
100年の歴史を持つ、特別な空間、
その中に歴められた異色な風景とレトロな感性。

タイムマシンに乗ったように
神秘的な時間旅行をしたいなら

開港場＆月尾島に出かけましょう。

開港場&月尾島
仁川の今と昔が感じられる場所
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仁川の今と昔が感じられる場所

T ime Travel

Incheon Specialist Program



開港場&月尾島ロードマップ

月尾展望台
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中区生活史展示館

仁川開港場 文化財夜行

済物浦倶楽部
청일조계지 경계계단

近代建築展示館

開花期の衣装

徒歩2分 海列車7分徒歩1分 徒歩2分 徒歩9分徒歩1分 徒歩7分

仁川開港博物館 月尾伝統公園清日租界地
境界階段

月尾テーマ
パーク

中区生活史展示館
大佛ホテル

韓国移民史博物館

徒歩4分 徒歩6分徒歩7分 徒歩7分 徒歩9分

自由公園 チャイナタウン 松月洞童話村

近代建築展示館 月尾展望台

済物浦倶楽部 月尾文化通り

仁川アート
プラットホーム

月尾海列車
(サイロ壁画)

清日租界地
境界階段

月尾テーマ
パーク

徒歩19分



仁川の開港場は、外国のカルチャーを最
初に受け入れた港です。そのため、過去
の多くの国の文化が共存する国際都市と
して繁栄しました。現在、開港場に入る
と時間の境界がぼやけるような感じがし
ます。旧韓末から日本植民地時代までの
歴史がそのまま感じられ、街全体に深
い歴史が込められた文化空間であるから
です。近・現代史の痛みが漂っています
が、現在は博物館、展示館など、様々な
形に改装された観光客の必須コースにな
っています。

開港場

‘思い出’が詰まった場所
で時をかけるロマンいっぱいの開港

場＆月尾島

仁川駅(ワールドコミュニティセンター) ▶ チャイナタウン ▶ ジャージャー麺博物館 ▶ 
海岸聖堂前 ▶ 大佛ホテル展示館 ▶ 仁川開港博物館 ▶ 仁川開港場近代建築展示館 ▶ アー
トプラットホーム

1時間コース

韓中文化館 ▶ 華僑歴史館 ▶ 大佛ホテル展示館 ▶ 仁川開港博物館 ▶ 仁川開港場近代建築展
示館 ▶ 中区庁 ▶ 清日租界地境界階段 ▶ 三国志壁画通り ▶ ジャージャー麺博物館 ▶ 仁川駅

2時間コース

韓中文化館 ▶ 華僑歴史館 ▶ 清日租界地境界階段 ▶ 大佛ホテル展示館 ▶ 仁川開港博物館 ▶ 
仁川開港場近代建築展示館 ▶ 中区庁 ▶ 仁川広域市歴史資料館 ▶ 済物浦倶楽部 ▶ 自由公
園 ▶ マッカーサー将軍の銅像 ▶ 三国志壁画通り ▶ ジャージャー麺博物館 ▶ チャイナタ
ウン(義善堂) ▶ 童話村

3時間コース

近代開港場解説コース案内

月尾島
開港場

月尾島は1989年7月に文化通りが造られた
後、文化芸術の場、出会いを交わす場と
公演広場などで知られ始め、今では、仁
川といったら浮かぶランドマーク的な場
所です。遊びの観光地として知られていま
すが、月尾島は歴史的なものも意外にも
大きいところです。過去に韓国戦争の戦況
を一瞬にして戻した仁川上陸作戦の最初の
作戦ポイントであったグリーンビーチも月
尾島にあります。歴史の跡がいっぱいある
月尾島を巡り、仁川の過去の時間を散策し
てみてはいかがでしょうか？

月尾島

‘半月の尾のように長く伸びている‘という漢字地名の月尾島。過去に
は漁乙未島・於乙味島、於味島、濟物島と呼ばれたこともありまし
た。「備邊司謄錄」「承政院日記」などの資料をもとに推定してみる
と、韓国語「オルミド」「オウルミド」を漢字で書きながら、現在の
名前に伝承されたものと見ています。一方、海外では「丙寅洋擾」当
時、フランス艦隊司令官であるローズが発見さした島と名付け‘Rose 
Island’と呼ばれていたそうです。
面積0.66k㎡、海岸線の長さは1km、月尾山の高さ105mに達する規模
の島でしたが、1920年代の初め防波堤を通じて陸地とつながりまし
た。1900年代初めまで、京畿道富川市永宗面に属していましたが、
1914年9月1日 仁川に編入されました。

Hidden Story 
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自由公園は、米国、英国、中国などの外国人がロシ
アの‘サバチン’に設立を依頼して誕生した韓国初の西
洋近代式公園です。今は残っていませんが、最初の
西洋式住宅と当時は画期的な4階建てのイギリス人の
別荘、気象観測所などがありホットプレイスとして
あげられていました。多くの歴史を共にしてきた自
由公園を紹介します。

時空を超えた近現代史のタイムカプセル
JAYU(FREE) PARK

自由公園は仁川港開港から5年ぶりとなる1888年に
建てられた韓国初の近代式公園です。当時は各国公
園、万国公園と呼ばれたが、仁川上陸作戦の成功
と自由を取り戻した記念に改称しました。公園内
では1982年に建てた韓米修交100周年記念塔と仁川
上陸作戦を成功に導いたマッカーサー将軍の銅像
（1957年完工）と自然保護憲章塔、忠魂塔、 石汀
樓などを見ることができます。毎年春になると雪
のように桜が舞い散る、‘自由公園桜まつり’を見る
ことができ、秋には紅葉の名所として知られていま
す。美術・作文大会など様々なイベントもよく行わ
れる仁川を代表する公園です。造園が美しく、最近
人気ドラマ‘トッケビ’をはじめとするドラマ、映画
の撮影地としてもよく紹介されています。公園の頂
上から仁川港と月尾島を眺める景色も見逃せないポ
イントとして挙げられます。ここから眺める仁川港
の夜の景色は恋人たちのデートコースとしても有名
です。

旅行、歴史になる。
自由公園 

自由公園

自由公園は、長い年月を過ごしてきただけに、歴史
的事件の場所として記憶されることもあります。▲
1919年3.1運動当時臨時政府を樹立、宣布すること
を決定した ‘13道代表者会議‘が計画された場所であ
り、▲光復後、解放記念塔の建立を準備したところ
▲6.25戦争後に建てられた忠魂塔があるところ▲仁
川出身戦没将兵505位の合同慰霊祭を開催した空間で
す。学徒義勇軍記念碑、鉄道、税関用地標石などが
このような時代の痕跡を示しています。

Hidden Story 

+
仁川広域市中区自由公園南路25
☎ +82-32-760-7597
運営時間：年中無休
入場料及び駐車場：無料（公園駐車場）

TIME TRAVEL
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仁川アートプラットホーム
歴史と現代文化芸術の共存
仁川アートプラットフォームがある仁川中
区海岸洞一帯は、1930〜40年代に建てら
れた建築物がよく保存された区域で建築の
造形的価値を認められているところです。
多くは120年以上の倉庫と企業の社屋など
13軒の建物を改造して、複合文化芸術空間
として再誕生させました。都市の歴史性と
空間特性を生かし、文化的に活用しようと
いう意見が集まって創作スタジオと工房、
展示場、公演場、資料室など生活文化セン
ターが造成されました。この開港場一帯は
過去の歴史は保存し、文化芸術の力を借り
て都市再生に成功した、地域経済の活性化
にも良い影響を与えたという点で、優れた
評価を受けています。

仁川開港場近代建築展示館
消失した近代建築物に会える場所
仁川開港場近代建築展示館は、市指定有形文化財第
50号で日本18銀行仁川支店に使われた建築物です。
1890年に建てられた平屋の建物で、典型的な和式の
寄棟屋根と金庫、金庫のドアなど銀行として使われ
た当時の姿がそのまま残っています。今の展示館は
開港以来、仁川に建てられた近代建築物と関連した
資料を収集、整理、研究しています。近代建築に興
味のある人なら誰でも魅了されるでしょう。

仁川開港博物館
仁川開港の歴史の中心
仁川開港博物館は開港当時、仁川の唯一の金融機関で
あった日本第一銀行の支店を改装して、2010年に新
たにオープンしました。1982年3月2日に市指定有形
文化財第7号に指定された意味のある建物で、開港以
来、近代仁川の姿を学ぶことができる博物館です。合
計4つの展示室に韓国初の鉄道、最初の教会、郵便制
度など、「初」というタイトルがついた遺物や資料を
多く保有しているのが特徴です。開港期仁川の風景か
ら近代文物まで、様々な歴史遺物をみたい場合は、仁
川開港博物館をお勧めします。

仁川アートプラットホーム

	 		仁川広域市中区済物梁路218番ギル3
	+82-32-760-1000
	運営時間午前9時 - 午後6時

仁川開港場近代建築展示館

	 		仁川広域市中区新浦路23番ギル77
	+82-32-760-7549
	運営時間 午前9時 - 午後6時（月曜日定休）
			利用料金 成人500ウォン、軍人300ウォン、	
青少年300ウォン、子供無料

仁川開港博物館

	 		仁川広域市中区新浦路23番ギル89
	+82-32-760-7508
	運営時間 午前9時 - 午後6時（月曜日定休）
	利用料金 成人500ウォン、軍人300ウォン、

	 青少年300ウォン、子供200ウォン

開港場

見どころ

♡ドラマ撮影地
＃トッケビ、＃ビューティーインサイド、＃サイコだけど大丈夫

仁川アート
プラットホーム

仁川
開港博物館

近代建築
展示館
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清日租界地境界階段
歴史の跡がそのまま残っているところ
「租界」とは外国人が居住して治外法権を享受できる
ように設定したエリアです。仁川の開港場は釜山と元
山に続き三番目に租界地が設置されたところです。清
日租界地境界階段は1883年に日本租界を皮切りに1884
年清国租界が位置した境界地域です。階段の境界を中
心に一方は日本風、一方は中国風に造園した ユニーク
な風景も見られます。この階段は自由公園と繋がり、
歴史的にも重要な意味を含んでいるところなので、一
緒に見て回るのもおすすめです。

清日租界地境界階段

	 		仁川広域市中区松鶴洞1街12

中区生活史展示館
過去と現在を行き来する空間
1885年にオープンした国内初の西洋式ホテルとして
知られている大佛ホテル。韓国を訪れた最初のアメ
リカ人宣教師ヘンリーアッペンツェラーのような外
国人が主に利用していた宿泊施設でした。ここは現
在、中区生活史展示館に生まれ変わりました。ホテ
ル撤去後の空き地だった大佛ホテル跡地にそのまま
3階建てのホテルを復元したのです。展示館は、第1
館の大佛ホテル展示館と第2館の生活史展示館で構
成されています。第1館は文化財庁と近代建築の専
門家に相談して、古いホテルの外観をそのまま再現
し、第2館は1960、70年代中区の生活を表すいくつ
かの場面をそのまま再現しました。

済物浦倶楽部
初の外国人社交クラブから文化空間へ
倶楽部という言葉は、クラブ（Club）の日本式発音を漢字で表
記したものです。1901年建立された済物浦倶楽部は開港当時、
仁川に住んでいた外国人の間での文化交流の場だったところで
す。開港後、1884年に仁川には、外国人のための各国居留地が
造成され、1891年に清と日本をはじめとする外国人の社交倶楽
部が組織されました。韓国初の外国人の社交倶楽部でした。現
在は、2007年改装をし、以前の姿が復元され、内部を見て回る
ことができます。済物浦倶楽部

	 		仁川広域市中区自由公園南路25
	+82-32-765-0261
	運営時間 午前9時30分 - 午後5時30分（月曜日休館）
	利用料金 - 無料

中区生活史展示館

	 		仁川広域市中区新浦路23番ギル101
	+82-32-766-2202
	運営時間 午前9時 - 午後6時（月曜日定休）
	利用料金 成人1,000ウォン、軍人500ウォン、

	 青少年700ウォン、子供無料
中区生活史
展示館

済物浦
倶楽部清日租界地

境界階段

TIME TRAVEL
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松月洞童話村
童話の中へ旅立つ幻想の旅
開港以来、復興の道を歩んでいた松月洞。1970年代
に入って、少しずつ外の足が遠のき、新たな活力を吹
き込まれ街全体が童話村へと完全に変わりました。い
ろいろなテーマをもつ道が作られ、様々な壁画、建
物、テーマに合った食べ物まで備えています。さらに
特別な点は、街の施設を再発見して、新たに整えたこ
とです。電柱は‘ジャックと豆の木’の豆の木となり、
古いガスメーターは‘オズの魔法使い’に出てくるブリ
キの木こりの体になりました。見どころが様々で立体
的な童話村で童心を取り戻しましょう。

松月洞童話村

	 		仁川広域市中区松月洞3街17
	+82-32-764-7494
	利用料金 - 無料

チャイナタウン
五感が楽しいテーマ旅行地
チチャイナタウンは、毎年数多くの観光客が訪れる
仁川の代表観光地です。その歴史は1883年から 始ま
ります。仁川港が開港されると、中国の華僑たちが
開港場を出入りしながらチャイナタウンの母胎を形
成し、120年以上の時間の中で自然に華僑固有の文
化や風習があちこちに溶け込んでいます。まるで中
国に来たような錯覚を起こす、赤く華やかな街の装
飾から簡単に目にすることのできる伝統的な中国屋
台の食べ物、長く立ち並ぶ中国の飲食店まで。目と
口を同時に満足させるところです。

チャイナタウン

	 		仁川広域市中区チャイナタウン路59番ギル12

チャイナタウン

松月洞童話村
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韓国移民史博物館

	仁川広域市中区月尾路329
	+82-32-440-4710
	運営時間 午前9時 - 午後6時

	 (毎月最後の水曜日午後9時まで）
	 月曜日定休/ 1月1日、祝日の翌日休館

	利用料金 - 無料

韓国移民史博物館
移民の歴史息づく博物館
1902年に韓国最初の公式移民がハワイに出港
して100周年を迎えた2003年、彼らの先駆者的
な生活を称えるために韓国の海外同胞と仁川市
民が韓国移民史博物館の建設に意を共にしまし
た。2008年6月に開館した博物館は、750万同胞
の人生と哀歓が息づく場所であり、韓国初の移
民史博物館でもあります。地下1階、地上2階で
常設展示室、資料室、体験室、映像室など各種
設備を通じ、韓国の移民の歴史にスポットライ
トを当てています。国内外同胞たちが誇りと自
負を感じることができる空間です。

月尾展望台
仁川の全景を一目に
50年間市民の出入りが制限されていた月尾山。その頂上にある
月尾展望台は西海の美しい夕日と仁川港を一望できる場所です。
23m3階の高さのガラスの展望台は、夜になると幻想的な雰囲気
を演出してデートスポットとして脚光を浴びています。壁全体が
ガラスになっており、いろんな視点で見ることができるのが大き
なメリットです。月尾公園案内所で月尾展望台まで「アザラシカ
ー」という名前のケーブルカーも運営しています。

月尾展望台

	仁川広域市中区自由公園南路25
	+82-32-765-0261
	運営時間

	 夏期（3月〜10月）：午前5時 - 午後11時
	 冬季（11月〜2月）：午前5時 - 午後10時

	利用料金 - 無料（アザラシカー利用料別途）

月尾伝統公園
様々な体験をしたいなら
月尾伝統庭園は、朝鮮時代の庭園様式をそのま
ま再現した公園です。美しい庭園と建築物が並
んでいる公園として親しまれています。他にも
様々なプログラムを体験することができること
が大きな特徴です。伝統武芸公演から、伝統武
芸体験、韓服体験、伝統的な遊び道具作り体験
などの伝統的なプログラムから、鹿、チョウザ
メの餌やりのような生態体験までまんべんなく
用意されています。

月尾伝統公園

	 		仁川広域市中区北城洞1街89-1
	+82-32-765-4133
	運営時間

	 冬期：午前5時 - 午後11時
	 夏期：午前5時 - 午後10時

月尾島

見どころ

月尾展望台

韓国移民史博物館

月尾伝統公園
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サイロ壁画
ギネス認定世界最大の壁画
アパートの22階の高さ・長さ168mの超大型の壁画がありま
す。これはサッカー場4つの大きさです。屋外壁画としては
最大規模で、ギネスブックに掲載されました。この壁画は、
穀物を保存する倉庫のサイロ（Silo）に壁画を描いたもので
す。22人の塗装専門家が投入され、使用された塗料の量だけ
で86万5千400ℓに達するそうです。灰色の巨大コンクリート
構造物として認識されていたサイロを変化させ、米国とドイ
ツで開かれたデザインアワードで受賞をしました。

月尾文化通り 
四六時中楽しみがたっぷり
2006年から形成され始めた月尾島海岸前
の通り。今では「文化通り」として造成
され、多くの人が訪れる観光地となりま
した。文化通りのポイントは、グラフィ
ティになった落書きで芸術的な見どころ
として位置づけられたということです。
770mとなっている短い通りですが、目
の前に広がる海が旅行者の心を魅了しま
す。仁川を代表する若者の街で文化と芸
術、公演、ウォータースクリーン音楽噴
水などが調和した物語のある通りです。

月尾文化通り     

	仁川広域市中区月尾文化路9
	+82-32-764-0842

サイロ壁画

	仁川広域市尾島ランプ7埠頭

サイロ壁画

月尾文化通り
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開花期の衣装
開港路で楽しむ開花期の衣装
開港場には開花期時代の衣装をレンタルしてくれるところ
があります。セルフスタジオも無料で利用可能です。その
時、その時代の衣装を着て、歴史が流れる開港路を歩いて
いると、さらに特別な経験として記憶されるでしょう。

韓紙工芸
暖かい感性が感じられる韓紙体験
開港場には韓国の伝統を感じることができるものが多い。
その中で、韓国の伝統紙である韓紙を体験してみてはいか
がでしょうか？韓紙工房で小さな手鏡から大きな照明ま
で、様々な体験が可能で、ギャラリーでは韓紙で作られた
工芸作品を購入することもできます。

新浦国際市場
仁川最初の近代常設市場
19世紀末新浦洞にあった八百屋が新浦市場の前身です。以前
野菜市場の姿は、市場内につくられたオブジェと市場の内部
に少し残っている長年続くお店では今でも感じることができ
ます。 新浦国際市場はチョルミョン発祥の地であり、故郷で
あり、様々な食べ物で有名です。仁川最初の近代的常設市場
であり、開港の歴史と一緒に100年を超える仁川の代表市場
として挙げられています。

月尾海列車
韓国人が行くべき場所 韓国観光100選
2019韓国観光公社が選定した観光100選に含まれてい
る月尾海列車は、仁川月尾島を循環する国内最長都心
型観光モノレールです。総運行距離が6.1kmに達し、
月尾島を一周するのに約42分かかります。月尾島の景
観と仁川内港 、西海と遠くの仁川大橋まで眺めること
ができる仁川の観光名物です。

月尾テーマパーク
1年中 365日の楽しみがあるところ！
自然の風景が素晴らしい月尾島で1992年開場以来、多
くの愛を受けてきた「マイランド」を皮切りに、2009
年「月尾テーマパーク」という400坪の大規模施設と
して再誕生しました。ディスコパンパン 、バイキン
グ、大観覧車などスリル満点のメジャーアトラクショ
ンが完備されています。仁川の名物としてあげられて
<1泊2日>、<SBSランニングマン>などの様々なプログ
ラムにも紹介されたことがあります。夕方になるとラ
イトアップされる照明で月尾島ならではのロマンチッ
クな夜景を楽しむこともできます。

月尾海列車

	 		仁川広域市中区済物梁路269
	+82-32-450-7600
	運営時間

	 平日：午前10時 - 午後6時 / 週末：午前10時 - 午後9時
 利用料金

	 大人 - 8,000ウォン / 青少年（13歳〜18歳)- 6,000ウォン
	 高齢者（65歳以上） - 6,000ウォン
	 子供（3歳以上） - 5,000ウォン
	 障害者/国家有功者など - 4,000ウォン

月尾島

楽しみどころ

月尾テーマパーク

	仁川広域市中区月尾文化路81
	+82-32-761-0997
	運営時間

	 平日：午前10時 - 午後9時 / 週末：午前10時 - 午後11時
	利用料金 入場料 - 無料

	 1回利用券（小人） - 4,000ウォン
	 1回利用券（大人） - 5,000ウォン
	 フリーパス（大人/小人） - 30,000ウォン

開港場

楽しみどころ

♡ドラマ撮影地
# 太陽の末裔

開花期の衣装

	 		仁川広域市中区新浦路27-93 

韓紙工芸

	 		仁川広域市中区又玄路 35-14-1 

新浦国際市場

	 		仁川広域市中区又玄路 35-11-5
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開港路カフェ通り
過去に新しい服を着る
開港場通りは古く、開港場通りには古びた建物の骨組みそのまま
に新しいスタイルを施し、異色な感じが漂うカフェに変化したと
ころが多く見られます。120年前の日本家屋を改造したカフェな
どが、今では若者のホットプレイスとして浮上しています。

新浦タッカンジョン
月日が経っても、味はそのまま
新浦国際市場の名物といえば、タッカンジョン。70年余りの歴史
を持つこの場所で変わらない味のまま、ずっと多くの人々に愛さ
れています。市場の入り口に入るとすぐに広がる鶏が揚がる香ば
しい香り、一口かじったら、そのサクサクとした食感は一度食べ
ると忘れられない味として記憶されるでしょう。

ジャージャー麺
韓国初ジャージャー麺が誕生した場所
チャイナタウンには、韓国で初めてジャージャー麺を売り出し
た中華料理店「共和春」がありましたが、今その場所は’ジャ
ージャー麺博物館’に生まれ変わりジャージャー麺誕生の歴史を
展示しています。見どころいっぱいのジャージャー麺博物館を
見学したあと、周辺に並ぶ韓国、中華料理店でジャージャー麺
を食べてみるのはいかがでしょうか？

貝焼き
夕日が絶品のビーチで楽しみましょう
月尾島で楽しむもう一つの魅力は、気の合う人と一緒に楽しむ貝
焼きではないかと思います。目の前に続く広大なビーチの前で新
鮮な貝焼きを味わうなら、誰もが満足するはずです。涼しい潮風
に吹かれ、仁川の名物である貝焼きをお楽しみください。

仁川開港場 文化財夜行
韓国夜間観光100選選定
仁川開港場の異色的な街並みと美しい景観照明が調和した
路地を背景に行われる’仁川開港場文化財夜行’。毎年数万
人が訪れる魅力的なプログラムです。イベントの主なプロ
グラムは、文化財徒歩探訪 - 無形文化財体験 - 仁川最古・
初などの様々な文化財体験 - アートフリーマーケット - 文
化公演などがあります。

ステイ情報

開港場

お祭り

グルメ

ベストウェスタンハーバーパークホテル
	 		仁川広域市中区済物梁路217	  +82-32-770-9500

ベニキア月尾島ザブリースホテル
	 		仁川広域市中区月尾路268	  +82-32-764-9000

月尾島観光ホテル
	 		仁川広域市中区月尾路274	  +82-32-420-8901

レトハウス
	 		仁川広域市中区新浦路46番ギル6
 +82-32-777-3998

ナンバー25仁川新浦店
	 		仁川広域市中区開港路45番ギル14
 +82-32-761-1525
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