンな
ど、普段なかなか触れられない接することのできないものや体験

プログラムが行われます。青羅ビューティーフェスティバルでし
か体験できない差別化された魅力を満喫することができます。
青羅ビューティーフェスティバル

青羅キャナルウェイ青羅1棟 行政福祉センター近く
+82-32-453-7093

正西津年越し祭り
一年を終える落日

年末に仁川を訪問して、落日の名所である京仁アラベッキル正津西
アラビッソム広場で、年越し祭りを楽しんでみてはいかがでしょう

か? 西海の美しい夕日と一緒に一年を終えることができる、首都圏最
大規模の年越し祭りです。年越し日没までのカウントダウン、正西
津コンサート、花火などさまざまなイベントが用意されています。
正西津年越し祭り

仁川広域市西区正西津南路95
毎年12月31日
+82-32-560-5930
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