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Incheon Specialist Program

世界で最も急速に成長する北東アジアの中心都市 仁川

さらにより広い世界と、より良い未来をつなぐ夢の都市

世界に向かう、世界が向かうところ
その始まりに仁川があります
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+ 挨拶

仁川は、過去と未来

仁川は、過去と未来

共存する都市

共存する都市

の相反した魅力が

の相反した魅力が
市長

ようこそ、仁川広域市長の朴南春です。

朴南春

「仁川国際オンライントラベルマート」に参加してくださった国内外仁川観光パートナーの皆さん！
そして観光業界従事者の皆さん！お会いできて嬉しいです。

世界最高の空港と港湾を持っている仁川は、過去と未来の相反した魅力が共存する都市です。
歴史と文化を抱いている元都心、先端スマートシティをリードする経済自由区域、

天恵の自然が調和した168個の島など仁川の無限の魅力にはまった方々はその魅力から抜けにくいと確
信を持ってお伝えします。

仁川市は、これらの観光資源を世界に広報し、都市と観光交流を強化しようと

「仁川観光パートナー」構築事業を推進し、国内外の136社に参加していただきました。

困難な時期にも一緒に活動してくださった仁川観光パートナーの皆様に心から感謝申し上げます。
コロナ19により観光業界がかつてない危機に直面しています。

わが市は先制的で徹底した防疫とともに、コロナ19により低迷した地域観光を回復させようと

「味わおう 、仁川旅行」プロジェクトを推進し、中小企業の育成資金や旅行会社の広報マーケティン
グなどもサポートしています。

今日から始まるオンライントラベルマートも、コロナ19で海外マーケティングで困っている観光業界に
少しでも力になるために用意したものです。

たとえ一ヶ所に集まることができなくても、仁川観光の充実した情報と良いパートナーを得て、

コロナ19の危機の中、観光産業が進むべき方向を一緒に模索する場になることを期待しています。

仁川市は、世界中の観光客が自由に移動できるように、安全でクリーンな仁川観光環境づくりに一層努
めています。

もう一度2020仁川国際オンライントラベルマートに参加してくださった皆さんを歓迎します。
ありがとうございます。

(2020.10.27日にトラベルマート挨拶の中より)

仁川観光公社 社長

こんにちは。

閔敏泓

仁川観光公社社長のミンミンホンです。

2020仁川国際オンライントラベルマートで皆さんにお会いできて嬉しいです。

仁川は世界最高水準の仁川国際空港と仁川港がある大韓民国の国際ゲートウェイ都市です。
西海を挟んで色とりどりの観光資源を保有している島があり、

多様な歴史遺跡を保有している江華島、韓国開港の歴史が立ちこめている開港場、先端都市松島で過
去、現在、未来を体験することができるので、仁川は誰でも時間旅行をすることができるユニークな
魅力がある観光都市です。

仁川市と観光公社は様々な仁川観光の魅力を全世界に広報し、国内・海外旅行業者間のビジネス相談
の機会を提供しようと、今回のオンライントラベルマートを準備しました。

今日から三日間、15カ国、約120の国内外の観光業者が参加してビジネス相談を行う予定です。

開会式後に行われるウェブセミナーは、コロナ19以降経験したことがなかった新しい日常の下で、将
来の観光産業を展望して地域観光産業が進むべき方向を模索する場です。

ウェブセミナーに世界の観光協会グロリア・ゲバラ会長をはじめとする国内外の観光業界、学界、自
治体関係者の方々の講演と討論が行われます。

コロナ19パンデミックの大きな困難を経験している観光業界の皆様に、小さいながらも役立つ相談会
やセミナーになることを願っています。

改めて2020仁川国際オンライントラベルマートに参加してくださった皆さんに感謝し、今回のイベン
トが、新しい交流と協力の機会を提供し皆様のビジネスに役立つ時間になることを願います。
ありがとうございます。

(2020.10.27日にトラベルマート挨拶の中より)

観光公社社長 閔敏泓

仁川広域市長 朴南春
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Slogan

#01

仁川のブランドは

すべての道は仁川に通じる（all_ways_INCHEON です。
仁川国際空港・仁川港を保有している大韓民国の関門都市で空の
道と海路のほか、歴史の道、

文化の道、世界への道は、将来への道など、すべての道は仁川に
通じるという意味を持っています。仁川広域市の現在の志向を示

し、都市ブランドが伝えるメッセージと価値を効果的に理解させ
る機能があります。

Character

#02

灯台を愛する

ゴマフアザラシ友人
仁川のキャラクターは、灯台とゴマフアザラシを素材にデザイン
されました。

灯台は「大韓民国最初の光」八尾島灯台をモチーフに

先端産業都市仁川の過去と未来のつながりを意味します。

ゴマフアザラシは天然記念物で、絶滅の危機動物である白翎島の
ゴマフアザラシをモチーフに

仁川市の自然にやさしい意味を込めました。

現在仁川は北東アジア主要都市を越えて、世界一流都市に向かっ
て進んでいます。松島・青羅・永宗など仁川経済自由区域を中心

とする新成長動力とバランスよく発展する元都心が一体になって
相乗効果が起きています。

ボミ

エイニ

コミ

ゥンデリー
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位置

126°37′E, 37°28′N

ソウルと28kmの距離（朝鮮半島中央）

仁川の数理的位置は、約126°37'E、37°28'Nに相当します。韓
半島の真ん中で、黄海に接しており、漢江の下流に位置してい

ます。大韓民国の首都ソウルと約28kmの距離の仁川は、サン

仁川

フランシスコ、ワシントン州、スペイン南部地域と同様の緯
度に位置します。

面積

1,063.26km²

都市の中の面積1位（2位 - 釜山）

仁川は2000年以降、公有水面埋立などで2005年には面積が
994.12km²に全国土面積の1％に拡大され、2019年12月31日現
在1,063.26km²に至ります。

気候

平均12.1℃

Location

#03

都市はモダンかつ安全、快適で伝統を誇る都市です。

海に面した海洋都市で、青い海と美しい夕日に出会えます。 情に

あふれる仁川の人々、韓国社会と文化、伝統と情緒に触れたい方
に最適です。

地方より海洋性気候の特性も一部持っており、気温の年較差

値は38.9℃（1949.8.16）、一日の最低気温の極値は-21.0℃
(1931.1.11）である。降水量は年間1,134.4mmと同様の緯度の
地域に比べ少ないです。

仁川は今も絶え間ない発展と成長を続けています。
置します。

仁川は大陸性気候に属しながらも海岸に位置し、他の内陸

が少ないです。年平均気温は12.1℃で、一日の最高気温の極

世界に向けた北東アジアの国際都市

仁川は北東アジアのハブ都市として、地理的に韓国の中心部に位

大陸性&海洋性気候の特性も一部

人口

3,029,261人

都市の中で人口規模３位

2015

2,983,484人

2016

3,002,172人

2017

3,011,138人

2018

3,022,511人

2019

3,029,261人
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Info

#04

安全で便利な交通インフラ

仁川は世界が認める環境交通都市です。

仁川2号

黔丹サゴリ

黔丹梧柳

空の道と海の道が大きく開かれている北東アジアのハブ都市仁川

旺吉

麻田
完井
篤亭

誰でも簡単に楽に行き来できる最適のアクセスを持っています。

黔岩

桂陽

黔バウィ

安全で便利な、交通インフラ仁川の交通は速く、便利で、何より

橘峴

アジアド競技場
青羅国際都市

も安全です。地下鉄と公共交通機関、道路網が網のように細かく

鵲田

富平区庁

石南

1. 12年連続世界の空港サービス評価1位

AIRPORT

2. 世界の国際貨物輸送3位、貨物処理276万トン

空港鉄道

3. 年間運行回数40万回、旅客処理7,100万人
4. 88の航空会社が173都市接続

仁川

雲西

仁川空港2ターミナル

仁川空港1タ
ーミナル

崇義

朱安

済物浦

仁荷大

合同庁舎

間石

道禾
市民公園

間石五ゴリ

石泉サゴリ

石バウィ市場

国際旅客ターミナル

東春
東幕

セントラルパーク

8つのバース（クルーズ22.5万トン、カーフェリー5万トン

キャン パスタウン

仁川大入口

級、3万トン級）, 220万人の乗客管理、貨物処理82万TEU

知識情報団地

富川

仁川大公園

万寿
雲宴

文鶴競技場
延寿

仁川1号線

中洞

モレネ市場
南洞区庁

仁川ターミナル

国際業務地区

松内

仁川市庁

松島

6つのバース、最大16,000TEU接岸能力 210万TEU荷役能力

上洞

富平サムゴリ

銅岩

芸術会館

仁川新港

三山体育館

富開

東樹

白雲

パ ラダイスシティ

磁気浮上鉄道

海路で結ばれた、仁川港国際旅客ターミナル

PORT

新浦

長期駐車場

ウォーターパーク

龍遊

カジェゥル

朱安国家産団

桃源

空港貨物庁舎

富平

仁川佳佐

東仁川

堀浦川

富平市場

西部女性会館

永宗

7号線

葛山

佳停中央市場

世界最高空港、仁川国際空港

林鶴

京仁教大入口

佳停

国鉄1号

朴村

桂山

西区庁

繋がりどこにでも簡単に移動することができます。

金浦空港

テクノパーク

仙鶴

新延寿

源仁斎

南洞産業団地
虎口浦

仁川論峴

蘇莱浦口
月串
達月

烏耳島

水仁盆唐線

仁川どこにでも行くことができる都市鉄道

仁川には仁川都市鉄道1・2号線、水仁盆唐線、空港鉄

SUBWAY

道、磁気浮上鉄道、国鉄1号線があります。また、多

くの観光地が電車と連携されており、電車に乗ったら
迅速かつ容易に仁川全域を観光することができます。

空港鉄道

水仁盆唐線

国鉄1号

磁気浮上鉄道

仁川1号線
7号線

仁川2号
乗換
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Education

#05

人材育成のための教育環境

最高の教育プログラムを備えたインフラを誇っています。
60年余りの伝統を誇り、多くの人材を輩出した仁荷大学と国立大
学に転換後優秀な学生が集まる仁川大学、松島にキャンパスを設
けた名門私学の延世大学校と仁川グローバルキャンパスは、グロ

ーバル力と感覚を持った人材の産室です。チャドウィック松島国

際学校は、設備の整った教育インフラとカリキュラムで12年課程
を運営しており、青羅ダルトン外国人学校も人材育成のための精
鋭教育プログラムはもちろんプール、乗馬を運営するなど、最高
の教育環境を誇っています。

仁荷大学

仁川大学

開校日 1954.2.5.
ロケーション ミチュホル区仁荷路100

開校日 1979.1.10
ロケーション 延寿区アカデミー路119

仁荷大学は工科大学・自然科学大学・経営学部・師
範大学・社会科学大学・文科大学・医科大学・未来
融合大学・フロンティア学部大学・芸術体育学部・国
際学部などの9つの単科大学、2つの学部、67個の学
科と9つの大学院を備え、仁川を代表する大韓民国私
立総合大学である。

仁川大学は大韓民国仁川広域市延寿区にある国立大
学法人です。2009年8月に仁川ミチュホル区桃花洞の
済物浦キャンパスから仁川延寿松島洞の松島キャン
パスに移転しました。2010年3月に仁川大学と仁川専
門大学が統合しました。

延世大学校松島キャンパス

青羅ダルトン外国人学校

開校日 2010.3
ロケーション 延寿区科学路85

開校日 2011.9.1
ロケーション 仁川広域市 西区 尖端東路344

延世大学校は仁川経済自由区域（IFEZ）松島地区
614,654㎡（18.6万坪）の敷地に、国際キャンパスを
建設しました。海外名門大学が長い間採用してきた先
進名門型教育モデルであるResidential College（RC）
プログラムを導入しました。

チャドウィック松島国際学校

Chadwick Internationalでの教育は冒険です。ここで
は、学生は単に学習ではなく成長します。毎日教室の
内外でエキサイティングな機会が学生に自信を生み、
自信感のあるリーダーを作り真の学びの愛を育ててく
れます。
開校日 2010.9.1
ロケーション 延寿区アートセンター大路97番ギル45

韓国学校法人ボンドク学園がニューヨーク市ダルト
ンスクールと外国人学校設立に関する協定を締結して
設立した学校である。20世紀初頭、ヘレン・パーカ
ースト夫人によって開発された進歩的教育プログラム
ダルトンプラン（Dalton Plan）を教育理念として受
け入れ設立された。

仁川グローバルキャンパス

仁川グローバルキャンパスは、「北東アジア最高のグ
ローバル教育のハブ」として韓国の教育の革新と経
済、産業、文化、芸術など各分野をリードしていく次
世代のグローバル人材を養成するために用意した国
家的なプロジェクトです。
入居大学の現況 韓国ニューヨーク州立大学、韓国ジョージメイソン
大学、ケント大学グローバルキャンパス、ユタ大学のアジアキャンパス

ロケーション 延寿区文化路119
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Economy

#06

革新成長の原動力仁川

国内の主要企業
※ 2020.6.基準

将来の経済の生態系を主導していきます。
サムスンバイオロジックス、セルトリオン、ボーイング、BMW、

GM、エムコテクノロジー、LG電子、マンド – ブローゼ、ハナ金
融など様々な分野の企業が仁川に投資しました。仁川には国家産
業団地3団地、一般産業団地15団地、都市先端産業団地2団地、合

計20の産業団地があり、どんな業種でもビジネスの効率を最大化

することができます。仁川への投資は、最適なビジネス環境を持
つことはもちろん、グローバルビジネスに進む最速の道になると
ころです。

地域
総生産

883,900億ウォン

※ 2020.6.基準

(2018年基準）

財政
規模

119,206億ウォン

工場
登録現況

12,057個

産業
団地

主要海外投資企業

* 一般会計80,691億ウォン/特別会計38,515
億ウォン
* 2020本予算基準

* 大企業44社、中小企業12,013社
2019.4四半期ベース

20ヶ所

* 国家産業団地3団地、一般産業団地15団地、
都市先端産業団地2団地
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国際機関と共に歩むグローバル都市

Global

#07

世界をリードするさまざまな国際機関があります。

アジアのバイオテクノロジーの連合体
AFOB）

国際商取引法委員会（UN CITRAL）
アジア・太平洋地域センター

国連災害軽減国際戦略（UN ISDR）
北東アジア事務所

UN持続可能発展センター（UNOSD）

オフィス
主な活動

仁川は国際機関のメッカとして知られています 。「仁川は世界の
未来」という言葉があるほどです。仁川で複数の国際機関の国際

フォーラムが相次いで開かれ、各国首脳と世界市民の足が絶えず

にいます。 仁川市はここにとどまらず、今後35個の国際機関を追
加で誘致するというビジョンと戦略を展開しています。

オフィス
主な活動

15

箇所

松島洞G-Tower 4階
北東アジア地域の気候変動への対
応とUN災害軽減活動拠点、災害
要素予報。観測技術の共有と防災
プログラムサポート

オフィス
主な活動

オフィス

主な活動

松島洞G-Tower 3階
アジア太平洋地域の発展と国際貿
易の振興を目指し、地域内の国と
UNCITRAL間の接続通路となり、
N CITRAL関連条約批准及び草案作
成などの任務遂行

松島洞延世大国際キャンパス自由
館A205号
アジア太平洋地域の開発途上国
の持続可能な開発戦略の策定と実
施をサポート、持続可能な開発に
関する知識フォーラムやトレーニ
ングプログラムを提供

黄海広域生態系保全事業事務局

国連ガバナンスセンター

アジア太平洋情報通信教育院（UN APCICT）

グローバル・グリーン成長機構仁川事務所

世界の銀行グループ（WB）韓国事務所

アジア・太平洋経済社会委員会（UN ESCAP）北東アジア地域事務所

世界の選挙機関協議会（A-WEB）事務局

緑の気候基金（GCF）事務局

北東アジア環境協力プログラム（UN NEASPEC）事務局

東アジアのオセアニア渡り鳥移動経路パ
ートナーシップ事務局

オフィス
主な活動

全

松島洞Get-Pearl Tower 403号
アジア生物工学分野の学術、人的
資源と物的資源の交流、国家間の
生物工学研究支援や共同研究、ア
ジア地域博士課程の学生の相互交
流と派遣サポート

オフィス
主な活動

オフィス
主な活動

オフィス
主な活動

松島洞G-Tower 5階
アジア太平洋地域諸国間の情報格差の解消と情報通信
技術人材養成のための専門教育機関

松島洞G-Tower 6階〜7階
アジア太平洋地域の持続可能な発展を目指し、交通、
社会開発、環境、貿易、情報通信技術、災害軽減の分野の
事業を実行

松島洞G-Tower 6階〜7階
北東アジア地域の経済成長と持続可能な環境を構築す
るため、地域社会との協力を追求

オフィス
主な活動

オフィス
主な活動

オフィス
主な活動

松島洞Gタワー 5階
生態系の財貨復元とサービスとの
長期的な地域の環境ガバナンスの
フレームワーク

松島洞Gタワー 23階
GCFと連携して、途上国のグリー
ン成長政策樹立の能力強化

松島洞G-Tower本棟 24階
選挙関連公務員、政党、政治家な
どの教育訓練や選挙機関の専門性
強化をサポート

松島洞G-Tower本棟 3階
東アジア地域の渡り鳥と生息地の
保全との利害関係者間の協力を促進

オフィス
主な活動

オフィス
主な活動

オフィス
主な活動

松島洞Gタワー 7,8階
革新政策の発掘と技術革新モデル
類型化、国別にカスタマイズプロ
グラムの普及

松島洞ポスコE＆Cタワー 37階
GCF積立基金最初の3年間委託管
理、資金の運用効率化と他の機関
との有機的な業務連携

松島洞G-Tower本棟 9階〜19階
発展途上国の温室効果ガスの削減
と気候変動適応支援

国連災害軽減国際戦略（UN ISDR）国際防
災研修院
オフィス
主な活動

松島洞G-Tower 4階
世界中で唯一のUN初の専門災害軽
減の教育研究機関、災害軽減技術の
教育訓練と防災専門家の養成
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