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ぐるっと釜山!
松亭スカイウォーク

市民公園 山港大橋

多大浦夢の落照噴水 中央洞 40階段映画の通り

社稷野球場

PIT A PAT, BUSAN!

ホテルホメルス   051~750~8000
アクアパレスホテル   051~790~7000

ベストウエスタンUL 山ホテル   051~801~9900

ダウンビーチホテル   051~752~3210
ホテルイルア   051~744~1331
東 山観光ホテル   051~727~9991~5
ホテルフラミンゴ   051~310~8500
国際ホテル   051~642~1330
マリアンヌホテル   051~606~0600
松亭観光ホテル   051~702~7766
ホテルリベリア海雲台   051~740~2111
山観光ホテル   051~241~4301

キャッスルビーチホテル   051~757~2500
アリランホテル   051~463~5001~8
ミラボホテル   051~866~7400
イビスアンバサダーホテル   051~930~1100
タワーヒルホテル   051~243~1001
ホテルパラゴン   051~328~2001
山アベンツリーホ テル   051~260~5007
ホテルフォーレ   051~743~2853

松島ビーチホテル   051~254~2000
広場ホテル   051~464~3141
プライム観光ホテル   051~465~4011
トンバン観光ホテル   051~552~9511
ヒルサイドホテル   051~464~0443
ラスベガスホテル   051~206~0472

山ビーチホテル   051~231~0750~5
ユートピアホテル   051~757~1100
プラザ観光ホテル   051~463~5011
ベネキアプレスホテル   051~611~0003
イビスバジェットアンバサダー   051~901~1111

ラメスホテル   051~634~3001
UN松島ホテル   051~242~6635
東横インホテル 山駅Ⅰ   051~466~1045
東横インホテル 山駅Ⅱ   051~442~1045
東横インホテル西面   051~638~1045
東横インホテル海雲台Ⅰ   051~256~1045
東横インホテル海雲台Ⅱ   051~741~1045

ホテルノア   051~710~6777
コリアシティ観光ホテル   051~643~7788
文化温泉観光ホテル   051~558~5505
リオ観光ホテル   051~645~3300
クローバーホテル   051~205~6611
ダイヤモンド観光ホテル   051~867~1100

コノシークラウドホテル   051~933~4300
パレードシーズコンドミニアム   051~746~1010
コーロンシークラウドホテル   051~933~1000
ハンファリゾート   051~749~5500
クラウンハーバーホテル 山   051~678~1000

海雲台グローリーコンド   051~746~8181
海雲台センタムホテル   051~720~9000
山観光公社アルピナ   051~731~9800

テウワールドマーク海雲台   051~750~1000
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発行日 Ι 2016年 6月
発行所 Ι 釜山観光公社 
住   所 Ι 釜山広域市海雲台区センタム中央路79　 
             センタムサイエンスパーク18階
電   話 Ι 051-780-2111             ホームページ Ι www.bto.or.kr

※ 本書の著作権は釜山観光公社にあります。 
    事前の同意なく、写真などの無断転載・複製はお断りします。
※  本書の記事やデータは2016年6月の情報であり、現地の事情により 
 変更になる場合があります。
※ 飲食店情報提供：食神(シクシン)＊ 韓国観光公社運営
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釜山観光マップ
Busan Tourist

1号線

2号線

3号線

4号線

釡山金海軽電鉄



釜山総合観光案内所 中区九徳路31 051~253~8253

国際旅客ターミナル観光案内所 中区忠壮大路24 051~465~3471

金海空港(国際線)観光案内所 江西区空港進入路108 051~973~2800

金海空港(国内線)観光案内所 江西区空港進入路108 051~973~4607

老圃洞観光案内所 金井区中央大路2238 051~502~7399

BEXCO案内デスク 海雲台区APEC路55 051~740~7399

釜山駅観光案内所 東区中央大路206 051~441~6565

太宗台観光案内所 影島区展望路316(太宗台遊園地入口) 051~860~7876

昌善観光案内所 中区光復中央路1 051~242~8253

上海街観光案内所 東区大瀛路213番ギル 051~441~3121

松亭観光案内所 海雲台区松亭海辺62 051~749~5800

海雲台総合観光案内所 海雲台海辺路264 051~749~5700

タルマジキル観光案内所 海雲台区タルマジギル路190 051~749~5710

広安里U-観光案内所 水営区広安海辺路219 051~610~4216

医療観光総合案内センター 釜山鎮区伽倻大路785 051~818~1330

ヘパランギル観光案内所 南区五六島路137 051~607~6395

甘川文化村案内センター 沙下区甘内２路203 051~204~1444

  

1330では、英語、日本語、中国語での観光案内サービスを24時間運営している。タクシーやレストラン
などでの簡単な通訳が必要な場合も利用できる。

 料金 : 一般電話の通話料金      運営時間 : 24時間運営
 利用のしかた : 釜山市内の固定電話からかける場合 1330番 

    •海外から釜山の1330にかける場合 +82-51-1330
    •海外から釜山以外の地域の1330にかける場合 +82-1330
    •韓国内の釜山以外の地域から釜山の1330にかける場合 051-1330
    •韓国内の釜山以外の地域からソウルの1330にかける場合 02-1330

文化観光解説士
観光客の皆様に、文化資源や観光資源などにつ
いて、興味深く、またわかりやすく解説サービスを
する専門の解説者です。

予約およびお問い合わせ

釜山観光公社 051~780~2168
釜山広域市観光マイス課 051~888~5186

1330

計画を立てよう

START:

01

              アジア大陸のゲートウェイ釜山！
大韓民国第2の都市であり、海洋都市釜山についに到着した。

出発前に釜山の基本情報を確認しよう。



釜山の概要

総面積 765.9㎢

時間
GMT+9
グリニッジ標準時間+9時間
日本と時差無し

電圧とプラグ 全地域220V、60Hz

国家番号 +82

地域番号
釜山 051
日本からは ＋82-51-000-0000

いざと言うとき、 
釜山観光に役立つ連絡先 
여행시 비상 연락처

 

 東区古館路18      051~465~5101
 www.busan.kr.emb-japan.go.jp

時間：09：30～12：00、13：30～17：00　
        (土日および祝日は休館)
※交通不便申告 120
※盗難、事故などの緊急電話 112
※消防·救急車 119
※簡単な通訳、観光情報 1330

釜山観光カード   
부산관광카드

1枚のカードで釜山市内の観光施設に入場し、ホテ
ルや飲食店、公共の交通機関の支払い(交通兼用カー
ドのみ)ができる特化されたプリペイドカード

・ 購入場所：釜山観光案内所(金海空港国内線·国際
線、国際旅客ターミナルの3ヵ所)
・ カードの種類：交通カード兼用、交通カード未搭
載の2種類
・ 特典：釜山のおもな観光施設、飲食店、宿泊施設
での割引
・ 利用のしかた：クレジットカード同様
※ 一部百貨店、割引店でのご利用は制限される場
合あり

釜山市無料Wi-Fi  부산시 무료 와이파이 이용 안내
釜山市では、一般市民はもちろん、海外からの観光客
も無料Wi-Fiを利用し、情報検索ができるよう、公共施設
やおもな観光名所で無料Wi-Fiサービスを提供している。

釜山市無料Wi-Fiの接続方法

区分 使用機器 接続方法

詳細
説明

IPhone
ホーム画面から設定 → Wi-Fi → 
Dynamic Busan → ホームボタン 
→ インターネット使用

Android携帯

ホーム画面から上のステータス
バーを下にドラッグし、Wi-Fi → 
Dynamic Busan → ホームボタン 
→ インターネット使用

開放型転換Wi-Fiの接続方法

区分 使用機器 接続方法

一般
説明

あらゆる機種

Wi-Fi → Public Wi-Fi Free → 画面
にある「公共場所の無料Wi-Fiを
利用する」 → インターネット使
用　            ※説明はすべて韓国語

大韓民国第二の都市であり、大韓民国第一の貿易港を抱く釜山。韓国戦争当時の物資を運搬し、大勢の避
難民が移り住んだ釜山は、今や観光都市として愛されている。

通貨  화폐
韓国の通貨単位はウォン(Won)。貨幣は\10(多
宝塔)、50(稲穂)、100(忠武公李舜臣将軍)、500(鶴)
の4種類がある。紙幣は\1,000(青)、5,000(茶色)、
10,000(緑)、50,000(濃い黄色)の4種類。

レート  환율
変動相場制で2016年6月7日現在 100円＝Ｗ1,016

釜山の四季  월별 ‘부산’기후

 平均気温17℃。4月になると徐
々に気温が上昇する。4月からは雨が降ることも
あるので、携帯用の傘は備えた方がいいだろう。
ホテルなどの予約は余裕がある。

 8月の平均気温25.7℃。6月には
入梅し、7月、8月になると台風の影響を受けやす
くなる。特に秋は秋雨前線が停滞しやすく、8月よ
り雨の降る日が多くなる。

 温和な海洋性気候らしい日和
が続き、平均気温は19℃。適度に涼しくアウトド
ア活動に最適な時期と言える。 

 釜山の冬はどんなに寒くても降
雪した風景を見るのは珍しい。1月の平均気温は
3℃。降水量は1年で最も少ないが、最近の気象
異変で年により若干差がある。
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金海国際空港  김해국제공항
年間1,700万人以上の国内外観光客が利用している国際空
港で、釜山市江西区大渚2洞にある。インフォメーションコー
ナーや金融機関コーナーをはじめ、免税店や飲食店なども
あり、利用客の便宜を図っている。国内線の場合は釜山~済
州と釜山~金浦の路線が最も多く利用されている。

 江西区空港進入路108      www.airport.co.kr/gimhae
 1661~2626

入国審査  입국 심사
すべての入国者は、パスポートまたは
船員手帳を所持していなければならな
い。韓国と国交がない国の国民は、在外
公館で外国人入国許可書の交付を受け
れば入国できる。国際連合(UN)で発給さ
れたレセパセ(LAISSEZ PASSER)は、有効
な渡航文書とみなされる。

空港リムジンバス  공항 리무진 이용안내

路線 運行区間 おもな停留所 配車間隔 運行時間

西面/
釜山駅
行

金海国際空港
↔
忠武洞
(西区庁)

金海空港、西面ロッテホテル(百貨店)、
釜山駅、中央洞、光復洞ロッテ百貨店、
南浦洞、忠武洞で折り返し

40分
金海空港国際線基準
始発06：55、最終21：45

海雲台
行

金海国際空港
↔
海雲台
(新市街地)

金海空港、南川洞、広安駅、センタムホテ
ル、パークハイアット釜山、ウェスティン
朝鮮ホテル、グランドホテル、海雲台海水
浴場、シークラウドホテル、パラダイスホ
テル、ヤンウン小学校で折り返し

30分
金海空港国際線基準
始発06：45、最終21：55

公共交通機関を利用した市内への交通手段  김해국제공항에서 대중교통 이용하기

  空港駅 住所：江西区空港進入路165

•空港駅乗車 -> 沙上駅下車(約 11分)

終着駅 平日 土曜日 日曜・公休日

始発 沙上 05:33 05:33 05:33

最終 沙上 23:52 23:52 23:52

  

• 市内に向かう一般のバスで、東莱駅を経由して、海雲台方面に向かう307番が便利。海雲台まで約1時間35分
所要

※乗り換えの際、隣のバス停及び都市鉄道モラ駅利用

沙
上

   
 (西
部
市
外
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釜山港国際旅客ターミナル  부산항국제여객터미널
釜山港に位置する国際便が就航する旅客ターミナルで、
2015年に現在の場所に移転している。出入国施設以外に
も、コンベンションセンターや広報館、各種便宜施設を備え
ている。今や名実ともに、海洋都市釜山の関門であり、北東
アジアの中心都市釜山を代表する国際的な旅客ターミナル
となっている。

 東区忠壮大路206     www.busanpa.com/bpt
 顧客支援センター 051~400~1200, 1201

旅客ターミナル循環バス   
여객터미널 순환버스

  

国際旅客ターミナル  釜山駅後門  釜
山税関前(沿岸旅客ターミナル)  都市鉄
道中央駅  クラウンハーバーホテル  釜
山駅前 都市鉄道草梁駅(4番出口)  釜山
駅後門(国際旅客ターミナル入口)  国際
旅客ターミナル

  

大人1,000ウォン/青少年(12～18歳)800ウォ
ン/こども(5～11歳)300ウォン

  

6歳未満のこどもに限り同伴2人まで無料/
交通カードによる乗り換え割引あり

 051~465~9782 

国際旅客ターミナル 運航情報  국제여객터미널 운항정보

航路 船社名および連絡先 運航状況 所要時間

釜山 → 下関
釜関フェリー(株)
T.051～463～3161

毎日 11時間

釜山 → 大阪
(株)パンスター
T.051～469～8801

週3回 19時間

釜山 → 福岡
高麗フェリー
T.051～466～7799

毎日
(月1回土曜日休航)

入港6時間
出港8時間

釜山 → 福岡
JR九州高速船(株)
T.051～469～0778

福岡(毎日) 2時間55分

釜山 → 厳原 厳原(毎日) 1時間55分

釜山 → 比田勝 比田勝(毎日) 1時間10分

釜山 → 福岡 
未来高速(株)
T.051～441～8200

福岡(毎日) 2時間55分

釜山 → 厳原 厳原(週1～2回) 1時間55分

釜山 → 比田勝 比田勝(毎日) 1時間10分

釜山 → 対馬
(厳原、比田勝)

テア高速海運
T.051～465～1114

週7回
1時間10分(比田勝)
2時間10分(厳原)

※ 上記運航スケジュールは船舶会社の事情および気象状況などにより変更する場合があります。
※ 臨時で対馬に寄港する場合があります。この場合、出発および到着時間は多少違う場合があります。

 運航情報案内(ARS) 1688~7677

沿岸旅客ターミナル 運航状況  연안여객터미널 운항정보

  1661~9559

航路 旅客船名 運航曜日 出航時間 入航時間

釜山 → 済州
ブルースター号 ENA BLUE STAR

月、水、金 19：00 翌日07：00

済州 → 釜山 火、木、土 19：00 翌日07：00

釜山 → 済州
レッドスター号 ENA RED STAR

火、木、土 19：00 翌日07：00

済州 → 釜山 月、水、金 19：00 翌日07：00

※ 悪天候により、出ㆍ入港時間が変わる場合があります。(2016年6月現在)

 運航情報などのお問い合わせ 051~400~3399
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釜山駅  부산역
ソウルなどの他地域から釜山にアクセ
スする交通手段としてよく利用されてい
るKTX。京釜線高速列車と普通列車の始
発・終着駅の役割を果たしている釜山駅
は、釜山の中心部にあることからアクセス
がよく、釜山市内のどこへ行くにも様々な
交通手段がある。駅庁舎の中には利用客
のために、フードコートや美容院、書店、 
薬局、コンビニ、休憩場所などが設けられ
ている。

 東区中央大路206
 www.letskorail.com
 1544~7788

ＫＴＸ高速鉄道の乗車券の購入のしかた  발권안내
釜山駅3階の乗車券販売所または、乗車券自動販売機、 
KORAILホームページ(英・日・中・韓対応)、KORAILアプリで
購入することができる。きる。

ターミナル名 区分 位置 最寄り駅 おもな行き先

釜山総合バスターミナル
高速バス

1577~9956
www.kobus.co.kr
www.bxt.co.kr

東部バスターミナル

1688~9969
www.dbterminal.co.kr

高速
・
市外

金井区
中央大路
2238

都市鉄道
1号線
老圃駅
(ノポ)

高速バス

ソウル、東ソウル、清州、大田、
慶州、城南、仁川、議政府、全州、
光州(全羅道)、麗水、順天、大邱、
一般高速大邱(テグ)緩行、龍仁、
世宗

市外バス

東海、江陵、束草、三陟、巨津、
蔚珍、竹辺、富邱、青松、馬山、
昌原、晋州、鎮海、光陽、麗水、
統営、益山、群山

西部市外バスターミナル

1577~8301
051~322~8301~2
www.busantr.com

市外
沙上区
沙上路
201

都市鉄道
2号線
沙上駅
(ササン)

市外バス

嶺南:  居昌、固城、南海、馬山、 
密陽、山清、宜寧、晋州、 
統営、河東、咸安、咸陽など

湖南:  康津、高興、光陽、求礼、 
木浦、宝城、順天、麗水、 
海南、南原、全州、井邑など

海雲台市外バスターミナル

1688~0081
市外

海雲台区
海雲大路
630

都市鉄道
2号線
海雲台駅
(ヘウンデ)

蔚山、昌原、金海、南馬山、
統営、鎭下、方魚津

海雲台首都圏
市外バスターミナル

1688~7645
市外

海雲台区
海雲大路
565

都市鉄道
2号線
海雲台駅
(ヘウンデ)

東ソウル、水原、安山、富川、
烏山、高揚、光州(京畿道)
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  料金及び乗り換えのご案内   観光タクシー　www.ddcall.co.kr

  テーマ観光タクシー　コース別料金

  夜景ツアーコース

 交通料金 (青少年 13~18 / こども 5~12)

 都市鉄道

1日券 4,500ウォン (購入当日のみ有効)

1回券 おとな 青少年 こども

1区間
(10km以下) 1,300ウォン 1,050ウォン 650ウォン

2区間
(10km超過) 1,500ウォン 1,200ウォン 750ウォン

 バス

おとな 1,300ウォン 青少年 900ウォン こども 400ウォン

 急行バス・座席バス

おとな 1,800ウォン 青少年 1,700ウォン こども 1,300ウォン

乗り換え制度どは？
・ 交通カードを利用し、30分以内に乗り換
える場合、無料または差額のみで別の交
通機関に乗換えができる制度。
・ 例)バス(市内・マウル・急行)  都市鉄
道  バス(市内・マウル・急行)
・ 軽電鉄や国際旅客ターミナル循環バスへ
の乗り換えも割引の対象となるが、同じ
番号のバスや空港リムジンバスへの乗り
換えは対象外となる。

  観光タクシードライバーアカデミーの研修を修了した灯台コールで巡る釜山観光

  出発の2時間前までに電話予約。スタッフと詳細を決める

  －貸切タクシー料金 1時間2万ウォン / 半日(5時間) 8万ウォン / 1日料金(10時間) 15万ウォン
                 ※各種有料道路代・駐車料金は別途

  051~600~1004

 海辺のギャラリー (所要時間：4時間/70,000ウォン)
海雲台  ❶釜山市立美術館  ❷タルマジコゲギャラリー  ❸青沙浦  海雲台

 映画の主人公になる (所要時間：5時間30分/90,000ウォン)
海雲台  ❶太宗台  ❷臨時首都記念館  ❸BIFF広場  ❹草梁上海街  海雲台

 愛と魂の旅 (所要時間：4時間30分/75,000ウォン)
海雲台  ❶海東龍宮寺  ❷機張陶芸館  ❸長安寺  ❹海雲台  海雲台

 瞑想と休息(所要時間：4時間30分/75,000ウォン)
海雲台  ❶梵魚寺  ❷虚心庁  海雲台

 世界唯一のUN公園、そして平和 (所要時間：5時間30分/80,000ウォン)
海雲台  ❶在韓UN記念公園  ❷釜山博物館  ❸東莱郷校  ❹忠烈祠  海雲台

 龍の帰還 (所要時間：8時間/120,000ウォン)
海雲台  ❶ヌリマルAPECハウス  ❷海東龍宮寺  ❸チャガルチ市場  ❹龍頭山公園、国際
市場  海雲台

※ 出発地と降車地により料金変動の可能性あり 
(有料道路代・駐車料金含む)

下車後
30分以内に
乗り換え

都市鉄道

バス マウルバス

お問い合わせ 1544~5005
www.humetro.busan.kr

•Riverside    峨嵋山展望台  多大浦落照噴水  国際市場  釜山タワー
•Green Walking 冬柏島遊歩道  ムーンタンロード散歩  松亭海水浴場  松亭竹島公園
•Marine City 二妓台トンセンマル展望台  荒嶺山のろし台  広安里海水浴場

Night view

韓国ではバスから都市鉄道(地下鉄)、軽電鉄などへ乗り
換える場合、交通カードを利用するととても便利。空港の
コンビニや観光案内所(交通カード機能つき観光カード)、 
市内のコンビニ、駅などで購入することができる。

  釜山 都市鉄道
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  テーマコースの予約とお問い合わせ

•テーマコースの予約お問い合わせ : 1688~0098, 051~464~9898
- 歴史文化探訪
- 自然生態体験
- 釜山駅出発夜景ツアー
- ホテル出発夜景ツアー
- 2階バス夜景ツアー

  出発場所

  コース

  休業日

  料金案内

  乗り換え場所と乗り換え方法

•釜山駅広場のアリラン観光ホテル前(都市鉄道釜山駅8番出口徒歩1分)

•毎週月曜日(但し、月曜日が公休日である場合は平常運行)

•おとな(大人)：15,000ウォン / おとな団体(10人以上)：12,000ウォン
•こども/青少年(5歳～高校生)：8,000ウォン / こども団体(10人以上)：6,000ウォン
•乗り換え：おとな 追加 5,000ウォン、こども 3,000ウォン

•海雲台方面の循環コースのうち、レッド·ブルー·グリーンラインはチケット1枚で終日乗り降りが可能
•海雲台コースと太宗台コース間での乗り換えはおとな5,000ウォン(こども3,000ウォン)の追加料金がかかる
※ 手持ちのレッド、ブルー、グリーンラインのチケットを見せて太宗台コースの乗り換えチケットを購入して下さい。

•電話予約要(右参考)         •各コース購入後、1回限り乗車が可能
•予約した場合、乗車券の受け取りは運転手へ   •空席があるときに限り先着順で乗車が可能

141
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4

32
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8765
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2

2

11

10

レッドライン ( 山駅       海雲台)

五六島

広安
里海
水浴
場

山観
光公
社ア
ルピ
ナ

マリ
ンシ
ティ

冬柏
島

海雲
台海
水浴
場

タル
マジ
キル

松亭
海水
浴場

東
山観
光団
地

松亭
駅

市立
美術
館・
BEX
CO

広安
大橋

平和
公園

山港
大橋

山港
大橋

光復
路山駅

山駅

山駅

龍湖
湾遊
覧船

ター
ミナ
ル

影島
大橋

太宗
台

五六
島 山港

大橋

山港
大橋

平和
公園

松島
海水
浴場

チャ
ガル
チ

南浦
洞

国立
海洋
博物
館山博物館

UN記念公園

龍湖湾遊覧船ターミナル 水産科学館

センタムシティ

映画の殿堂

ブル-ライン(海雲台       龍宮寺) グリ-ンライン(五六島       龍湖湾) JUMBOバス( 山駅       五六島) 乗り換え

経由経由 経由

•海雲台方面循環コースの予約お問い合わせ： www.citytourbusan.com / 051~464~9898
  ※ 乗車時、空席があるときに限り先着順で乗車

レッドライン    釜山駅▶釜山港大橋(経由)▶UN記念公園▶釜山博物館▶龍湖湾遊覧船ターミナル▶広安里海水浴
場▶釜山観光公社アルピナ▶マリンシティ▶冬柏島▶海雲台海水浴場▶センタムシティ▶映画の殿

堂▶市立美術館・BEXCO▶広安大橋(経由)▶平和公園＞釜山港大橋(経由)▶光復路

ブル-ライン    海雲台海水浴場▶タルマジキル▶松亭海水浴場▶水産科学館▶東釜山観光団地▶松亭駅▶市立美術
館・BEXCO

グリ-ンライン   龍湖湾遊覧船ターミナル▶五六島

•太宗台方面循環コース予約お問い合わせ： www.jumbobus.co.kr / 051~714~3799
釜山駅(出発)▶影島大橋▶ハヌル展望台▶75広場▶太宗台▶国立海洋博物館▶五六島▶龍湖湾遊覧船ターミナル▶

平和公園▶松島海水浴場▶南浦洞▶BIFF広場▶チャガルチ▶釜山駅(終了)

BUTIバス
海雲台方面循環コース

JUMBOバス
太宗台方面循環コース
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ACTION:

02

待ちに待った釜山の旅が始まる。
カルメッキルのウォーキング、時には海に飛び込み、

街のすみまで案内してくれるバスに乗るなど、
いろいろな体験、出会いが待っている釜山でのひととき。Action!

20
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1

国際クルーズターミナル

山駅

チャガルチ

国際市場 山鎮駅

南港大橋

釜
山
大
橋

釜山港大橋

水
営
江

巨堤駅

東莱駅

栽松駅

水営駅

国立海洋博物館

荒嶺山烽火台

西面モクチャコルモク

朝紡タコ通り 

三光寺

西面メディカルストリート

影島大橋

修理造船所キル

上海街

龍頭山公園( 山タワー) 
山共同魚市場

影島区

東区

中区

釜山鎮区

南区

蓮堤区

水営区

東莱区

朝鮮通信使歴史館

山浦民俗博物館

山代代歴史館

東三洞貝塚展示館

コモドホテル 山

山国際旅客ターミナル、 韓国観光公社 山港免税店

現代百貨店

ロッテ百貨店

太宗台温泉 15

絶影海岸散策路 16

ヒンヨウル文化村 14

金敏夫展望台 11

BIFF広場 3 40階段文化観光テーマ通り 6

イバグ工作所 8

ゴールドテーマ通り 7

西面地下商店街18

国立 山国楽院19

山市民公園17

ロッテ百貨店
(免税店/カジノ)

10宝水洞本屋通り5

光復洞ファッション通り 2
4

4

13

太宗台 12

1

山鎮市場
9

沙下区

西区

安楽駅

田駅

3

1

国際クルーズターミナル

山駅

チャガルチ

国際市場 山鎮駅

南港大橋

釜
山
大
橋

釜山港大橋

水
営
江

巨堤駅

東莱駅

栽松駅

水営駅

国立海洋博物館

荒嶺山烽火台

西面モクチャコルモク

朝紡タコ通り 

三光寺

西面メディカルストリート

影島大橋

修理造船所キル

上海街

龍頭山公園( 山タワー) 
山共同魚市場

影島区

東区

中区

釜山鎮区

南区

蓮堤区

水営区

東莱区

朝鮮通信使歴史館

山浦民俗博物館

山代代歴史館

東三洞貝塚展示館

コモドホテル 山

山国際旅客ターミナル、 韓国観光公社 山港免税店

現代百貨店

ロッテ百貨店

太宗台温泉 15

絶影海岸散策路 16

ヒンヨウル文化村 14

金敏夫展望台 11

BIFF広場 3 40階段文化観光テーマ通り 6

イバグ工作所 8

ゴールドテーマ通り 7

西面地下商店街18

国立 山国楽院19

山市民公園17

ロッテ百貨店
(免税店/カジノ)

10宝水洞本屋通り5

光復洞ファッション通り 2
4

4

13

太宗台 12

1

山鎮市場
9

沙下区

西区

安楽駅

田駅

3

ル

山駅

山鎮駅

水
営
江

巨堤駅

東莱駅

栽松駅

水営駅

荒嶺山烽火台

西面モクチャコルモク

朝紡タコ通り 

三光寺

西面メディカルストリート

東区

釜山鎮区

南区

蓮堤区

水営区

東莱区

朝鮮通信使歴史館

山浦民俗博物館

ターミナル、 韓国観光公社 山港免税店

現代百貨店
夫展望台 11

ーマ通り 

イバグ工作所 8

ゴールドテーマ通り 7

西面地下商店街18

国立 山国楽院19

山市民公園17

ロッテ百貨店
(免税店/カジノ)

山鎮市場
9

安楽駅

田駅

中釜山
南浦・光復・中央 + 釜山駅近辺 + 影島 + 西面

[Jungbusan]
PIT A PAT, BUSAN!



 남포·광복·중앙ナンポ·クヮンボク·チュンアン

宝水洞本屋通り   보수동책방골목  ポスドンチェッパンコルモク

通りの入口から無造作に積まれた本の山が目につ
く。ここは釜山のみならず全国を代表する古本屋通りと
して愛されている。朝鮮戦争のときに避難民が集まっ
て暮らした宝水洞には、幕を張っただけの学校もたく
さんでき、その通り道だったことからこの通りに本を売
る露店が一つ、二つと集まり、形成されていったのが始
まりという。約200メートルの狭い通りに並ぶ店の片隅
で長い間埋もれていた古本が、新しい持ち主を待って
いる。店が小さいと侮ることは決してできない。狭い店
の入口を通って中に入ると、地下へ、屋根裏へとつなが
る倉庫があり、山のように積まれた本があちこちに見え
る。古本は定価の40～70%、新刊は10～20%安く購入
できるのもここの魅力。運が良ければ希少本や個人所
蔵されていた貴重な古書が見つかることもある。

 中区チェッパンコルモッキル8     

 www.bosubook.com      051~253~7220

40階段文化観光テーマ通り  
40계단문화관광테마거리  サシプケダンムナクヮングヮンテマゴリ

都市鉄道1号線中央駅の13番出口を出ると目の前
に新しい世界が広がる。色あせたモノクロ写真で始
まる、初めてなのにどこか懐かしいような通りだ。
朝鮮戦争中は避難民が寄り集まり、救援物資を売
り買いしていた。避難中に生き別れになった家族が
再会する場所にもなった。そして、今では当時の悲
喜こもごもを感じさせるテーマ通りに姿を変えた。
約450メートルに及ぶ通りは1950～60年代の暮らし
ぶりを再現する様々なオブジェや歴史・伝統を誇る
老舗の飲食店、オシャレで可愛いカフェと地域芸術
家の様々な作品が妙にマッチし、過去と現在が入り
混じった独特な魅力を放っている。

 中区中央洞4街27番地~53番地
 40stair.bsjunggu.go.kr     

 051~600~4041~4

龍頭山公園(釜山タワー)   
용두산공원(부산타워)  ヨンドゥサンコンウォン

釜山のシンボル龍頭山公園は、釜山三大名山の
一つ、龍頭山にある。ここは釜山の代表的な観光地
で、市民はもちろん観光客もよく訪れる。釜山タワー
展望台前のフェンスにはカラフルな鍵が無数にかか
っているが、すべてここを訪れた人々のそれぞれの思
いが込められている。釜山全体が見渡せ、眺めが美
しいことで有名。釜山港大橋とその周辺の夜景が楽
しめる。

 中区龍頭山ギル37-55
 yongdusanpark.bisco.or.kr
 051~860~7820

光復洞ファッション通り 
광복동 패션거리  クァンボクトンペッションゴリ

この通りを抜きにして釜山の「ファッション」は語
れない。光復路入口から釜山近代歴史館までの通り
と国際市場の入口まで続く光復洞ファッション通り
は、1970年代まで日本の最新ファッションが最も早
く見られた場所で、釜山のみならず韓国でも屈指の
ファッション街として知られていた。現在は光復路入
口にあるロッテデパートから続く2車線の道路沿い
に、おしゃれな店やカフェがぎっしりと軒を連ねてい
る。個性的なセレクトショップも目を引く。名実共に
ショッピング街へと生まれ変わっているのだ。よく探
せば思いがけない‘収穫’があるかもしれない。

 中区光復洞2街       051~253~8253

BIFF広場   BIFF광장  ビプクァンジャン

映画が好きな人にとっては欠かせないホットスポ
ット！釜山劇場やテヨンシネマ、メガボックスなど多
数の映画館が集まっている映画の中心地なのだ。
1996年から毎年釜山国際映画祭(BIFF)が開催され、 
一帯をBIFF広場と呼んでいる。世界的な監督や映画
俳優のハンドプリンティングがあり、手形に自分の手
を重ねて写真を撮る姿がよく見られる。旅行の楽し
みを倍増させる釜山の屋台グルメも有名だ。ナッツ
の入った‘シアッホットク’や揚げ餃子、釜山おでん、 
ワンタンなどが味わえる。話題豊富な国際市場やカ
ントン市場も隣接する。

 中区BIFF広場路36     

 1688~3010

チャガルチ・国際市場   자갈치·국제시장  チャガルチ·クッチェシジャン

南浦洞と光復洞の一帯で出会うことができる最も釜山らしい
情景。それはチャガルチ市場と国際市場だ。この二つの市場こそ
が、釜山の過去の姿が残る場所であり、最も活気が感じられる場
所と言える。「オイソ、ボイソ、サイソ」と客を引くチャガルチ市場
は、釜山のシンボルであり、韓国最大の水産物市場として知られ、 
映画「国際市場で逢いましょう」で一躍有名になった国際市場
も、いろいろな品がここだけで手に入ると大勢の市民から愛され
ている。

 チャガルチ市場：中区チャガルチ海岸路52
 www.jagalchimarket.or.kr      051~245~2594
 国際市場：中区国際市場1キル      051~245~7389

S
TA

R
T

A
C
TIO

N
TH

EM
E

PLA
N

ぐ
る
っ
と
山
 !   

  

●
25

24



釜山鎮市場   부산진시장  プサンジンシジャン

その地域特有の雰囲気を感じてみたいという
場合は、伝統市場が最適だ。朝鮮時代から形成
された衣類の卸売り市場で、韓服、生地、正装、 
靴、布などが卸売り価格で販売されている。大部
分の店が代々継いでいる場合が多く、安くまた
質のいい布を手に入れることができる。1,500ほ
どの店舗が並んでいて、同じ品でもいろいろ比較
してみることも可能だ。特に韓服もオーダーメイ
ドが可能で、特別な日のために一着揃えようと訪
れる客が後を絶たない。

 東区鎮市場路24     
 www.busanjinmart.co.kr
 051~646~7041

ゴールドテーマ通り   골드테마거리  ゴルドテマゴリ

約500軒の店が集まって貴金属の販売から買い
取り、修理、鑑定、細工、デザインまで対応してい
る。とりわけダイヤモンド鑑定が特化分野。華や
かに細工された商品を眺めるだけでも大歓迎だ。
デザインも店によって様々。人それぞれの好みに
合う様々なデザインのジュエリーを取り揃えてい
る。毎年10月には「ゴールドテーマ通りフェスティ
バル」が開催され、貴金属割引イベントや芸能人
招待公演、のど自慢などの文化イベントも開かれ
ている。デパートや伝統市場も隣接する。

 釜山鎮区凡一路134(凡川洞) 
 www.goldthemest.com
 051~633~3275 金敏夫展望台   김민부전망대  キムミンブチョンマンデ

 「待ちわびる心」の作詞家、詩人金敏夫氏を称
えるべく設けられた展望台で、168段階段を上っ
ていくと出会うことができる。展望台からは釜山
港や遠く釜山の海を見渡すことができ、眼下の
山の斜面には家がびっしりと建ち並び、その間を
迷路のように細い道が張り巡らされている光景
が広がる。過去にはこの地域を観光するために
階段を上下しなければならなかったが、今ではエ
レベーターが設置され、地元の高齢者はもちろ
ん、一般の観光客も利用することができる。8人
乗りのモノレールも開通する予定にある。

 東区瀛初ウィッキル26番ギル14
 051~440~4342

上海街   상해거리  サンヘゴリ

釜山のチャイナタウン、中国風の街並みが印象的な上
海街に一歩足を踏み入れると、何気なく聞こえてくる外
国語がむしろ自然に感じられ、整然と並んだ中国語の
看板がいかにも中国らしい。ここは華僑1世が草梁に定
着しながら形成され街で、朝鮮戦争のときに全国から集
まった華僑によって華僑村、華僑協会、華僑学校ができ、 
その後釜山と中国上海市が姉妹提携を結んで上海市で
も釜山街が造成されたという。中華料理はもちろん、特
有の文化も楽しめ、釜山で中国を満喫できる場所と言え
る。毎年「釜山チャイナタウン特区文化祭り」が開かれ、 
中国伝統文化に触れる様々な体験が楽しめる。

 東区中央大路179番ギル1(草梁洞)一帯
 051~440~4061~6

イバグ工作所   이바구공작소  イバグコンジャクソ

釜山市民の日常に接してみたいという方におすすめなのが山腹道路。山の中腹を通る道路という意味の山
腹道路は、1945年の解放・朝鮮戦争という民族史や近代工業都市の変遷史など、釜山について深く知ることが
できる代表的な場所。特に、ここにあるイバグ工作所は山腹道路ルネサンス事業の地域拠点で、地域住民の話
を伝えている。山腹道路の起点は釜山駅だが、道を上っていくよりはイバグ工作所から下りていくほうが釜山
の景色を眺めやすい。迷路のように入り組んだ路地を歩いて回れば、釜山の過去と現在に触れる特別な体験も
できる。

 東区望洋路486番ギル14-13      www.ebagu.or.kr      051~442~0289

부산역 인근
プサンヨクイングン
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太宗台   태종대  テジョンデ

切り立った絶壁と奇岩怪石が海外の名も知れぬ島を思わせる。新羅の太宗武烈王が弓を楽しんだことから 
 「太宗台」と名づけられたと伝わる。うっそうと茂る松林と奇岩絶壁、青い海が織り成す景色はたいへん美しく
異国的な印象さえ与える。岩場を上り下りするため、運動靴は欠かせない。タヌビ列車を利用して展望台のバ
ス停で降り、灯台に降りていく遊歩道が最も人気。

 影島区展望路316      www.taejongdae.or.kr      051~405~2004

* タヌビ列車  利用案内 *

運行間隔: 平日 - 20分(12時から17時までは15分間隔)、週末・祝日は集客状況により変動あり 運行時間: 冬期
(09:20~19:00)、夏期(09:20~20:00) 発券時間: 冬期(09:00~18:30)、夏期(09:00~19:00) 料金(団体(家族料金制)): 
おとな 2,000ウォン(1,600ウォン)、青少年 1,500ウォン(1,200ウォン)、こども 1,000ウォン(800ウォン)

修理造船所キル   수리조선소길  スリジョソンソキル

海岸沿いに錆びた鉄と油の匂いがするような修理所が建
ち並ぶという、ほかには見られないような通り。汗を流して働
く労働者の普段の姿に接すような場所とでも言おうか。影島
にないものはどこにも行ってもないというほど、ここには船
舶関連部品の店が多い。船の腐食した塗装をカンカンという
音を立てながら剥がす、この地域の高齢者が今でも健在で、 
別名「カンカンイギル（キルは道の意）」とも呼ばれる。

 影島区大平路

絶影海岸散策路   절영해안산책로  チョリョンヘアンサンチェンノ

影島の昔の名称「絶影島」にちなんで名づけられたこの遊歩道から
は、海を間近に眺めることができる。「影島八景」や「大韓民国海岸ヌ
リギル」の代表コースの一つに数えられるほど美しい景観を誇る。海
岸沿いに上ったり下ったりしながら、波と砂利、潮風が奏でるハーモ
ニーを鑑賞できるのが魅力。所要時間2時間余りの遊歩道にはチャン
スン(魔除けの意のある木像)や石の塔、吊り橋、バラのトンネル、波の
広場、虹の噴水など、所々に足を止めたくなるような見どころがある。

 影島区絶影路13番ギル58-1      051~415~1001

太宗台温泉   태종대온천  テジョンデオンチョン

太宗台のチャガルマダン(砂利浜)から徒歩で
も行けるある太宗台温泉。地下600メートルか
ら汲み上げられる食塩温泉は、泉質が良いと評
判がいい。規模が大きいだけではなくチムジル
バンも広く、24時間営業しているので仮眠する
ことも可能。健康風呂や伝統汗蒸幕、ゲルマニ
ウムサウナ、炭サウナ、ピラミッド風呂、露天風
呂などのいろいろなテーマの湯やサウナがあ
り、旅の疲れを癒すのに最適。

 影島区太宗路808     

 www.tjdspa.co.kr
 051~404~9001

ヒンヨウル文化村   흰여울문화마을  ヒンヨウルムナマウル

韓国戦争後、避難民がここに住むようになったのだが、 
実は釜山港と南港が同時に見渡せる最高のビュースポッ
トでもある。映画『弁護人』の主な舞台として知られるほ
か、映画『悪いやつら』もここで撮影された。切り立った
絶壁の下に広がる海の眺めはまさに壮観で、傾斜面に張
り付くように建っている家々は、「海」と「傾斜地の村」と
いう釜山の代表的な二つの特徴を併せ持っている。最近
は近くに眺めのいいカフェや工房、ゲストハウスなどがで
きるほど、魅力的な観光地になっている。

 影島区絶影路一帯

영도
ヨンド
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イガネトッポッキ   이가네떡볶이

釜山のカントン市場にあるトッポッキが美味しい店。バラエティ番組「ペク・チョンウ
ォンの三大天王-トッポッキ編」で優勝した経歴がある。手作りの自然派コチュジャン
(唐辛子味噌)で、口当たりが良くすっきりしたソースが自慢。釜で湯煎し、水を使わず大
根から出てくる汁を使ってトッポッキを作ることで有名。ソース自体が美味しいので、天
ぷらにソースをからめてもおいしい。

Tel. 051~245~0413(注文電話)　住所: 中区富平1ギル40　人気メニュー: トッポッキ 1人分 ￦3,000/ 天ぷら 1
人分 ￦3,000/  アメリカンドッグ ￦1,000　営業時間: 11:00-20:00(毎週日曜日は定休日)

オーステリア夫婦   오스테리아부부  オステリアプブ

キノコパスタやワインで味付けしたステーキ
など、様々なイタリアンメニューを夫婦が腕を
ふるって調理。特におすすめなのはランチ特選
コースで様々な料理をリーズナブルな値段で楽
しめる。エキゾチックなこじんまりした雰囲気
でホテル並みのサービスと料理を提供してい
る。オープンキッチンになっているので信頼感
がある。前もって予約するとペシャルコースも
楽しめる。

Tel. 051~466~6190　住所: 東区中央大路209番ギル10-
22　人気メニュー: ランチ特選(平日限定) ￦8,000/ 週末ラ
ンチ特選Aコース ￦25,000　営業時間: 11:30-21:20(休憩
時間 13:20-17:00、月曜日は定休日)

ポンジョン豚クッパ  
본전돼지국밥  ポンジョンテジクッパプ

豚肉をじっくり煮込んだ濃
いスープにスライスされた豚
肉とネギがたっぷり入ってい
る。この値段でこの肉の量、
店主の温かい情が伝わってくるようだ。クッパの店だけあっ
てキムチも美味。好みで白菜キムチやニラキムチを入れ、
更に美味しいクッパを味わうこともできる。 

Tel. 051~441~2946　住所: 東区中央大路214番ギル3-8　人気メニュー: 豚
クッパ ￦7,000　営業時間: 08:00-22:00

サムジンオムク(釜山駅店)   삼진어묵(부산역점)

 「オムク」とは魚肉の入った練り物で、揚げか
まぼこに似ている。一番人気のメニューはチ
ーズ、エビ、カレー、激辛青唐辛子、ジャガイ
モ、サツマイモの6種類の味があるオムクコロ
ッケ。他にもいろいろなオムクがあり、陳列コ
ーナーで好きな種類を好きなだけ選んで買え
る。作っている様子がガラス越しに見えるのも
印象的。お土産にぴったりの箱詰めの手作り
オムクやタンミョン入り餃子のほか、おでん・
炒め物用のオムクも販売されている。 

Tel. 070~5055~4033　住所: 東区中央大路206(釜山駅2F)　
人気メニュー: オムクコロッケ ￦1,200　営業時間: 06:30-22:30

巨人チキン   거인통닭 コイントンダク

釜山の三大チキンの店に数えられるほど美味し
いと有名な店。富平市場内にある。代表メニューは
釜で揚げたボリューム満点のフライドチキン。ほん
のりとカレーの香りがするチキンは、衣だけ食べて
もいいくらいカリッとした食感が魅力で、ビールと非
常によく合う。甘辛い味付けのチキンと一緒に二種

類の味が楽しめるハーフ＆ハーフセットもある。

Tel. 051~246~6079　住所: 中区中区路47番ギル34　人気メニュー: フライドチキン ￦16,000/ 甘辛チキン 
￦17,000　営業時間: 12:00-22:00(毎週日曜日は定休日)

草梁ミル麺   
초량밀면  チョリャンミルミョン

テーブルにつくと温か
いスープがすぐに出てく
る。代表メニューのミルミ
ョン(小麦冷麺)とともに、
みじん切り野菜とひき肉

がぎっしり詰まったジャンボ蒸し餃子が一番人気のメニュ
ー。餃子はテイクアウトや宅配の注文をする人も多い。薄氷
が浮かんでいるスープは韓方薬材を入れて作り、適度にト
ッピングが載っている。一度食べたらやみつきになる味。

Tel. 051~462~1575　住所: 東区中央大路225　人気メニュー: ムルミルミョ
ン(水冷麺)、ビビンミルミョン(激辛冷麺)(小) ￦3,500/ ジャンボ蒸し
餃子 ￦3,500　営業時間: 10:00-21:30

ペックァヤンコプチャン(南浦店)   
백화양곱창(남포동)  ペックファヤンコプチャン

50年の伝統を誇る牛ホルモンの店。新鮮なヤンコプチャン(牛のミノと小腸)をニン
ニクと塩だけでいただく塩焼きと、タレに漬け込んだ辛いコプチャンが主なメニュー。
塩焼きは炭火で焼くのだが、熟練した店のスタッフがちょうどよく焼いてくれる。味付
きのコプチャンより、塩焼きのほうがはるかに人気が高いが、味付けコプチャンを食べ
た後のタレに、うどん、またはご飯を入れて再度炒めて食べても美味。

Tel. 051~245~0105　住所: 中区チャガルチ路23番ギル6　人気メニュー: ヤンコプチャン(味付け、塩) 300g 
￦25,000/ チャーハン 2人分 ￦12,000　営業時間: 12:00-22:30 (第1・3日曜日休業)

タルボンイ刺身店   
달봉이 횟집  タルボンイフェッチプ

1人あたり3万ウォン台でアワビ
粥、アワビの刺身、アワビの鉄板焼
き、刺身、刻みテナガタコなどが食べ
られる。大ぶりのアワビの刺身はとても新鮮で、生きて動
いているのが見られたりもする。生命力の強い活テナガダ
コと歯ごたえのある刺身、やわらかい食感のアワビ焼きま
で次 と々テーブルに出される。他に人気メニューとしてウナ
ギの天ぷらがある。辛い唐辛子と一緒に揚げて脂っこさが
なくすっきりしている。

Tel. 051~256~3340　住所: 中区チャガルチ海岸路52　人気メニュー: アワ
ビコース料理 1人￦33,000　営業時間: 11:00-22:00

イジェモピザ   이재모피자

釜山で一番有名なピザ専門店で、韓国産の任実(イ
ムシル)チーズを使用している。焼肉とチーズがたっぷ
り載ったクリームプルコギパスタと、のびるチーズがお
いしいチーズクラストピザが代表メニュー。分厚いピザ
の生地にどのメニューにも惜しみなくチーズが載って
いるのが嬉しい。ピザ固有の味わいを堪能できる。

Tel. 051~245~1478　住所: 中区光復中央路31　人気メニュー: イジェモチーズクラストピザ(M) ￦22,000/ ポ
テトピザ(M) ￦18,000　営業時間: 11:00-22:00(日曜日は定休日)

Famous  Restaurant

長盛香   장성향  チャンソンヒャン

釜山・草梁のチャイナタウンにある中華料
理店で、映画『オールド・ボーイ』のロケ地とも
なった。かなり大ぶりの焼き餃子が一番の人
気メニュー。皮は分厚いがカリッとして、肉汁の
旨みが逃げないのが特長。焼き餃子と一緒に
出されるザーサイが一層餃子の味を引き立て
ている。ジャージャー麺は野菜と肉、エビがと
ても大きくおすすめだ。

Tel. 051~467~4496　住所: 東区テヨン路243番ギル29　
人気メニュー: 焼き餃子(小) ￦6,000　営業時間: 11:00-21:00
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釜山市民公園   부산시민공원  プサンシミンコンウォン

釜山市民はもちろん、観光客の心まで魅了してしまう人気の公園。「記憶」「文化」「楽しみ」「自然」「参
加」という５つの活動テーマにより構成されたそれぞれのスペースごとに特別なひとときを過ごせるよう工夫が
凝らされている。約52㎡の膨大な面積のあちこちに、林や散策コース、滝、迷路庭園、小さな砂浜などが造成
されている。特に25ｍの高さの「ハヌルピッ滝」は夜間はライトアップされ、人気のスポットになっている。サザ
ンカの垣根で迷路を作った庭園は、カップルに人気があるとか。ほかにも4Ｄ体験館、遊具、林の中のブックカ
フェ、文化芸術村などを誰でも利用することができる。

 釜山鎮区市民公園路73      citizenpark.or.kr
 051~850~6000

国立釜山国楽院
국립부산국악원  クンニププサンクグァグォン

釜山地域の伝統公演芸術を発展させる目的で
2008年に開院した。釜山市民公園の近くにあり、
休息と文化的満足感が同時に得られる空間でもあ
る。毎回特色のある品格が高い作品を選んで上演
していて、釜山にとどまらずアジア、さらには世界に
向けて韓国の伝統文化を発信する役割を果たして
いる。現在は大劇場698席、小劇場276席、野外劇場
300席の規模で、国楽教育者研修、国楽講座、国楽
文化学校、青少年国楽体験などのプログラムを運営
している。国立釜山国楽院の代表作「王妃の宴」は
海雲台グランドホテルに専用劇場があり、現在上演
されていて、毎回満席になるほどの人気ぶりを見せ
ている。

「王妃の宴」専用劇場
 海雲台区海雲台海辺路217      051~811~0040

 釜山鎮区国楽路2    
 busan.gugak.go.kr      051~811~0114

* ハヌルピッ滝 運営時間*

区分 運営期間
運営時間

稼働時間 備考
公休日 平日

ハヌルピッ滝

（トンネル噴水）
4～10月

10:00, 12:00 
14:00, 16:00 
18:00, 20:00 

12:00, 15:00 
18:00, 20:00 

※4月未稼働

60分

（トンネル噴水5分）

毎週月曜日は点検によ

り未稼働

西面地下商店街   서면지하상가  ソミョンチハサンガ

都市鉄道西面駅に直結している地下商店街。大峴プリモール釜山店として運営されていて、この他にソウ
ル、清州、昌原、大邱を合わせて全国5地域にある。釜山店には約330軒のテナントが入り、平日は20万人近くが
往来する。都市鉄道の乗り換え駅であり、デパートやメディカルストリートも近くにある地理的メリットのため
西面地下商店街は一年中にぎわっている。特に、20～30代女性向けの服やアクセサリー、化粧品などの店が大
きな比重を占めていることから、若者が多い。定休日は毎月第1火曜日で、営業時間は午前10時30分から夜10
時30分まで。

 釜山鎮区中央大路717 地下      primall.co.kr

서면
ソミョン
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ファジョン素麺   화전국수  ファジョンクッス

一食2,000ウォン(約200円)で済むという美味し
い素麺が食べられる店。全メニューが3,000ウォン
以下の良心的な値段。2,000ウォンの温かい素麺
と牛肉(ソゴギ)クッパが代表的な人気メニュー。
程よい味に熟成したカクテギ(大根の角切りキム
チ)と白菜キムチは素麺によく合い、美味しさを引

き立てる。牛肉クッパは二日酔い解消に最適で、胃がすっきりすると、朝来る人も多い。
たっぷりの牛肉と豆もやし、そして長ネギのトッピングまで完璧な調和をなしている。

Tel. 051~806~2259　住所: 釜山鎮区中央大路702番ギル27-4　人気メニュー: 温かい素麺 ￦2,000/ 牛肉クッ
パ ￦3,000　営業時間: 11:00-21:30(第1・3日曜日定休日)

ニューヨーク商会(西面店)   
뉴욕상회(서면점)  ニュ–ヨ–クサンフェ(ソミョンジョム)

店のスタッフが丁寧に石焼プレートで肉を焼いてくれる。ト
ーチガスバーナーを使い、肉に均等に火が通るようにし、最
後はショーまで見せてくれる。ステーキのように分厚いヒレ肉
とロース肉が人気メニュー。ギョウジャニンニクの葉にネギの
和え物を添えて、一口ほお張るととろけるような味わい。肉の
表面はしっかりと焼け、中はやわらかくジューシー。韓牛の香
ばしくまろやかな味が堪能できる。

Tel. 051~804~3886　住所: 釜山鎮区中央大路69番1ギル46　人気メニュー: 韓
牛ロース ￦17,000/ 韓牛霜降りロース ￦20,000　営業時間: 17:00-02:00

急行荘   급행장  クッペンジャン

釜山で最も古い韓牛カ
ルビ専門店。1等級韓牛
の中でも雌牛のみを使用
し、毎日等級判定書を掲
示している。歯ごたえがあ
り、肉の味をしっかり味わ

える牛バラ肉、薄く味付けしたやわらかい食感が美味なユッ
ケは、他とは差別化された味わい。スペシャル韓牛盛り合わ
せを注文すればロース、霜降り、ハラミ、ミスジなどの希少部
位がすべて食べられる。

Tel. 051~809~2100　住所: 釜山鎮区西面文化路4　人気メニュー: スペシャル
韓牛盛り合わせ ￦32,000/ 韓牛ロース ￦27,000　営業時間: 24時間

機張ソンカルグッス   기장손칼국수

煮干の旨みがしっかり出た汁に、自家製の
薬味醤油と粉唐辛子、ニンニクなどを入れ、
春菊とニラをたっぷり載せた手打ち麺が代
表メニュー。麺棒で生地を繰り返し伸ばすた
め麺にコシがあるのが特徴。表面がやや粗
く太さも少しずつ異なるが、手打ち麺ならで
はのモチッとした食感が美味。麺のおかわり
は無料。

Tel. 051~806~6832　住所: 釜山鎮区西面路56　人気
メニュー: 手打ちうどん ￦4,000/ 混ぜ手打ちうどん 
￦4,000　営業時間: 09:00-22:00

スギネ貝鍋   숙이네조개전골  スギネチョゲチョンゴル

大きな鍋いっぱいにムール貝などの貝類、
エビ、ワタリガニ、イカなど様々な海の幸入
れて煮た貝の寄せ鍋が代表的な人気メニュ
ー。貝の寄せ鍋がグツグツ煮えてくると店員
が食べやすい大きさに切ってくれる。イカと
ムール貝は唐辛子酢味噌に、アワビやその
他の貝類はわさび醤油につけて食べるのが
美味しい。タイラギの殻を皿代わりにして煮
えた貝を載せれば食べやすい。

Tel. 051~808~3555　住所: 釜山鎮区東川路85番ギル
36　人気メニュー: 貝の寄せ鍋(小) ￦38,000　営業時間: 
17:00-02:00

わさび刺身屋   와사비횟집  ワサビフェッチプ

刺身屋として始めたが、ハイガイ定食の方
が人気が高くなり、筏橋ハイガイ定食の専門
店に変更した。メニューはハイガイ定食(1人
分)とハイガイ定食＋カニの辛味漬け(1人分)
の2種類。定食にはチゲや焼き魚などの様々
なおかずがセットで出てくる。ハイガイ定食
はハイガイを茹でたり、薬味醤油をかけた

り、和えるなどした3種類のおかずがついてきて、それを選んで食べる楽しさもある。も
ちろんおかずはおかわりもできる。予約はしなくても、1階のホールだけではなく向かい
側の建物の2階も利用できるので気兼ねなく行ける。

Tel. 051~644~7972　住所: 南区コドンゴル路4番ギル11　人気メニュー: ハイガイ定食 1人分 ￦14,000　
営業時間: 11:30-20:40

家内手工業の洋食堂 vito   가내수공업 양식당 비토  カネスゴンオプヤンシクタン vito

機械を使わず、料理器具と手を使って料理するという意味で「家内手工業」と銘打っ
ているイタリアンレストラン。パスタを注文すれば食前パンのブルスケッタとスープ、ハ
ーブティーがセットで付く。「筏橋ハイガイ ラビオリ」や「トリュフ カルパッチョ タヤリ
ン」など、他では食べられない新しいスタイルのパスタを提供しており、ありきたりのイ
タリア料理に飽きた方にもおすすめ。代表的な人気メニューはクラシックなスタイルの
ボンゴレとキノコのクリームソースパスタ。

Tel. 051~806~5868　住所: 釜山鎮区中央大路680番街ギル77　人気メニュー: ラザニア ￦20,000/ ゴルゴン
ゾーラパスタ ￦15,000　営業時間: 12:00-22:00(休憩時間 15:30-07:00、月曜日は定休日)

松亭3代クッパ   
송정3대국밥  

ソンジョンサンデクッパプ

釜山の西面にあるテジ
クッパ通りの老舗で、豚ク
ッパやスンデ(豚の腸詰め)

クッパ、もつクッパをはじめ、ゆで豚、北朝鮮風もち米入りス
ンデなど、様々なメニューがある。クッパが美味しいと評判
の店なだけあってニラの和え物とキムチも美味しい。ゆで豚
は脂身が適度にある部位を使ってやわらかいのが特徴だが、 
脂肪のある部分は取り除いてほしいとあらかじめ注文するこ
とも可能だ。

Tel. 051~806~5722　住所: 釜山鎮区西面路68番ギル29　人気メニュー: 豚・ス
ンデ・もつクッパ ￦6,000/ ゆで豚定食 ￦8,000　営業時間: 16:00-24:00

フェサウォン   회사원  フェサウォン

新鮮な海産物と活魚のみ取り扱い、注文
と同時にさばいて出してくれる。新鮮な刺身
をたっぷり味わいたいという方におすすめ。
基本メニューにムール貝汁があり、野菜はセ
ルフサービスで好きなだけ食べることがで
きる。刺身丼と海産物の旨みが凝縮した海
鮮ピリ辛ラーメンも人気が高い。

Tel. 010~3560~6904　住所: 釜山鎮区中央大路692番
ギル39　人気メニュー: 刺身の盛り合わせ(大) ￦35,000　
営業時間: 17:00-05:00

Famous  Restaurant

資料提供│食神

食神ホットプレイスは、全国500万人のSeeOnアプリユーザーが残した1億2000万件の訪問データをベー

スに提供されるグルメ情報サービスです。
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海雲台市外バスターミナル

海雲台首都圏
市外バスターミナル

ムーンタンロード

松亭海水浴場

水
営
江

機張駅

佐川駅 月内駅

65

巨堤駅

安楽駅

東莱駅

水営駅

栽松駅

海雲台駅

松亭駅

新世界センタムシティ
ロッテ百貨店

山博物館

タルマジ峠

青沙浦刺身屋通り(貝焼き村) 

山市立美術館

マリンシティ
カフェ通り 

KBS 山ホール

ゴールドテーマ通り 

朝紡タコ通り 

五六島スカイウォーク  

山文化会館

センタムシティ
メディカル
ストリート

APECナル公園

KNN月石アートホール

機張陶芸館

大辺刺身村

三浦海岸ギル

竹島公園

松亭サーフィンスクール

海雲台区

南区

蓮堤区

機張邑

蔚州

水営区

機張郡

日光面

海東龍宮寺

朝鮮通信使歴史館

アクアパレスホテル

ホテルホメルス

ノボテル
アンバサダー 山

海雲台グランドホテル

新世界
朝鮮ホテル

パークハイアット 山
龍湖湾遊覧船埠頭
(ダイヤモンドベイ)

パラダイスホテル 山,
パラダイスカジノ
新世界免税店

17

国立 山科学館19

機張灯台ギル 18

機張市場16

日光海水浴場22

大辺港20

林浪海水浴場
21

10

9

二妓台都市自然公園29

民楽水辺公園26

水営湾ヨット競技場 8

BEXCO3

映画の殿堂 7

荒嶺山展望休憩所27

広安大橋
23

民楽刺身
テーマ通り 

25広安里海水浴場 24

UN記念公園28

大淵文化路地 31

五六島 カルメッキル

30

冬柏島 (冬柏公園) 2

ザ・ベイ101 6

14
海雲台温泉5

尾浦12

1113

海雲台海水浴場
1ヌリマルAPECハウス 

4 15

4

映画の通り 

凡一駅

田駅

2

市外バスターミナル

ル

ムーンタンロード

松亭海水浴場

機張駅

佐川駅 月内駅

65

海雲台駅

松亭駅

タルマジ峠

青沙浦刺身屋通り(貝焼き村) 

機張陶芸館

大辺刺身村

三浦海岸ギル

竹島公園

松亭サーフィンスクール

機張邑

蔚州
機張郡

日光面

海東龍宮寺
ダー 山

ホテル

パラダイスホテル 山,
パラダイスカジノ
新世界免税店

17

国立 山科学館19

機張灯台ギル 18

機張市場16

日光海水浴場22

大辺港20

林浪海水浴場
21

10

雲台温泉

尾浦2

1113

15

4

東釜山
海雲台 + マリンシティ・タルマジキル + 松亭・機張 + 広安里 + 大淵

[Dongbusan]
PIT A PAT, BUSAN!



ザ・ベイ101   더베이101  ドベイ101

レジャー用船舶を係留するマリーナ施設や休憩施設、
外食施設などがあるザ・ベイ101は、海雲台で話題の複
合マリンレジャー施設として人気を集めている。ヨット
やジェットボート、クルーズなどが楽しめ、セレクトショッ
プ、カフェやパブ、レストランも同じ建物の中にある。海
雲台マリンシティの夜景を眺めながら冷たい生ビールを
飲み干す。これ以上の夜景の楽しみ方があるだろうか。

 海雲台区冬柏路52     
 www.thebay101.com
 051~726~8888

べクスコ   벡스코  べクスコ

地下1階・地上7階建ての国際展示コンベンションセン
ター。特に、広さがサッカー場の3倍ほどになる展示場
は、毎月多彩な催しが開かれて多くの人が訪れている。最
も代表的な催しは国際ゲーム展示会G-STARで、開催期間
中は全国から集まったゲーム愛好者で賑わう。また、釜山
国際観光展や釜山国際金融博覧会といった国際規模の
様々な催しも開かれる。展示場のほか、多目的ホールや
野外展示場、2012年に新築されたオーディトリアムでも各
種公演が開催されている。特に、オーディトリアムは歌手
のコンサート会場としても人気がある。

 海雲台区APEC路264
 bexco.co.kr 
 051~740~7300

海雲台海水浴場   
해운대해수욕장  ヘウンデヘスヨクチャン

釜山で必見の海辺スポットといえば、こ
こではないだろうか。釜山のPRに多大な貢
献をしている海雲台は、韓国のみならず海
外の観光客にも人気。避暑客はもちろん、 
ビーチいっぱいにパラソルが並ぶ夏の光景
は壮観。秋には釜山国際映画祭に合わせ
て野外イベントが繰り広げられ、真冬に北
極熊水泳祭りでにぎわう海雲台は、一年を
通じて多くの人が訪れる。

 海雲台区海雲台海辺路264
 sunfun.haeundae.go.kr
 051~749~7611~7

映画の殿堂   영화의 전당  ヨンファェチョンダン

2011年に開館したここは、3つの専用上映館とシネマ
ウンテン、野外公演場、BIFFヒルなどで構成される。最
新の芸術映画を上映する小劇場をはじめ、様々な企画
展を継続的に開いている。毎年テーマを選んで無料上
映を行ったり、5月～9月には野外劇場でコンサートも開
催する。開館以来ずっと、釜山国際映画祭の開閉幕式と
レッドカーペットイベントが行われ、名実共に映画祭の
メイン会場となっている。夜になるとLED照明が取り付
けられた、野外観覧席を覆うビッグルーフが見事なショ
ーを繰り広げる。その様子は台湾・高雄MRT美麗島駅に
ある「光のドーム」を思わせるほど美しい。ここに立ち寄
ったらぜひカメラに収めてほしい。

 海雲台区水営江辺大路120
 www.dureraum.org      051~780~6000

冬柏島 (冬柏公園)   동백섬(동백공원)  トンベクソム

海雲台海水浴場の南端にあり、ツバキやマ
ツが生い茂る都心のオアシス冬柏島。ウッドデ
ッキの遊歩道を歩いていけば、目の前に海雲
台の全景が広がる。特に、水平線に日が沈む夕
暮れ時が壮観。この島にある人魚像には実は
秘められたストーリーがある。昔、人魚の国か
らここに嫁いできた黄玉姫が、満月の夜になる
と、黄玉に映る故国を見て、懐かしさを慰めた
と伝わる。

 海雲台区佑洞 冬柏島一帯

海雲台区冬柏路52     

www.thebay101.com

051~726~8888

ヌリマルAPECハウス   
누리마루APEC하우스  ヌリマルエイペックハウス

2005年に開催されたAPEC首脳会議のために
冬柏島内に建てられた。韓国の伝統的建築物
「亭子」を現代風にアレンジし、歴代のAPEC会
議場の中で最も景色が素晴らしいと絶賛され
た。現在は、当時の首脳会議の様子と記録を見る
ことができ、APEC関連の記念品やヌリマル模型
の展示もある。松林を登っていくと、ヌリマルや
広安大橋越しに水営区一帯まで見わたすことが
できる。ヌリマルからの夜景も圧巻。

 海雲台区水営江辺大路93
 051~749~3140

海雲台温泉   해운대온천  ヘウンデオンチョン

海水が浸透しているため天然ミネラルの豊富
な温泉が楽しめると評判の海雲台温泉。海雲台
海水浴場にも近いため、海水浴後に温泉でさっ
ぱりできるのが魅力。近くに都市鉄道駅やバス停
があって様々な交通手段でアクセスできるため、
多くの観光客が利用している。温泉水に含まれる
少量のラジウム成分は、患者の回復に効果があ
ると検証済み。昔は貴族に愛用され、様々な病気
に優れた効果があるとされる海雲台温泉で旅の
疲れを癒そう。

 海雲台区中洞2路16
 www.haeundaespa.com
 051~740~7000 

해운대
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尾浦   미포  ミポ

臥牛山のふもとにある
小さな港で、様々な刺身屋
がこの一帯に集まってい
る。海雲台の華やかな街

より、ややひっそりした雰囲気で静かに海を楽しみたい方
にはここがぴったり。特に、撮影スポットとして脚光を浴び
ている尾浦廃線路は、映画のロケ地としても有名。東海南
部線と海雲台-松亭間線路の踏切があった場所を一般開放
し、近隣住民には特別な遊歩道、観光客には一風変わった
遊歩道として有益に利用されている。      海雲台区中洞

タルマジ峠   달맞이고개  タルマジコゲ

海雲台から松亭へ行く途中にある臥牛山。その中腹を海
岸沿いに走る道はタルマジコゲ(峠)と呼ばれている。「タル
マジ」は海の上に浮かぶ月を眺めるのにうってつけの「月
見」の場所であることから付けられたという。ここから眺め
る海の風景は非常に美しいことで有名。夕方に昇る月を愛
でるため、とりわけ芸術家がよく足を運んだというタルマジ
峠。そのせいだろうか。ここには数多くのギャラリーが密集
していたりもする。桜や松の並木道はドライブコースとして
も有名で、デートスポットとしても遜色がない。カフェや高級
レストランなど「雰囲気が味わえる」すてきな場所をここで
チェックしてみよう。

 海雲台区中2洞

マリンシティカフェ通り   마린시티 카페거리  マリンシティカフェゴリ

いつの頃からか、マリンシティ一帯に様々なカフェができ
はじめ、この一帯が「マリンシティカフェ通り」と呼ばれるよ
うになった。カフェに劣らず様々な飲食店も並んでおり、食
事もデザートも楽しめる場所として愛されている。夜になる
とすぐ前にある映画の通りと海雲台の夜景が別の表情を見

せてくれる。                    海雲台区マリンシティ1路一帯
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映画の通り   영화의 거리  ヨンファエゴリ

ヨット競技場端の防波堤から冬柏島方向につなが
る一帯が「映画の通り」。海岸に沿って約800メートル
の通りを歩くと、映画の世界に魅了される。足元に描
かれた映画の一シーンを連想させるトリックアート、観
客動員1千万人を達成した映画ゾーン、アニメーション
ゾーン、海雲台を舞台にした映画ゾーンなど、それぞれ
特色があり、思わずシャッターを押したくなるだろう。
サントリーニ広場では、映画撮影の様子を表現したオ
ブジェのほか、監督や映画俳優の手形が見られ、観測
用望遠鏡で広安大橋や五六島など釜山の海の絶景も
無料で観賞できる。ライトアップされた夜の風景もロマ
ンチックだ。

 海雲台区佑洞

ムーンタンロード、文化の通り 
문탠로드, 문화의 거리  ムンテンロドゥ、 ムナエゴリ

海雲台の熱い日差しの下で「サンタン
(suntan、日焼けするための日光浴)」を楽しん
だら、夜は「ムーンタン(moontan)」で月光浴
しよう。月の光に身を委ねて安らぎの時間を
持とうという意味が込められたこの名前は、
サンタンという言葉に対応して付けられた。
2008年からこのように呼ばれ始め、今ではよ
く知られた親しみのあるタルマジ峠の別名と
なっている。長さ2.5キロメートルに及ぶ循環
遊歩道の最大の特徴は、出発地点が到着地点
でもあるということ。元の場所に戻ってこられ
るため、完全に歩くことに集中できるという長
所がある。周りの風景を眺めながら歩けば約1
時間かかる。また、この道に沿って週末ごとに
開かれる「タルマジアートフリーマーケット」も
見逃せない。週末の午後2時から9時まで、こ
の一帯では釜山地域アーティストの手作りア
クセサリーやカップ、カバンなど様々な手工芸
品が販売される。ここで清涼な月の光ととも
に爽やかな思い出を作ってみよう。

 海雲台区中洞2路11散策路 
 moontan.haeundae.go.kr 
 051~749~5700(海雲台観光案内所)

青沙浦刺身屋通り(貝焼き村) 
청사포 회 거리(조개구이촌)  チョンサポフェゴリ

海雲台と松亭の間にある青沙浦港は東海岸の最
南端、南海岸の最東端にあり、暖流と寒流がぶつ
かる海域に面している。そのため、水産資源が常に
豊富。ここで獲れた魚は身が引き締まっており、刺
身にして食べてこそ味の真価がわかる。活きのい
い魚を直前にさばいて食べられるように一軒、二軒
と刺身屋ができ始め、今では「青沙浦刺身屋通り」
という名称で呼ばれるほど有名になっている。特
に、焼き貝の店がとりわけ密集していることから、
貝焼き村とも呼ばれている。他の場所に比べて安
いのに、量も味も引けをとらないことから、客足が
絶えない。 

 海雲台区中洞

見

帯

水営湾ヨット競技場   수영만요트경기장  スヨンマンヨットキョンギジャン

広安里と海雲台の間にある国際レベルのヨット競技場。ア
ジア競技大会やオリンピックなどが開催された場所としても
よく知られている。約1,400隻のヨットを係留できるハーバー
があり、ずらりと並んだヨットはそれだけでも壮観。ヨット競
技場では毎年大小のヨット大会が開催され、数多くのヨットの
愛好家(Yachtie)が訪れている。また、釜山広域市ヨット協会の
運営するヨットスクールがここにあり、国際基準に合わせたヨ
ット講習が受けられる。国際セーリングスクール協会の認定
を受けているため、講習後はセーラーのパスポート「ログブッ
ク」が発行される。近くにあるマリンシティの美しい風景と相
まって海洋都市・釜山の魅力を満喫させてくれる最高にホット
なスポット。

 海雲台区海雲台海辺路84      051~741~6440
 www.bsaf.or.kr(釜山広域市ヨット協会) 
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松亭海水浴場   송정해수욕장  ソンジョンヘスヨクチャン

タルマジ峠を登りきると、こじんまりした「海月
亭」と書かれた八角亭が建っている。峠に続く道は 
 「タルマジギル」と呼ばれ、桜並木が続いている。更
に進んでいくと、視界が開け果てしなく広がる海が
見える。ここが自然のままの美しさを留めている松
亭海水浴場だ。毎年夏になると避暑客やサーファー
がたくさん訪れる人気スポットで、ワカメ祭りや松
亭海辺祭り、松亭竹島文化祭りなどの多彩な催しが
開かれ、大学生の親睦合宿やウェディング撮影のス
ポットとしても人気が高い。都心の喧騒から解放さ
れ、静かな海の風景を楽しみたい方におすすめ。

 海雲台区松亭洞712-2
 sunnfun.haeundae.go.kr       051~749~5800

機張灯台ギル 
기장등대길  キジャンドゥンデギル

機張大辺港周辺に設置された様々な灯台が訪問者を真
っ先に迎える。いろいろな灯台の中でも、断然人気を集
めているのは、2003年に建てられたワールドカップ記念
灯台。2002年のワールドカップでベスト4入りした韓国の
歴史的快挙を記念し、当時出場した国の国旗と試合結果
も刻まれている。2002年FIFAワールドカップの公式ボール 
 「フィーバーノヴァ」が灯台の一部になっているのが視線を
引く。大辺外港南防波堤灯台の別称はマジンガーZ灯台
で、船舶の安全を祈願する意味が込められている。哺乳
瓶のような灯台は、出産奨励のために建てられた哺乳瓶
灯台で、正式名称は西岩港南防波堤灯台だ。反対側にあ
る西岩港北防波堤灯台は、形が鶏のトサカに似ているこ
とから鶏のトサカ灯台、または車戦ノリ灯台という別称で
呼ばれたりもする。この他にも野球灯台(七岩港南防波堤
灯台)、赤い四角形灯台(ウォルジョン港防波堤灯台)など、 
数々の灯台が機張で見られる。

 機張郡機張邑竹城里134-7     

 www.gijang.go.kr/kjtour
 051~709~4000(機張郡庁)

大辺港   대변항  テビョンハン

韓国のカタクチイワシ生産の60%以上を占め
る場所。清浄海域で潮の流れが速いことから魚
の運動量が多く、美味しいカタクチイワシが獲
れる。身が引き締まって新鮮なカタクチイワシ
は生で食べることもでき、毎年4月には大辺港
一帯で「機張イワシ祭り」が開催される。祭り
の間は、静かな漁村も歌い、踊りとにぎやかに
なり、カモメがその上空を舞って、祭りの雰囲気
をさらに盛り上げる。

 機張郡機張邑機張海岸路

日光海水浴場   일광해수욕장  イルグヮンヘスヨクチャン

1.8ｋｍの白い砂浜が果てしなく広がる。水深
が浅いため小さな子どものいる家族連れの避
暑客、観光客に人気が高い。毎年夏には「漁村
マダン劇祭り」が開かれ、国楽やマダン劇(野外
劇)、パントマイムなどの多彩な公演が海をバッ
クに繰り広げられる。

 機張郡日光面      051~723~2219

林浪海水浴場   임랑해수욕장  イムランヘスヨクチャン

林浪海水浴場の近くには機張四大古寺のひ
とつに数えられる長安寺があり、海水浴後、寺
まで散歩してみるのは如何なものだろうか。海
岸道路をドライブしながら日の出や夕焼け空を
満喫できる。

 機張郡長安邑      051~709~5176

機張郡庁

ォルジョン港防波堤灯台)など、
る。

4-7  

庁)庁

国立釜山科学館   국립부산과학관  クンニププサンクヮファクヮン

常設展示館、 
プラネタリウム、 
子ども館に分か
れていて、入場料
も別々になって
いるので、目的に

合わせて効率的に観覧できる。特に、科学をテーマにし
た体験プログラムは、子どもから大人まで参加でき人気。
観覧時間は9時30分から17時30分までで、最終入場は16
時30分。東釜山観光団地内にあり、近くにはロッテアウト
レットもあるので、時間をかけて訪問したいスポット。

 機張郡機張邑東釜山観光6路59 

 www.sciport.or.kr      051~750~2300

海東龍宮寺   해동용궁사  ヘドンヨングンサ

境内に下りていく108階段にある布袋和尚像のお
腹を触れば男の子を授かるといわれ、行き交う人ご
とに触るせいかお腹だけ黒光りしている。願い事が
ひとつは叶うパワースポットとして知られ、全国各
地から、連日人が訪れる。一般的に韓国のお寺は
山奥にあるが、龍宮寺は海がよく見渡せる場所に
あるため、なおさら特別な感じがする。大雄殿の前
に広がる海を眺めるのもいいが、宗教を問わず多
くの観光客が立ち寄るので、参道にはお寺に関連し
た小物だけでなく、いろいろな食べ物を売る露店が
並んでいる。

 機張郡機張邑龍宮ギル86 海東龍宮寺 
 www.yongkungsa.or.kr

 051~722~7744(宗務所)

機張市場   기장시장  キジャンシジャン

1944年に開場し、長い歴史と伝統を誇る機張市
場。釜山近隣で最も新鮮な海産物が買える場所のひ
とつに数えられる。初めは5日に1回開かれていたが、 
買い物客が増えたため常設市場に変わった。海女が
獲ってきたばかりの海産物や機張近隣の畑で収穫し
た野菜など、素朴でぬくもりのある市場の情景が見ら
れる。活魚を直接購入し、そこで食事までできるなど、 
獲れたての味が堪能できるのも魅力。特に、機張のズ
ワイガニとヌタウナギは全国各地に配送されるほど名
高い。身がぎっしり詰まったズワイガニ、ヌタウナギの
藁火焼きと機張ならではの人気メニューがリーズナブ
ルな値段で堪能できるのも市場ならではの魅力で、国
内外から観光客が多く訪れる。

 機張郡機張邑邑内路104番ギル16
 051~721~3963

송정•기장
ソンジョン•キジャン
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OPS(海雲台店)   옵스(해운대점)  オプス

根強い人気があるベーカリー。最近
ではソウルの明洞にも店舗をオープンし
た。ジャンボサイズの「シュークリーム」 
が代表的な人気メニュー。サクッとして
香ばしいシュー皮の中に天然バニラ入り
カスタードクリームがあふれ出そうなく
らい詰まっていて、甘くてまろやかな味

が舌を魅了する。「塾へ行く前にお母さんが作ってくれたカステラ」という意味の「学
院前(ハグォンジョン)」も人気商品の一つ。ソフトで甘く子どもたちに人気。

Tel. 051~747~6886　住所: 海雲台区中洞1路31　人気メニュー: シュークリーム ￦2,300/ 
学院前(ハグォンジョン) ￦1,300　営業時間: 08:00-23:00

ヘソンマッチャン   해성막창  へソンマッチャン

海雲台で韓牛のマッチャン(ギアラ)とテッチャン
が8,000ウォンという安さで食べられるホルモンの
店。但し、ホルモン焼きは3人分、ホルモン鍋は2人
分から注文可能。ニンニクや塩、コショウで軽く下
味を付けたしっかりした歯ごたえのホルモン焼き
と具がたっぷり入った辛いホルモン　鍋が代表的
な人気メニュー。

Tel. 051~731~3113　住所:海雲台区中洞1路19番ギル29　人気
メニュー: 牛ギアラ ￦8,000/ テッチャン ￦8,000/ ホルモン鍋 
￦10,000　営業時間: 17:00-02:00

田舎膳プンウォンジャン   
시골밥상 풍원장  シゴルパプサンプンウォンジャン

バスを貸し切って団体で食べに行くほど美味しいと
評判の店。カボチャ粥やチャプチェ(野菜と春雨の炒め
物)などの豊富な副菜と、鴨肉や豚肉の炭火焼き、ポッ
サム(ゆで豚肉の葉野菜包み)などのメイン料理からなる
定食が代表メニュー。人気メニューは炭火で焼いて脂
が抜け落ち、淡白で食感の良い豚プルコギ。韓定食専
門の店だが、刺身定食を注文する人も多い。石釜でふっ
くら炊けたご飯とテンジャンチゲで食事を締めくくる。

Tel. 051~721~7718　住所:機張郡機張邑東岩1ギル5　人気メニュー: ポ
ッサム定食 1人 ￦15,000/ 豚プルコギ定食 1人 ￦15,000　営業時
間: 11:00-21:30

松亭屋   송정집  ソンジョンチッ

自家製の素麺と自家精米したご飯で有名な食事処。
作り置きをせずに注文を受けてから蒸したりゆでたり
煮たりする作りたてにこだわっているため、料理が出て
くるまで時間はかかるが、それだけ真心のこもった料
理が食べられる。牛スジの出汁で煮込んだ豚肉入りキ
ムチチゲに麺が入っているスジキムチチゲ素麺は、辛
いのに後味がすっきりしている。のり巻きと一緒に食べ
ても美味しい。この店のメニューは基本に忠実な味で、 
概ね味付けがあまり濃くないのが特徴。

Tel. 051~704~0577　住所:海雲台区松亭広魚ゴル路59　人気メニュ
ー: 生のり巻き ￦2,800/ 蒸し餃子 ￦4,000/ スジキムチチゲそう
めん ￦5,000　営業時間: 11:50-21:00

ザ・ベイ101 フィンガーズ＆チャット   
더베이101 핑거스앤챗  ドベイ101 フィンガ–ズ＆チャット

釜山海雲台の夜景スポットとして急浮上したザ・
ベイ101内にあるフィンガーズ＆チャットは、すでに
SNSで話題沸騰中。新鮮な魚で作ったやわらかい
フィッシュ＆チップスとシーフードチャウダーが代
表メニュー。昼と夜とでは違った魅力のあるオーシ
ャンビューとマリンシティが見られる野外テラスも
あるので、素敵な夜景を眺めながら冷たい生ビー
ルとフィッシュ＆チップスが楽しめる。

Tel. 051~726~8803　住所:海雲台区冬柏路52　人気メニュー: タ
ラ＆チップス ￦15,000/ エビ＆チップス ￦19,000　営業時間: 
11:00-01:00

二日酔いの朝にタラ鍋   
속씨원한 대구탕  ソクシウォナンテグタン

代表メニューは引き締
まったたらの身とさっぱり
した汁味が最高のたら鍋。
ちり鍋はさっぱりしていて
美味。プチプチ弾ける食感
の魚卵と香ばしいゴマの

葉を入れて焼いた卵焼き「アルマリ」も人気メニュー。24
時間営業で、酔い覚ましのために来店する人も多い。タ
ラの白子は別料金1000ウォンを払えば追加できる。

Tel. 051~744~0238　住所:海雲台区タルマジギル62番ギル28　人
気メニュー: タラ鍋 ￦10,000/ アルマリ ￦6,000　営業時間: 24時間

機張ヌタウナギ   기장곰장어  キジャンコムジャンオ

3代にわたり受け
継がれてきた伝統
方式で調理される。
藁焼きは藁の香り
がヌタウナギに染み
込んで特有の味わ
い。藁火で焼くので、外の皮は真っ黒に焦げるが、 
皮をむけば白い身が出てくる。火の勢いが強いた
め、旨みが逃げず、素材の持ち味が生きている。ぶ
つ切りにされた活きのいいヌタウナギと野菜を、辛
いソースをからめて炒めるヤンニョムグイ(味付け
ウナギ)もおすすめだ。

Tel. 051~721~2934　住所:機張郡機張邑機張海岸路70　人気
メニュー: 藁火焼き 1kg ￦60,000　営業時間: 09:00-22:00

錦繍ポックッ(本店)  
금수복국(본점)  クムスポック

46年の伝統があり、土鍋入りふぐスー
プの元祖でもあるふぐ料理専門店。お
かずや醤油・味噌類、キムチ、合わせ調
味料など、すべて自家製手作りなので安
心して食べられる。身の締まったふぐの
食感が印象的。辛くして食べたい方のた

め、辛い薬味も用意されている。定食を注文すればふぐの湯引きサラダや煮付け、皮
和え、天ぷらがついてくる。

Tel. 051~742~3600　住所: 海雲台区中洞1路43番ギル23　人気メニュー: ふぐちり ￦10,000~35,000/ ふぐ刺
し(小) ￦60,000　営業時間: 24時間

海雲台評判の雌牛カルビ屋 
해운대소문난암소갈비집  ヘウンデソムンナンアムソカルビチッ

韓国の伝統家屋を改造した店で、個室があ
り、ゆっくりと寛ぎながら食事ができる。雌牛カ
ルビを専門としており、韓牛カルビの炭火焼き
が代表的な人気メニュー。冷凍していない生カ
ルビは昼時には売り切れになるので早めに行

ったほうがいい。味付けカルビは、他の店と違って下味が強くないため肉の風味が十
分に感じられる。食後はジャガイモで作った麺をスープでゆ
でて食べるのがオツ。予約は6人から可能。

Tel. 051~746~0033　住所: 海雲台区中洞2路10番ギル32-10　
人気メニュー: 味付けカルビ ￦32,000/ 生カルビ ￦38,000/ プルコギ 
￦28,000　営業時間: 11:00-21:30

Famous  Restaurant

グルメ
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民楽刺身テーマ通り 
민락 생선회 테마거리  ミンラクセンソンフェテマゴリ

広安里海水浴場横の民楽洞には、古くから刺身屋
タウンが形成されている。現在は韓国最大の刺身屋
タウンとして有名。約300軒に及ぶ様々なタイプの刺
身屋があり、刺身好きにはたまらない場所。2012年
には韓国観光公社指定「グルメテーマ通り」に選定さ
れた。刺身を安く食べたいなら、刺身のネタだけ買
い、同じ建物の飲食店か近くの屋台などで刺身以外
の代金だけ支払って食事を楽しもう。屋外が良けれ
ば食べ物をすべてテイクアウトし、近くの水辺公園へ
行こう。場所の選択はあなた次第。いずれにせよ、潮
の香り漂うビーチで食べる刺身の味は他のどこで食
べるよりも最高に美味しいはず。

 水営区民楽洞     
 minrakroad.com     

 051~752~4545広安里海水浴場   
광안리해수욕장  クヮンアンリヘスヨクチャン

釜山にある海の夜景スポットの中でも最高に美し
いビーチ。四季の海を見ようと訪れる人の足が絶え
ない。特に、広安大橋とマッチした海の眺めは他の
場所とは比べ物にならないほど魅力的で、夜間照明
が点いたとたん、ますます特別な美しさに魅了され
る。世界的なアーティストの芸術作品も海岸道路の
あちこちで見られる。ナム・ジュン・ぺク(白南準)の遺
作をはじめ、水営区文化センターの屋上から放たれ
るレーザーで白い砂浜にメッセージを映し出す作品
など、光を利用した様々な芸術作品が海辺の道沿い
に展示されている。この他にも樹木プランターと人
工ヤシの木でテーマのある空間を造成し、「ロマン
の通り」「日の出広場」「青春通り」に区域を分けて
公演と見どころを提供する。また、海岸道路の周辺
にフランチャイズカフェから個人経営のカフェまで
約100軒のカフェが密集しており、「広安里カフェ通
り」とも呼ばれている。夏の週末を利用した「車のな
い通り」運営や秋に開催される「釜山花火祭り」な
ど、海を眺めながら楽しめる催しの開催時期に合わ
せてここを訪れてみるのもいい。

 水営区広安海辺路219     

 gwangalli.suyeong.go.kr      051~622~4251

民楽水辺公園   민락수변공원  ミンラクスビョンコンウォン

海に面した韓国で最初の公園。海雲台と広安里の
中間地点にある。海だった場所に公園を造成し、花
壇やベンチ、日除け施設などを設けて利用者の便宜
を図った。海をバックに様々な催しが開けるように
野外ステージが設けられており、周辺の刺身屋で購
入した刺身をここで食べている姿もよくみかける。こ
の方法ならお金があまりかからず雰囲気も良いため、 
多くの人がそうしている。潮風を感じながら味わう刺
身はどんな味だろうか。釜山っ子がよく利用するこの
方法で民楽水辺公園を更に楽しもう。

 水営区広安海辺路361 民楽公園

広安大橋   광안대교  クヮンアンデギョ

水営区南川洞と海雲台区佑洞をつなぐ広安大橋は、単な
る橋以上の意味がある。ここのハイライトを挙げるとすれ
ば、断然夜だろう。先端照明システムで色とりどりにライトア
ップされた広安大橋の10万色以上の輝きにうっとりさせられ
る。広安大橋の英語の愛称を公募して最終的に選ばれたの
は「Diamond Bridge(ダイヤモンドブリッジ)」。空の星より美
しくきらめく広安大橋ならではの魅力を満喫したいなら、夕
暮れ時をねらって行こう。

 水営区広安海辺路一帯     
 www.gwanganbridge.or.kr      051~780~0077

*広安大橋のライトアップ時間*

11月~4月
(日~木) 日没~夜12時 (金~土) 日没~午前2時

5月~10月
(日~木) 日没~午前1時 (金~土) 日没~午前2時

7月~8月
毎日 日没~午前2時

광안리
クヮンアンリ
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荒嶺山展望休憩所   황령산전망쉼터  ファンニョンチョンマンシムト

デートにもおすすめのドライブコース、釜山花火祭りが一望できる最適な場所、釜山の絶景夜景スポットな
ど、ここを言い表す表現も様々で、当然訪れる理由も楽しみ方も様々。荒嶺山中腹の駐車場まで車で行け、展
望休憩所までは200ｍ程歩いて上がる。そこからのろし台の方へは50ｍ程さらに歩く。展望休憩所には展望台
だけでなく、階段を降りると、展望のいいカフェテリアがあり、各種の集まりに人気だ。展望台ができてからは
家族連れの姿もよく見かけ、写真愛好家もよく訪れている。カフェの営業時間は毎日午前10時から午後11時ま
で。旧暦の8月15日、1月1日の秋夕、ソルラル当日は休業。

 釜山鎮区荒嶺山路391-39      070~8840~7080

UN記念公園   UN기념공원  ユエヌキニョムコンウォン

釜山を観光で特におすすめしたいスポット。
国連総会で「UN記念墓地」に指定された世界で
も唯一の墓地なのでその価値がある。朝鮮戦争
のときに韓国に派遣されて戦死した国連軍将兵
の英霊がここに葬られていて、その数はアメリカ、 
イギリス、フランス、トルコ、オランダなど11カ国
の約2,300体に及び、公園内に、足を踏み入れた
とたん、厳粛な空気に包まれる。ここには国連
が1964年に建てた記念礼拝堂や展示室などがあ
る。特に礼拝堂は世界各国戦没者の宗教を考慮
して独特な方法で設計された点が特徴。世界に
一ヶ所しかないUN記念墓地がある釜山。ここで
平和のために戦った戦没者を慰霊する時間を持
ってみてはどうだろうか。ひょっとすると単なる旅
行以上の意味をもたらしてくれるかもしれない。

 南区UN平和路93      www.unmck.or.kr
 051~625~0625

大淵文化路地   대연문화골목  テヨンムナゴルモク

大学がとりわけ密集している南区。そのため、ここは若者によって生み出される様々なトレンドが共存する場
所としてもよく知られている。慶星大学と釜慶大学の間をつなぐ通りには飲食店や商店、小劇場、パブなどが
ぎっしり並んでいる。特に、一般住宅を改造して作った複合文化空間「文化路地」は、2008年に「釜山らしい建
築賞」を受賞するなど、建築的な美しさも認められている。この中には「ヨンチョンジラル小劇場」をはじめ、 
ワインやビールが楽しめる「プオンイ(ミミズク)」や「茶伴(タバン)」などのバーがあり、韓国伝統酒の店や日本
式の立ち飲み屋、LPを聴きながら思い出に浸れるパブなどもある。

 南区龍沼路13番ギル36-1

二妓台都市自然公園   
이기대도시자연공원  イギデトシチャヨンコンウォン

 「二妓台」という地名の由来として、二人の妓生(芸者)が
日本の武将を抱きかかえて海に身を投じたからと伝わっ
ている。国のために自ら犠牲になった二人を思う気持ち
が名称に現れている。特に海辺の絶壁から眺める風景が
非常に美しいことで有名。ここに造成された都市自然公
園は岩に砕ける波を観賞するのにぴったりの場所である
とともに、釣り人の人気スポットとしても知られている。
現在は24時間開放されている。周辺には太宗台、五六
島、水営湾ヨット競技場などがあり、よく見える。広安里
海水浴場やマリンシティ帯から眺める広安大橋とはまた
違った感じの風景も印象的。混雑する場所ではないため
静かに海が見たい人におすすめ。

 南区二妓台公園路68    

 051~607~6398~9(二妓台公園管理事務所)

五六島スカイウォーク   
오륙도스카이워크  オリュクトスカイウォク

足元の強化ガラスから37メートル下は海。ガラ
ス越しにうねる波が間近に見え、思わず足がすく
むスリルが味わえる。海に突き出たU字型の展望
台の床は透明な24枚のガラス。ここに立っている
とまるで空中に浮かんでいるような気分だ。足も
とに波がそのまま見えるのは多少怖いかもしれ
ないが、かと言って心配する必要はない。厚さ12
ｍｍのガラス板4枚と防弾フィルムで特殊製作し
た厚さ55ミリメートル以上の防弾ガラスが使われ
ており、安全性も検証済み。ガラス張りの床を保
護するためにシューズカバーを履かないとスカイ
ウォークに入れない。靴の上から履くシューズカ
バーは入口にあり、無料で利用できる。

 南区五六島路137

대연동
テヨンムドン
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双子豚クッパ   쌍둥이돼지국밥  サンドゥンイテジクッパ

大淵洞にある豚クッパ専門店。釜山っ子の
間でも評判の店で、順番待ちを覚悟しないと
いけない。白みがかったスープにニラキムチを
入れて食べる豚クッパが代表メニューで、クッパ
にゆで豚が付いたゆで豚定食も人気メニュー。
よくゆでた豚トロはツヤがあってやわらかく、チ

シャで包んで食べても美味しいが、タレにつけてそのまま食べても美味しい。

Tel. 051~628~7020　住所: 南区UN平和路13番ギル2　人気メニュー: 豚クッパ ￦6,000/ ゆで豚定食 ￦8,000　
営業時間: 10:00-24:00

南川ハルメトッポッキ(本店)    
남천할매 떡볶이(본점)  ナムチョンハルメトッポッキ

トッポッキの餅はカレトク(うるち米で作った
棒状の餅)を使用してモチッとした食感がよく生
かされている。独特なのはトッポッキにキャベ
ツの千切りが載っている点で、シャキシャキした

キャベツがトッポッキのソースとよく合う。トッポッキ1人分はカレトク1本、おでん1個、 
ゆで卵(半分にスライスしたもの)1個が基本。天ぷらは種類によって価格が異なる。冷
めた天ぷらは電子レンジで温めてくれるが、できれば温めずにトッポッキのソースにか
らめて食べた方が美味しい。

Tel. 051~625~4163　住所:水営区荒嶺大路489番ギル33-6　人気メニュー: トッポッキ ￦1,500/ おでん 
￦1,500　営業時間: 24時間

宮廷サンバッ   대궐쌈밥  テグォルサンバッ

キョジャチェというマスタード和えサラダやチ
ンゲン菜、ニンジン、アシタバ、チシャとチコリ、 
ミニ白菜など約10種類の野菜にご飯を包んでい
ただくサンバッが専門。食材は産地直送で仕入れ
ているためとても新鮮。変わった野菜がたっぷり
出てくる鴨の焼肉サンバッが代表的な人気メニュ
ー。サンバッ定食のメイン料理は、豚肉やテナガ
ダコ炒め、牛プルコギ、鴨プルコギ、韓方ゆで豚な
どの中から選ぶことができる。 

Tel. 051~754~6160　住所: 水営区広南路142番ギル8　人気メ
ニュー: 鴨の焼肉(プルコギ)サンバッ定食 ￦10,000　営業時間: 
11:30-22:00

ばあちゃんのシジミスープ   할매재첩국  ハルメチェチョックッ

1950年から現在まで続いているシジミスープの老舗。
辛くてさっぱりしたシジミスープのほか、カンテンジャン
(煮詰めた味噌)と一緒に混ぜて食べれば最高に美味しい
シジミ丼も人気メニュー。全食事メニューにシジミスープ
が付いている。シジミから出汁をとった白っぽいスープに
小さなシジミの身とニラが入っているシジミスープは、汁
がとても淡白であっさりしていながらも、シジミ特有の
独特な味が濃く出ていて旨みがある。

Tel. 051~751~7658　住所: 水営区広南路120番ギル8　人気メニュー: シ
ジミ定食 ￦7,000/ シジミスープ ￦11,000　営業時間: 24時間

タリチッ   다리집

太いカレトク(うるち米で作った棒状の餅)の入
ったトッポッキとイカの天ぷらが代表的な人気メ
ニュー。モチモチのカレトクのトッポッキはおでん
汁で煮て味がよく染み込んでいる。カレトクが丸
ごと出てくるので、ハサミで適度な大きさに切っ
て食べなければならない。トッポッキソースは見
かけよりは辛くない。イカの天ぷらをトッポッキソ
ースにつけていただくのが通の食べ方。

Tel. 051~625~0130　住所: 水営区水営路464
番ギル7　人気メニュー: トッポッキ 1
人分 2,600/ イカの天ぷら 3
個 ￦3,000　営業時間: 12:00-
22:00(第2月曜日は定休日)

草原ポックッ大淵洞本店   
초원복국 대연동본점 チョウオンポック テヨンドンポンジョム

日本料理経歴50年という親と、釜山で最初の
ふぐ調理師免許所持者である息子との２代で経営
するふぐ汁(ポックッ)専門店。ふぐの旨みが引き出
された辛味のスープやちり、ふぐ刺し、ふぐのしゃ
ぶしゃぶ以外にも、蒸し料理と様々なふぐ料理が
味わえる。ふぐ汁は酔い覚ましにも最適で、胃が
すっきりする。

Tel. 051~628~3935　住所:南区荒嶺大路492番ギル30　人
気メニュー: ふぐちり、ふぐの辛味スープ シロサバフグ 
￦10,000/ シマフグ￦18,000　営業時間: 09:00-21:30

浦項ムルフェ  포항물회 ポハンムルフェ

2009年にマスコミから絶賛された元祖ムルフェ専門
店 「ムルフェ」は刺身と野菜を甘辛いソースで和えたも
ので、そこにご飯を混ぜていただく。ムルフェの魚は何
種類かあり、それ以外の刺身の盛り合わせも人気が高
い。ムルフェはご飯だけでなく、冷たいスープと素麺を
混ぜるメニューも好評だ。ムルフェを注文すると、クロ
ソイの辛めのスープがサービスで付いてくるが、スープに
入っているジャガイモすいとんもおすすめだ。

Tel. 051~621~8288　住所: 南区UN平和路15　人気メニュー: コノシロの
ムルフェ(大) ￦15,000　営業時間: 10:00-22:20

中身の詰まったホルモン鍋   알찬순대 곱창전골  アルチョンスンデコプチャンチョンゴル

スンデホルモン鍋(スンデコプチャンチョンゴル)を注文するとスンデ(豚の腸詰め)が
味見程度についてくるが、それがまた美味。自家製なのでスンデの味がとてもまろや
か。スンデとホルモンがたっぷり入ったスンデ鍋は、エゴマの粉を入れるとさらに香ば
しく美味しさが引き立つ。残ったソースでご飯を炒めて食べる。

Tel. 051~612~5952　住所: 南区龍沼路7番ギル88　人気メニュー: スンデホル
モン鍋 1人分 ￦11,000　営業時間: 11:00-21:30

三三刺身屋   삼삼횟집  サンサンフェッチッ

1人分25,000ウォンで3種類の刺身(マダイ、ヒラメ、スズキまたはメナダなど)が出され
る。好みに応じて刺身としてそのまま食べたり、寿司用に握ったご飯を追加注文し、自
分で握り寿司にして食べることもできる。ほんのり味の付いたシャリに分厚い刺身を載
せて食べれば、ご飯よりもプリッとした刺身の質感のほうが強く感じられ、歯ごたえが
良い。基本的に付いている野菜の和え物と一緒に食べればさらに美味しくなる。

Tel. 051~753~6471　住所:水営区広安海辺路278　人気メニュー: 刺身 1人 ￦25,000　営業時間: 12:00-22:00

釜山彦陽プルコギ   부산 언양불고기  プサンオンヤンブルコギ

醤油とニンニクで甘く味付けした雌韓牛プルコギが代
表メニュー。一般的なプルコギと違って汁気がなく、炭
火で焼いて食べる。肉が薄くてすぐに火が通るので注意
が必要。味付けがあまり濃くないため肉本来の味が楽
しめる。よく火の通ったプルコギは白キムチと一緒に葉
野菜に包んで食べても美味しい。肉を食べた後に出さ
れるキムチ鍋もぜひ味わってほしい。

Tel. 051~754~1004　住所: 水営区南川パダ路33番ギル8　人気メニュ
ー: プルコギ ￦27,000　営業時間: 11:00-23:00

Famous  Restaurant
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松島海水浴場   송도해수욕장  ソンドヘスヨクチャン

海岸線が美しいことから「東洋のナポリ」というロマンチッ
クな愛称まである。また、韓国の海水浴場第1号という意味深
い場所でもある。「松島」という名称は松林が生い茂ってい
た昔の姿から付けられた。海美術祭や玄仁歌謡祭など毎年
恒例の催しに多くの人が訪れ、楽しく盛り上がる。以前あった
海上飛び込み台が海水浴場開場100周年を迎えた2013年に
新しく復元され、その後、継続的に海上ダイビング大会が開
催されている。

 西区岩南洞      songdo.bsseogu.go.kr  

 051~240~4000

岩南公園   암남공원  アナムコンウォン

面積約56万平方メートルの自然公園で、松島海水浴場から
松島海岸ボルレ道を歩いていくとここにたどり着く。展望台、 
吊り橋、遊歩道、野外ステージなどの様々な施設があり、公園
を訪れる人なら誰でもゆっくり休んだり楽しんだりできる。海
岸線付近には新石器時代の歴史を連想させるような恐竜の足
跡が残っている。長い歳月とともに歴史の跡を刻んできた岩
南公園。悠久の歴史の息づかいを感じたい方におすすめ。

 西区岩南公園路185      culture.bsseogu.go.kr
 051~240~4538

松島海岸ボルレ道  
송도해안볼레길  ソンドヘアンボルレキル

岩南公園の反対側に海の風景を満喫でき
る遊歩道が伸びている。ここは、国家ジオパ
ークに指定されるほど層ごとに特異な様相
を呈する岩石が多く、約1億年前の地層構造
がそのまま確認できるということ自体だけ
でも、単なる遊歩道以上の意味がある。松
島海水浴場-岩南公園区間に設置された鉄
製デッキの途中に一定間隔を置いて展望台
があり、ゆっくり海を眺められる。

多大浦海水浴場   
다대포해수욕장  タデポへスヨクチャン

釜山の最南西にあるここは、水深が浅く
水温が比較的高いため、子どもと一緒に楽
しむのにいい海水浴場に数えられている。 
近くの干潟化が進んでいる部分のおかげ
で、干潟の生き物が観察できる自然学習の
場としても脚光を浴びている。砂浜の周辺
は約5万本の防砂林が造成されており、海
を観賞しながら散歩することもできる。

 沙下区甘川港路      tour.busan.go.kr
 051~207~6041

多大浦夢の落照噴水   다대포 꿈의 낙조분수  タデポクメナクチョプンスデ

高く吹き上げられる水の柱を華やかな照明が映し出す。音
楽に合わせて噴水が踊り、見事な噴水ショーが繰り広げられ
る。多大浦の必須コースだ。曲のリクエストやお祝い、プロポ
ーズなどがショーの間にすることができる観覧客が参加する
こともできる噴水ショー。自分だけの特別なメッセージやエピ
ソードも、事前に連絡すれば朗読してもらうことができる。希
望者は二日前までにホームページから申し込みが必要。毎週
月曜日は定休日。

没雲台   몰운대  モルンデ

16世紀までは島だったが、現在は陸続き
になっている。地形上の特徴から霧や雲が
よくかかるため「没雲台」と名づけられた。 
松がたくさん生い茂る林道を歩いているう
ちに自然と癒される感じがする。特に、この
一帯は夕焼けが美しいことで有名なため、 
日没時間に合わせて訪問する事をおすすめ
する。思い出に残るような素敵な夕暮れを
背景にした写真が撮れるかもしれない。

 沙下区没雲台1ギル73     

 tour.saha.go.kr      051~220~4524

峨嵋山展望台   아미산전망대  アミサンチョンマンデ

洛東江の河口付近一帯を見渡せる最高のビュースポット。こ
の展望台には洛東江のデルタ地帯を眺めるだけでなく、洛東
江近隣の地形や地質を紹介する展示もあり、有意義に過ごせ
る。昼間の風景も目を楽しませてくれるが、夕暮れ時の赤く染
まった空はとりわけ壮観。暖色系の絵の具で描かれた水彩画
のような夕焼けを眺めていれば、心まで温まるようだ。

 沙下区多大落照2ギル77      wetland.busan.go.kr
 051~265~6863

松島スカイウォーク   
송도스카이워크  ソンドヘスヨクチャン

南区に五六島スカイウォークがあるなら
ば、西区には松島スカイウォークがある！松
島海水浴場の亀島の近くに造成された海上
遊歩道は更に海上散歩が楽しめる。2015年
6月、夏の開場シーズンに合わせて開放され
たこの施設は、韓国で最長・最初の曲線型海
上遊歩道であることを謳っている。遊歩道を
歩いていくと展望台にたどり着くが、ここま
で来るとかなり岸から離れているため海の上
に立っているような感覚が味わえる。夜はラ
イトアップされてまた違った魅力があり、近く
の南港大橋のイルミネーションと相まってき
らびやかな光の饗宴が繰り広げられる。

        西区岩南洞

 沙下区没雲台1ギル52      fountain.saha.go.kr
 051~220~5891~2

体験
噴水
-
各 

10~20分

音楽
噴水
-
各 

20分

*多大浦夢の落照噴水 公演時間(2015年基準)*
運営時間

11:00(保育園、幼稚園、学校の訪問申し込みの際運行)
14:00, 15:00, 16:00, 17:00
平日: 夜間音楽噴水公演の後1回
週末: 夜間音楽噴水1部公演の後1回

季節 公演時間
平日 土·日 / 祝祭日

4月 19:30 19:30 / 20:30
5月~8月 20:00 20:00 / 21:00
9月~11月 19:30 19:00 / 20:00
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1. 星の王子さまと砂漠のキツネ

　甘川文化村を訪れる観光客のベストフォトスポットになった場所。特に、週末になるとここで写真を撮

ろうとする観光客の長い行列ができる。それでも辛抱強く待つ甲斐はあるので、ぜひ順番を待って思い

出の一枚を残そう。文学作品『星の王子さま』を改めて思い出す機会となり、その言葉を思い浮かべて、 

町並みを見下ろすときに感じる思いは特別なものになる。

2. 甘川と一つになる

　人の形をしたオブジェに村の景色が描かれている。角度によって、オブジェを後ろの

風景が透けて見えるようなアングルに合わせて写真が撮れる。いろいろ角度を変えて

みながら、一番ぴったりのアングルを見つけて写真を撮るのも面白い。甘川文化村は、 

ただ見て回るだけの観光地ではなく、ひとつひとつの名所で考え、体験し、呼吸するフ

ォトゾーンに、村のあちこちで出会うことができる。

3. カムネオウルト

　ここは「甘川文化村コミュニティセンター」という名前で運営されており、1階は体験

が可能な工房、2階はギャラリーとカフェ、3階は書堂(私塾)で時々授業が行われてい

る。4階はゲストのための休憩施設、屋上は村を見渡せる展望台がある。建物は昔の銭

湯を再現した文化空間らしく、入口では銭湯の主人が居眠りし、内部は銭湯の様子が

復元され、背中を流すリアルに表現された村人が訪問客を迎える。

甘川文化村   감천문화마을  カンチョンムナマウル

1950年代に集団居住地として形成され、今では世界から観光客が訪れる韓国
の立派な観光地となっている。ペルーのマチュ・ピチュに似たエキゾチックな村
の風景は、甘川村特有の独特の雰囲気を越え、観光客の心に忘れられない地と
して刻まれた。山の斜面に秩序整然と階段のように並んだ家と、その間を細い
路地が迷路のように伸びている。こうした風景は、自然と好奇心をそそり、魅力
を同時に感じさせてくれる。村のアートプロジェクトによって路地のあちこちに
描かれた壁画をじっくりと見るのも甘川文化村を満喫する方法の一つ。スタン
プラリーでテーマスポットやフォトスポットを巡ってみるのも楽しい。自分だけの
甘川文化村コースを組んで、名所を巡るのもまたひとつの楽しみ。

 沙下区カムネ2路177-11(甘川洞)       gamcheon.or.kr
 070~4219~5556

　甘川文化村では様々な体験プログラムが行われている。世界でたった一つのオリジナル小物づくり！

甘川文化村でチャレンジしてみよう。

1. 陶磁器づくり体験   カップ、アクセサリー、陶磁器植木鉢など
2. 木工芸   時計、木製トング、鉛筆立て、飾り付きヘアゴムなど
3. 天然染め   ハンカチ、スカーフ、Tシャツ、エコバッグなど
4. 伝統靴(靴鞋)   靴鞋匠(伝統靴職人、釜山広域市無形文化財第17号)伝授館で実施
5. その他、甘川文化村入居作家が個別に工房を運営
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洛東江河口エコセンター   
낙동강하구에코센터

四季を通じて渡り鳥の楽園となっている洛東
江河口の乙淑島。ここにあるエコセンターは様
々な種類の渡り鳥が観察できるほか、洛東江河
口の歴史と生成過程についても詳しく学ぶこと
ができ、様々な教育的効果が期待できる。あり
のままの自然が見たい旅行者に特におすすめ。様 
センター敷地内のウッドデッキを静かに散歩す
るのもいい。にぎやかな都心から離れて自分だ
けの静かな時間を作ってみよう。

 沙下区洛東南路1240
 wetland.busan.go.kr      051~209~2000

レッツ・ラン・パーク釜山慶南   렛츠런파크 부산경남  レッツロンパク

韓国最大のホーステーマパークで、家族連れでも十分楽しめる複合レジャー空間。3万人以
上同時入場できる広 と々した公園内には、馬体験展示館、競走馬ランドなどのプログラムが運
営され、乗馬講習が特に人気。夜間は競走馬をテーマにした全国でも最大規模のＬＥＤ照明
によるイルミネーションイベントが毎晩行われている。

 江西区駕洛大路929      park.kra.co.kr      051~901~7114

洛東江生態探訪船   낙동강생대탕방선  ナクトンガンセンテタンバンソン

定員30人の探訪船で、乙淑島から出発し、華明を経由して梁山
市の勿禁で折り返してくる。またの名は「洛東江エコ号」。エコ号
に乗り込み、洛東江の流れに沿って美しい自然景観を満喫できる
特別な観光になるだろう。船上では、自然と歴史文化の説明をスト
ーリーテリング形式で聞くことができ、日が暮れる美しい瞬間をエ
コ号の上で満喫することもできる。但し、毎週月曜日は休み。要電
話予約。

 乙淑島船着場：沙下区洛東南路1233番ギル 乙淑島生態公園内
 華明船着場：北区江辺大路 華明生態公園内     
 btoeco.or.kr       051~294~2135

* 利用料金 *

乙淑島船着場(4月~10月運航)
•大人 5,000ウォン~10,000ウォン
• 高齢者/青少年/障害者/国家功労者 

3,000ウォン~7,000ウォン(経由地に
より異なる)

華明船着場(11月~3月運航)
•大人 7,000ウォン 
• 高齢者/青少年/障害者/国家功労者 

5,000ウォン

乙淑島渡り鳥飛来地  
을숙도철새도래지  ウルスクトチョルセトレジ

ここは洛東江河口に形成されている三角州を中心とし
た一帯で、1966年7月に天然記念物に指定された。潮の
干満によってしばしば姿を変えるが、それ以外にも自然の
変化に応じて様々な表情を見せてくれる。葦の茂った湿
地は水鳥にとって大切な安らぎ場所。春と秋に韓国を通
るシギの群れが見られ、冬は雁が群れをなして飛ぶ様子
も見られる。悠々と羽ばたく鳥たちを眺めていると、もっ
ときれいな環境を作って彼らのねぐらを広げてやりたい
気持ちになってくる。

 沙下区洛東南路1240
 tour.saha.go.kr      051~209~2000

三楽生態公園   삼락생태공원  サンナクセンテコンウォン

三楽洞川辺の広い敷地にある三楽生態公園は、様 
様々な運動施設や野生花体験場などがあり、余暇を
楽しむのに利用できる。サッカー場や野球場、バス
ケットボールコートなどがあって好きなスポーツが楽
しめるため、家族連れだけではなく同好会などの団
体にも人気が高い。特に、公園の近くにある約5万7
千㎡の菜の花畑は遠くから眺めてもまぶしいほど圧
倒され、その美しさに魅了される。果てしなく広がる
菜の花畑で思い出に残る写真を忘れずに撮ってほし
い。満開の時期は3月の終わり頃から4月の間。菜の
花祭りの期間に合わせて訪問すれば多彩な催しも
一緒に楽しめる。

 沙上区三楽洞686
 051~303~0048

을숙도
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福星飯店   복성반점  ポクソンパンジョム

魚介類がたっぷり入っているのが最大の
特徴で、釜山のちゃんぽんで有名な店ベス
ト3に入る。魚介類の味を最大限生かせる
よう、豚骨スープは、30分だけ煮込んだも
のを使うというこだわりがある。ヤリイカや
貝のむき身、エビなど、その日に仕入れた
材料を使っているため新鮮さが違う。

Tel. 051~291~7834　住所: 沙下区下新中央路289　人気メニュー: ちゃんぽん ￦6,000/ 四川風ちゃんぽん 
￦8,000　営業時間: 11:00-20:00

写真提供 http://blog.naver.com/kmarine814/70109094103(出所：カッチモゴ)

南海フェッチッ(刺身屋)   남해횟집  ナメフェッチプ

刺身定食と鯛刺し定食が代表メニューで、ハーフ＆ハ
ーフも可能。刺身を昆布に包んですりつぶした麦粉で覆
い、6時間冷蔵庫で熟成させた後、ハルラボン(日本の
デコポンと同じ品種の果物)酢に入れてから取り出し、物 
再度2時間冷蔵熟成させる。このように手間をかけてい
るため、一般の刺身とは違った旨みが感じられる。人気
メニューは蒸し卵。ペースト状にしたナガイモとエビが
入っているため特別な味がする。副菜やご飯、スープは
すべておかわりできる。

Tel. 051~292~8838　住所: 沙下区サリ路56-1　人気メニュー: 刺身定食 
1人 ￦20,000　営業時間: 12:00-21:00(休憩時間14:00-16:30)

大峙ムルコン   대티물꽁  テッティムルコン

ボリューム満
点のアンコウ蒸
しとタラ頬肉蒸
しで有名な店。主 
香ばしいセリと
パリッとしたモ
ヤシを載せた

辛いアンコウ蒸しが代表的な人気メニュー。アン
コウ蒸しは辛さを調節できるため好みで選べる。主 
浅漬けキムチやチヂミなどの基本的な副菜とかき
氷状の氷を入れた冷たいトンチミ(大根の水キムチ)
も美味しい。ソースが残ったらジャガイモ麺を追加
して混ぜて食べるのがオツ。

Tel. 051~203~4425　住所: 沙下区洛東大路135番アンギル15　
人気メニュー: アンコウ蒸し(中) ￦28,000/ タラ頬肉蒸し(中) 
￦28,000　営業時間: 12:00-20:50

ワールドチキン   월드통닭  ウォ–ルドトンダク

注文が入るとすぐに大きな釜で鶏を揚げ、外側
はカリッと揚がって中はジューシーなのが特徴。主 
主なメニューは甘辛チキンとプレーンなフライドチ
キンだが、歯ごたえのある砂肝もなかなか美味し
い。カリッとした衣にコリコリとした砂肝の食感が
ビールのおつまみにぴったり。一羽分ありそうなく
らい量が多い半羽分の甘辛チキンは、辛さが口の
中に広がって脂っこさを感じさせず、旨みがある。

Tel. 051~261~9746　住所: 沙下区長林繁栄路22　人気メニュー: 
甘辛チキン ￦15,000/ フライドチキン ￦15,000　営業時間: 
10:00-03:00

TCC

松島海水浴場の近くにあり、眺めの良い場所として
有名なカフェ。コーヒー類やスムージー類、お茶、エー
ド、ジュース、チュロス、小豆かき氷など、豊富なメニュ
ーが揃っている。その中でも特にチュロスとかき氷が
人気メニュー。屋外テラス席もあるので春、夏、秋の天
気が良いときに利用すると良さそう。夜になるとスクリ
ーンで映画を上映してくれるので、デートも楽しめる。

Tel. 070~4283~9638　住所: 西区松島海辺路143　人気メニュー: アメリ
カーノ ￦4,100/ イチゴスムージー ￦6,500/ ミルク小豆かき氷 
￦7,000　営業時間: 09:00-24:00

大阪   오사카  オサカ

日本人が運営する日本家庭料理専門店。1
階は居酒屋でお酒が飲め、ラーメンや丼物、物 
カレー、回転寿司などの食事は2階ででき
る。ゆでたジャガイモをつぶして作ったコロッ
ケとお好み焼きが代表メニュー。コロッケは
付け合わせの千切りキャベツとソースを載せ
て一緒に食べれ

ばさらに美味しくなる。ハンバーグステーキも人気。

Tel. 051~205~8408　住所: 沙下区洛東大路34番ギル2　人気メ
ニュー: ハンバーグステーキ ￦7,000/ お好み焼き ￦5,000/ コ
ロッケ 1個 ￦1,000　営業時間: 11:30-21:30(休憩時間15:00-
17:00)

海州冷麺   해주냉면  ヘジュネンミョン

サツマイモの粉で作った咸興冷麺(混ぜ冷麺)とそば粉で作った平壌冷麺(水冷麺)が代表メニューだが、釜山
冷麺であるミルミョン(小麦冷麺)も食べられる。特に、サツマイモの粉で作った麺はモチッとした食感と旨みが
特徴。細い麺にあまり塩辛くないビビンソースがよく染み込んでいる。ムルミルミ
ョン(小麦麺の水冷麺)は甘みのある香ばしいスープの味がなかなかのもの。

Tel. 051~291~4841　住所: 沙下区洛東大路324番ギル5　人気メニュー: 平壌冷麺 ￦8,000/ 咸興
冷麺 ￦8,000　営業時間: 11:30-21:00(第2・4月曜日は定休日)

写真提供 http://blog.naver.com/pmho000/40185889762(出所：ハヌル)

トンニョクトンカツ   동녁돈까츠  トンニョクトンカツ

代表メニューはトンカツ、チキンカツ、サツマ
イモチーズカツ、プルコギチーズカツ。代表メニ
ュー以外にも、約20種類の様々なトンカツメニ
ューが揃っており、選択の幅が広い。トンカツ
はすべて韓国産の1等級ロースを使っており、物 
オーダー後すぐにサクッと揚げられ、中のジュ
ーシーな肉の味がたまらない。1人1品食事メニ

ューを注文すれば、セルフサービスコーナーのマカロニ、サラダ、トッポッキ、チョルミ
ョン(甘辛冷やし麺)などが食べ放題になる。

Tel. 051~255~3209　住所: 西区忠武大路43　人気メニュー: トンカツ ￦6,000　営業時間: 10:00-21:30(第2・4
日曜日は定休日)

写真提供 http://blog.naver.com/eyec0/220408661419 (出所：オロロン)

写真提供 
http://blog.naver.com/
etome56/220474528191 
(出所：プレ)

Famous  Restaurant
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北釜山
東莱 + 稷 + 釜山大学・梵魚寺

[Bukbusan]

PIT A PAT, BUSAN!



 

金剛公園    
금강공원  クンガンコンウォン

自然の中でゆっくり過ごしたければここ
がおすすめ。1940年に「金剛園」と名づけ
られ、1965年には公園に指定され、今日で
は多くの市民が訪れる憩いの場として定
着した。公園内で運行している長さ1,260
メートルのケーブルカーはおすすめ。金井
山の尾根まで運行しており、公園一帯はも
ちろん市街地全体も見渡せる。このほか、 
約2万点に及ぶ世界各国の海洋生物標本
資料が見られる釜山海洋自然史博物館、園 
約2,300種類の植物が緑の爽やかさを感じ
させてくれる金剛植物園も近くにあるため、
充実した文化観光が楽しめる。

 東莱区禹長春路155     
 051~860~7880
 geumgangpark.bisco.or.kr  

東莱邑城   동래읍성  トンネウプソン

釜山の歴史の揺籃とも言える東莱区。ここに壬辰倭乱(文禄・慶長の役)の激戦地でもあった1000年の歴史を
持つ東莱邑城がある。ここから東莱地域はもちろん海雲台区、金井区一帯まで一望できる。東莱邑城を代表す
るのは何と言っても北門と長く伸びた城郭沿いの道。すぐ近くにある蒋英実科学公園や福泉博物館、東莱邑城
歴史館などは、この一帯の遺跡地としての価値をより一層高めている。毎年10月には東莱邑城歴史祭りが開か
れるので覚えておこう。裸足遊歩道やヒノキ林の道など、散歩にうってつけの道を歩きながら心にゆとりを取り
戻す時間を持ってもいいかもしれない。

 東莱区安楽洞、明倫洞、福泉洞一帯       051~550~6611

虚心庁   허심청  ホシムチョン

観光客とビジネス旅行者が利用する休養型特
級ホテルとして長い間愛されているホテル農心。
最大の自慢は何と言っても大型スパランド「虚心
庁」。1991年に釜山市の都心再開発事業によって
誕生したこの温泉は、韓国でも最高とされる東莱
温泉の最上級の温泉水を使用しており、身も心
もリラックスさせてくれる。特に、自然光がたっぷ
り取り込めるように設計された大きな天井と芸
術的なセンスが光る内装は、他とは大きく違う魅
力の一つ。一度に3,000人が利用できる約4,300㎡
の施設内には長寿風呂、ヒノキ風呂、洞窟風呂、 
露天風呂など約40種類に及ぶ風呂があり、季節
ごとに天然入浴剤や韓方薬材を入れるイベント
風呂もある。

 東莱区金剛公園路20番ギル23 ホテル農心 
 www.hotelnongshim.com     

 051~550~2200

温泉川市民公園   온천천시민공원  オンチョンチョンシミンコンウォン

自然型河川造成事業によって2005年に完成し、現在に至るまで親水空間として市民に愛されている。土を踏
みながら自然が感じられる遊歩道とサイクリングロードは、忙しい日常の中で失いかけていた心のゆとりを取り
戻させてくれる。他にもインラインスケート場やバスケットボールコート、バドミントンコートなど、様々なスポー
ツ施設があるため飽きることがない。また、ここを語る上で抜きにできない魅力は、季節の趣がたっぷり感じら
れること。春は桜、秋はススキや葦など、季節ごとに色とりどりの衣替えをする風景は、自然と人々の足を向か
わせる。夏に開場する水遊び場は、1日約1万人が訪れる釜山の名物。夜になるとライトアップされる涼しい音楽
噴水もあわせて楽しもう。

 蓮堤区蓮山洞      oncheon.dongnae.go.kr 

동래
トンネ

S
TA

R
T

A
C
TIO

N
TH

EM
E

PLA
N

ぐ
る
っ
と
山
 !   

  

●
65

64



社稷野球場   사직야구장  サジクウンドンジャン

 東莱区社稷路45
 051~505~7422

釜山アシアード主競技場 
부산아시아드주경기장  プサンアシアドチュキョンギジャン

白熱した2002年FIFAワールドカップの余韻が未だ
に残っている。当時の大会成績を記念して作られた
国家代表選手の足型モニュメントをはじめ、釜山ア
ジア競技大会のときに使われた聖火台などが見ら
れる。釜山総合運動場のメインスタジアムであり、現 
現在は釜山アイパークのホームスタジアムとして使
用されている。サッカーや陸上競技、各種公演や文
化イベントが行われ、多目的スペースの役割もしっ
かりと果たしている。競技がない日も、一般人のた
めに午前10時から午後5時まで開放される。3号線
総合運動場駅から近いため、交通の便がいい。

 蓮堤区ワールドカップ大路344     

 stadium.busan.go.kr     051~500~2121

三井ザ・パーク   삼정 더 파크  サンジョンドパク

もとは聖知谷動物園であった場所で、敷地拡張と施設改善を経て2014年、三井ザ・パークという名前で生ま
れ変わった。その可愛らしさから大人気のミーアキャット、プレーリードッグや名前からして聞き慣れないヤマ
アラシ、マングースなど、123種類1,200匹以上の動物が見られる釜山唯一の動物テーマパーク。単に動物を見る
だけにとどまらず、よりアクティブに特別な体験ができる。ポニー乗馬、ジャングル迷路、ロープサファリなど。園 
さらには、飼育員が動物の話をしてくれる「アニマルストーリーテリング」や動物と直接触れ合いながら生命の
大切さを学ぶ「私も動物博士」まである。見どころ・遊びどころ満載で飽きない。

 釜山鎮区セサク路295-1      www.samjungthepark.com      051~811~8800 

釜山オリニ大公園   
부산어린이대공원  プサンオリニテコンウォン

1971年に聖知谷遊園地としてオープンし、現在ま
で都心の自然公園として愛されている。公園の入口
にある三井ザ・パークで遊んだ後は、環境にやさし
い木材で作られたデッキロード「ノクタム道」を歩い
てみよう。約5万本の樹木から発散されるフィトンチ
ッドで爽やかな森林浴ができる。もう少し上がってい
くと釜山の主な水源だった聖知谷水源池が見え、そ
の周りではウォーキング大会などの催しも開かれる。園 
7～8月には無料で水遊びできるKIDKIDg parkが運営
されるので、四季を通じて五感を存分に満足させて
くれるのではないだろうか。

 釜山鎮区セサク路295      051~860~7848
 bschildpark.bisco.or.kr    

三光寺   삼광사  サングァンサ

1986年に創建された三光寺は釜山を代表する天
台宗の寺院で、白楊山の裾野にある。信者は36万人
にもなる。十二支の像が見守る108龍淵階段を上がれ
ば、約1万人を収容できる仏教会館と高さ30メートル
の多宝塔が目を引く。特に、燃灯祭りが開かれる5月
になると、それぞれの願いが込められた約4万個の燃
灯が吊るされる。たくさんの燃灯に華やかな明かり
が一斉に灯ると、他では見られない壮観な眺めとな
る。CNNが選んだ「韓国の美しい場所50選」にも入
っているほどなので、燃灯祭りはぜひ見てほしい。

 釜山鎮区草邑川路33番ギル29-7
 www.samkwangsa.or.k      051~808~7111

1~860~7848

사직
サジク
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金剛植物園   금강식물원  クムガンシンムルウォン

緑の植物ほど人の心を癒してくれるものが
あるだろうか。ここはそんな安らぎをもたらし
てくれる場所で、韓国初の民営総合植物園。園 
1969年に盛昌企業(株)が釜山市民のために造
った。植物の美しい眺めによって十分に癒さ
れるよう、ヤシ類やサボテンなどの熱帯植物
約2,300種類を育てている。その上、人工滝や
自然石を用いた作品まである。華やかではな
いが、静かな雰囲気の中で充実した休養をと
るには申し分ない。

 金井区中央大路2148
 051~582~3284 

梵魚寺   범어사  ポモサ

金井山の裾野にある梵魚寺は海印寺、通度寺と共に嶺南
の三大寺と呼ばれている。新羅文武王のとき(678年)に義湘
大師が創建したもので、長い伝統を持つ仏教の中心地。天
から下ってきた金色の魚と黄金の井戸、それから山の名前
にちなんで「金井山梵魚寺」という名前が付いた。仏教芸術
が表現された門をくぐり、参道を上がっていくと、大雄殿、園 
地蔵殿、観音殿などが見えてくる。四方に配置された大き
な法堂は千年の古寺の威厳を放っている。礼仏や鉢盂供養
といった寺の文化をテンプルステイで体験することもでき
る。「韓国の美しい道100選」に選ばれた階段の道はここの
必須コースだ。四季折々の美しさがある。

 金井区梵魚寺路250
 www.beomeo.kr      051~508~3122

釜山大学青春通り   부산대학 젊음의거리  プサンデチョルムメコリ

流動人口の多い釜山の代表的な商圏の一つで、1号線釜山大学駅周辺の通り。1番出口と3番出口から釜山大
学の方に向かって「青春通り」が続いている。大学が近くにあり、アクセスしやすいため中高生から大学生まで、園 
多くの若者で年中にぎわっている。飲食からファッション、雑貨まで様々な店がぎっしり並んでいる。ファッショ
ンタウンと保税街は青春通りの中でもひときわセンスが光る場所。個性的で自由奔放な若さのエネルギーが感
じられる。

 金井区長箭洞一帯

1. 釜山大学ファッションタウン

国内外有名ブランドのアウトレット店がここに集まっている。入口からず

らっと並んだ100軒以上のお店は、トレンディな服がたくさん揃っている。

最新の流行に敏感な若者には特にぴったり。若者の感覚に合わせた様々な

ブランドを一度に比較して選べる。
 金井区釜山大学路49番ギル

2. 釜山大学保税街

お店の雰囲気がそれぞれ異なって好奇心をそそられる保税街。まとま

りがないようでいて自由さがあり、ヴィンテージな、そして独創的なスタイ

ルの保税店が並んでいる。迷路のような路地ごとにある古着やバッグ、靴 

靴、小物などのお店をのぞきながら歩くのも楽しい。
 金井区金井路68番ギル

 

ン

金井山城   금정산성  クムジョンサンソン

韓国の山城の中で最も規模が大きく、壬辰倭乱(文禄・慶長の役)と丙子胡乱の後に外敵の侵入を防ぐ目的で
再築造された。17キロメートルに及ぶ膨大な規模だったが、現在は4キロメートルの城壁だけが残っている。し
かし、遺跡としての価値は依然として高い。金剛公園からロープウェイに乗れば金井山城の南門まで楽に登る
ことができる。梵魚寺から内院庵、姑堂峰、金井山城北門、山城村へと続くコースを登っても行けるが、約3時
間かかる。金井山の頂上である姑堂峰に立てば遠くの金海地域まで見下ろせる。山城村のマッコリやヤギ肉、園 
鴨肉など、登山客の人気メニューで空腹を満たしてはどうだろうか。

 金井区山城路452      tour.busan.go.kr      051~519~4081~4 

부산대학•범어사
プサンデハク•ポモサ

S
TA

R
T

A
C
TIO

N
TH

EM
E

PLA
N

ぐ
る
っ
と
山
 !   

  

●
69

68



Famous  Restaurant

東莱ハルメパジョン   동래파전  トンネパジョン

釜の蓋のような形をした鋳鉄製のプレー
トに、油を多めに注いでネギに油をからめ、 
水で溶いた粉をかけた後、牛肉や魚介類を載せ
て焼く伝統的な方法で作られ、醤油よりも唐辛
子酢味噌につけて食べたほうが魚介類の味が
引き立つ。一般のパジョン(ネギのチヂミ)と違っ

て揚げたような食感はなく、ふんわりした餅のような食感がある。そのほかは石焼ビ
ビンバとドジョウスープが人気。デザートのカボチャシッケとウッジジ餅もおすすめ。

Tel. 051~552~0792　住所: 東莱区明倫路94番ギル43-10　人気メニュー: 東莱パジョン(小) ￦20,000　営業時間: 
12:00-22:00

トンウン飯店   동운반점 トンウンパンジョム

釜山の三大ちゃんぽんの店のひとつ。刺激を抑えながら
ちゃんぽんの味を生かしたスープと、手打ち麺がよく合い、 
スープの味が程よく浸透している。この店の魅力は海産物
もたっぷり入っているが、豚肉もたっぷり使われていること。 
代表メニューのちゃんぽん以外にもチャーハンや柚子で甘
みを出したという酢豚などの人気メニューがある。

Tel. 051~556~9135　住所: 東莱区温泉場路191番ギル48　人気メニュー: ちゃ
んぽん ￦5,000/ 酢豚小 ￦10,000　営業時間: 10:40-20:00(第1、3週月曜
日休業)

ニュー炭火チキン    
뉴숯불통닭  ニュ–スップルトンダク

圧力フライヤーで揚げ、衣が薄くてカ
リッとした食感が自慢。カレーとコショウ
の香りがほんのりする香ばしい衣がフライドチ
キンの味を引き立てる。また、フライドチキンの上には厚さ0.5㎝のフライドポテトが載せられ、このパリッとし
たフライドポテトも見逃せない。1.3㎏の鶏にこだわっており、量もたっぷり。フライドポテトとフライドチキンが
一緒に出るのはこの店が初めてだという。

Tel. 051~514~3885　住所: 金井区金剛路335番ギル46　人気メニュー: フライドチキン ￦15,000/ 甘辛チキン ￦16,000　営業時間: 16:00-
24:00

写真提供 http://chaokeai.blog.me/220635010025(出所：ポチャ)

美味堂   우마이도  ウマイド

日本のやまとラーメンの製麺機械を輸入
し、店で直接作っている。チャーシューは別
料金で追加でき、冷めたチャーシューはラー
メンのスープに浸して食べると美味しい。ラー
メンの辛さは好みで調節できるのがうれし
い。1～3段階の中から選べる。濃厚なスープ
の味が最高のつけ麺は、麺とスープが別々に
出てくる。

Tel. 051~514~8785　住所: 
金井区釜山大学
路63番ギル9　人
気メニュー: 特製つ
け麺 ￦8,000/ 餃
子 ￦2,500　営業時

間: 11:00-22:00(休憩時
間14:30-16:30)

チンミソ(牛)プルコギ   진미 소불고기  チンミソプルゴギ

セルフサービスコーナーから春雨や餃子、キノコなどを好きなだけ持ってきて食べ
られるため、ボリューム満点の食事ができる。また、テーブルごとにだし汁の入ったヤ
カンがあるので足りなければすぐに注ぎ足せる。美味しく食べる方法としては、だし
汁にキノコや春雨、餅などを好みに応じて入れ、加熱しながら塩加減と辛さを調節す
る。牛プルコギと生春巻きもよくマッチしている。サイドメニューの大きな牛肉チヂミ
も人気。

Tel. 051~553~7792　住所: 東莱区忠烈大路181番ギル40　人気メニュー: 牛プルコギ(小) ￦22,000/ 牛肉チヂ
ミ ￦11,500　営業時間: 13:00-01:00

三代テジ(豚)プルコギ    
삼대돼지불고기  サムデプルゴギ

店内に「料理に真心を込めよう。人の口に入
るものをいい加減に扱ってはならない」と書か
れているのが印象的。代表メニューとしては豚
カルビと味付け豚カルビがある。豚カルビのタ
レには熟成させた山野草を使っていて、梨の天

然果汁で甘みを出している。人工調味料は一切使用せず、山野草特有のほろ苦さとす
っきりした後味を誇る。

Tel. 051~505~0388　住所: 東莱区社稷北路28番ギル197　人気メニュー: 豚カルビ ￦8,000/ 味付け豚焼き 
￦8,000　営業時間: 12:00-22:00(第1月曜日は定休日)

ヤンプニカルビ蒸し    양푼이갈비찜  ヤンプニカルビチム

韓国産の豚を使用している豚カルビの煮込みと、韓牛カルビの煮込み
が代表メニュー。豚カルビの煮込みは赤身の多い良質のカルビを使用し
ている。カプサイシンソースを使用せずに青陽唐辛子粉、チンカンジャン
(韓国の濃口醤油)、プルコギ用醤油で味付けする。ソースが真っ赤で辛いヤ
ンプニカルビチム(真鍮製の大きな器に入ったカルビの煮込み)は、汁気のない
煮込み料理で、辛さの程度が選べる。カルビの煮込みを平らげたら、シメにチャーハン
を食べよう。ただし、ご飯を炒めるにはソースが残っていないといけない。

Tel. 051~553~0948　住所: 東莱区忠烈大路181番ギル47-5　人気メニュー: 豚カルビの煮込み ￦10,000　営業時間: 11:00-01:00
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釜山テーマ旅行

THEME:

03

様々な魅力で飽きる暇がない旅のひとときを作ってくれる釜山。
見どころ、遊びどころ、食べどころ満載の釜山で

もっと特別な時間を過ごすには、テーマを決めてコースを計画してみよう。
釜山の魅力をテーマで絞り、一つは制覇すること

ディープな釜山に出会える時間
その旅路が今から始まる！



 海岸道路の中心軸！

釜山港大橋   부산항대교  プサンハンデギョ

釜山の海雲台区から影島区までノンストッ
プで行けばたった15分でアクセスできる夢の
橋が開通した。2014年春から運営が始まり、釜 
釜山にある様々な大橋の中で最も新しく建て
られたものだが、その存在感においては他と
は比べ物にならないほど大きい。馬が走る姿
をモチーフにした躍動感のある釜山港大橋
は、釜山港の玄関口らしく活気あふれる表情
を印象づけている。埠頭からの壮大な眺めも
見事だが、金敏夫展望台のある草梁山腹道路
から望む夜景も素晴らしい。華やかな色で目
を楽しませてくれ、釜山の中心をしっかりと支
えている釜山港大橋は、ブリッジツアーでは
欠かせない必須コース。

 www.bukhangbr.com
 1544~3888

 効率性と美しさを両立 

広安大橋   광안대교  クァンアンデギョ

広安里海水浴場の前を横切る広安大橋は、昼も夜もい
つでも美しい姿で人々を迎える。青い空をバックにくっきり
と見える昼間の風景と、ライトアップされて色とりどりの衣
をまとう華やかな夜の風景は、どちらも捨てがたい魅力が
ある。だから広安大橋に来たら少し長く留まってみよう。世
界最大規模の橋梁用LED照明灯と音響設備を備え、毎年10
月に釜山花火祭りでその真価を発揮する。平日(日～木曜
日)は日没から24時まで、週末(金～土曜日)は日没から翌日
の午前2時までライトアップされた広安大橋が見られる。

 www.gwanganbridge.or.kr    051~780~0077

 唯一の歩いて渡れる大橋 

南港大橋   남항대교  ナマンデギョ

西区岩南洞と影島区瀛仙洞をつなぎ、西釜山と
影島の間を行き来する時間を30分以上短縮した。こ 
ここのいいところは、橋の脇に幅3メートルの歩道
が設置されていること。普通の大橋は自動車専用
道路であるのに対し、南港大橋は南港一帯の景色
を見ながら歩けるのが最大の特徴。また、南港大
橋ウォーキング大会が毎年開催され、松島海水浴
場を出発して亀島と南港大橋を経由し、スタート地
点に戻ってくる合計6キロメートルコースの同大会
には市民が継続的に参加している。特別なウォー
キングを楽しみたい方におすすめ。港町らしい釜
山の港を海上からじっくり観賞できる。

 051~780~0093

 韓国で最初の連陸橋、唯一の跳ね橋 

影島大橋   영도대교  ヨンドデギョ

影島大橋にはいくつかの修飾語が付く。一つは「韓
国で最初の連陸橋」、もう一つは「唯一の跳ね橋」。本
土と島をつなぐ橋のことを韓国で「連陸橋」というが、こ 
この連陸橋に当たる影島大橋は1934年から中区と影
島区をつなぐ重要な役割を果たしてきた。船舶が行き
来できるように橋の一方が上がるように設計され、毎
日指定された回数だけ行われた。このような風景は韓
国近・現代史のシンボルとして残っている。1966年か
らは橋は上がらなくなった。最近になって影島大橋は
復元され、2013年から再開し、全国から観光客が訪れ
る名所となった。毎日午後2時から15分間行われるが、こ 
きれいにカメラに収めたいという場合は、少し早めに
場所を確保することをおすすめする。

海岸都市・ 山の海の風景と見事に調和するのはやはり橋。海を横切る効果的な海上道路の役割だけではなく、
華やかなライトアップで美しい観光地としても脚光を浴びている 山の橋を訪ねてみよう。

 美しい自然の風景を眺めるの最適な橋！

乙淑島大橋   을숙도대교  ウルスクトデギョ

沙下区と江西区をつなぐ橋で、洛東江河口とマ
ッチした自然の風景がひときわ印象的な場所。周
辺には渡り鳥飛来地などがあり、橋を建設した当
時もここの自然をできるだけ損なわないように力
を尽くした。自然にやさしい橋を建設するために曲
線区間が設けられており、この点は橋梁建設のモ
デルケースと言える。夕暮れ時に合わせて橋を渡れ
ば赤く染まった夕焼け空が観賞できる。

 www.eulsukdobridge.com    051~271~8585

の午前2時までライトアップされた広安大橋が見られる。

www.gwanganbridge.or.kr  r 051~780~00777

Bridge
Tour

 世界で一番深い場所にある橋 

巨加大橋   거가대교  コガデギョ

釜山と巨済をつなぐ長さ8.2キロメートルの橋で、
2010年に開通した。海上の斜張橋と海底トンネルで構
成されている。トンネルは海底に沈められた沈埋トン
ネルで、波が荒く、風や潮流が激しい外海に建設され
たという点が世界初であることから注目されている。
また、水深48メートルのところにあり、世界で一番深い
場所に建設されたトンネルでもあるので、なおさら特
別。釜山から巨済まで50分以内にアクセスできる。

 gklink.com    1644~0082
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サムジュダイヤモンドベイ 
삼주 다이아몬드베이

船上で楽しめる音楽と余裕、セールヨット
ならではの特別な乗船気分で、大切な思い出
ができる。釜山龍湖湾のほか、蔚山やカンジ
ョルゴックラブハウスでも運営している。

 コース 

•  Rツアー   14:00 / 16:00
• Mツアー   18:00 / 20:00
• Sツアー   18:00 / 19:30 
(月~金運航、食事付き、事前にご予約・お問

い合わせください)
コース 料金

Rツアー 50,000ウォン
Mツアー 70,000ウォン
Sツアー 90,000 ウォン

 南区ブンポ路101     
 www.diamondbay.co.kr
 051~990~1580

Cruise 
Tour

海雲台や 山港、太宗台などのターミナルから搭乗することができる。
特に行ってみたい場所や、時間帯を選べ、最も素敵なひとときを満喫できるクルージング。

海の上での爽やかな体験が待っている。

ザ・ベイ101   더베이101  ドベイ101

韓国最大規模の77フィートのカ
タマランヨットを初め、360度回転
できる超高速ジェットボート、冬柏
島周辺の海底探索ができる半潜水
艇など、韓国でも最高のマリンレ
ジャー装備を保有している公品格
パブリックマリーナ施設だ。

 海雲台区冬柏区冬柏路52
 blue-marine.co.kr/dongbaek
 051~726~8855

※クルーズ、シティツアーなどの情報は変わる場合があります。

 コース 

•パブリックツアー：10:30/13:30/15:30/17:30(シーズン中週末運航)
• サンセットツアー：1) パブリックコース 2) ラグジュアリーコース 
(1日1回、日没時刻によって決定)

• ラグジュアリーツアー  
(ヨットを貸し切ってプライベートに楽しむ旅行)

• エキサイティングツアー  
(ジェットボート、スピードボート、半潜水艇、バナナボートなど)

ヨット名 最少催行人数 一般

Leopard 44 10名
大人 60,000ウォン
子ども 40,000ウォン

※ その他ヨット利用料金については応電話相談

rrr

ティファニー21号   티파니 21호

釜山の海を一望できる海上ツアー遊覧船。ツアー以外に会
議やワークショップ、船上結婚式などの各種のパーティや記念
式での利用も適している。イベント空間で特別なひとときを演
出も可能だ。

 昼間の運航 

• 運航コース(11:00 / 13:30 / 15:30) ティファニー21船着場  冬
柏島(ヌリマル)  広安大橋  二妓台  五六島  ティファニー

21船着場の順に遊覧して戻ってくるコース

 夜間の運行 

• 運航コース(19:00) ティファニー21船着場  冬柏島(ヌリマル)  

海雲台  広安大橋  ティファニー21船着場の順に遊覧して戻っ

てくるコース
区分 料金

昼間 大人：27,500ウォン / 子ども：17,000ウォン

夜間
一般 大人：35,000ウォン / 子ども：25,000ウォン
ディナー 大人：99,000ウォン / 子ども：69,000ウォン

 海雲台佑洞1439      tiffany21.co.kr
  予約お問い合わせ 1899~4841,  

現地でのお問い合わせ 051~743~2500
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乙淑島を出発し、華明を経由し、梁山の勿禁まで行って戻ってくるコース。船は「洛東江エコ
号」と呼ばれている。美しい自然景観を観賞し、洛東江の自然を満喫できるひとときとなる。

 コース 

• 釜山港昼景コース 
沿岸旅客ターミナル  北港大橋  国立海洋博物館(影島)寄港  沿岸旅客ターミナル

•五六島巡回コース：海洋博物館  五六島  海洋博物館
•釜山港夜景コース(往復)：沿岸旅客ターミナル  北港大橋  海洋博物館  沿岸旅客ターミナル

※毎週月曜日休航　　※ご利用前に必ず電話確認

  •乙淑島船着場：沙下区 洛東南路 1233番キル 乙淑島生態公園 内 
•華明船着場：北区 川辺大路 華明生態公園 内
 btoeco.or.kr      051~294~2135

コース 大人
高齢者(65歳以上)
青少年(19歳未満)
障害者、国家功労者

運航時間 備考

乙淑島-日雄島(往復)
土・日曜日 5,000 3,000 09:20~10:10

乙淑島-華明(往復) 7,000 5,000 10:30~12:00 4月~10月

乙淑島-勿禁(往復) 10,000 7,000 14:00~16:30

乙淑島-日雄島(往復)
土・日曜日 5,000 3,000 17:00~17:50 

華明-勿禁(往復) 7,000 5,000

09:20~11:00(週末)
11:20~13:00
14:00~15:40
16:00~17:20

11月~3月

太宗台観光遊覧船 
태종대관광유람선  テジョンデクァングァンユランソン

遊覧船乗り場を出発し、太宗台一周、韓
国海洋大学がある朝島(アーチ島)を往復す
るコースで往復約35分。季節ごとに太宗台
に飛来する渡り鳥や茫々たる海をリーズナ
ブルに海上から観賞することができる。

 コース  船着場  朝島  太宗台海上  船着場

•甘池海辺船着場 (051~405-3989)

•昆布の家船着場 (051~405~2900) 

•太苑砂利浜船着場 (051~403~9098)

•灯台砂利浜船着場 (051~405~3434)

区分 個人 団体

13歳以上 10,000ウォン
10%割引

満2歳~12歳 6,000ウォン

 東三洞太宗台遊園地内
 www.taejongdae.or.kr
 051~405~2900

洛東江生態探訪船   낙동강생태탐방선  ナクトンガンセンテタンバンソン

パンスタークルーズ   팬스타크루즈  ペンスタ–クルズ

船内での特別なショーやイベントがあるパンスターだけの特
別なひとときが楽しめる。クルーズゾーンとフェリーゾーンに分
かれていて、品格と充実感が感じられる旅が楽しめる。フェリ
ーゾーンの利用客でも、有料でフェリーゾーンの利用が可能。

 コース 

中央洞国際旅客ターミナル  朝島  太宗台  没雲台  冬柏島 

 広安里(広安大橋)  中央洞国際旅客ターミナル

• ワンナイトクルーズ： 
釜山の沿岸を巡りながら幻想的な夜景を観賞できるプラン
料金 13万ウォン~35万ウォン(客室タイプにより異なる)

• ランチ＆ディナークルーズ： 
クルーズ船内で豪華な食事が楽しめるプラン

• チャータークルーズ： 
クルーズ船を貸し切れるプランで、すべて利用可能

※ その他クルーズ利用料金については応電話相談

 中区中央洞4街15-3 国際旅客ターミナル
 www.panstarcruise.co.kr      051~662~7777
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Movie 
Tour

他のどの都市より映画のロケ地として人気が高い 山。映画への並々ならぬ愛情が 山国際映画祭を生み出し、
歳月が刻まれた 山の随所に見られる美しさはノスタルジックさを漂わせている。

映画のまち 山を訪れるあなたにおすすめの映画ロケ地ツアー。それでは今から映画の世界へ出発！

友へ チング   凡一洞一帯 
映画『友へ チング』の
名場面といえば疾走シー
ン！『Bad Case of Loving 
You』の歌をバックに友
達四人組が凡一洞一帯
を走り回った。「一緒にいるとき、俺たちは何も
怖くなかった」と言っていた彼らの厚い友情が、 
情趣漂う凡一洞の風景と相まってうまく表現さ
れた。昔の風景が今も残っている凡一洞を楽し
もう。
 凡一駅7番出口から徒歩5分

NOWHERE 情け容赦なし
 40階段＆東光洞印刷通り 

映画『NOWHERE 情け容赦
なし』の名場面を挙げるとす
れば、アン・ソンギとパク・チ

ュンフンが雨の中で戦うシーンではないだろ
うか。そのシーンが撮影された場所は中区東
光洞にある40階段。この階段を中心に印刷通
りや壁画などがあるので、こちらも一緒に見
て回ることをお勧めする。
 中央駅11番出口から徒歩3分

アジョシ   埋築地村 
一人でひっそりと質屋
を営んでいたテシク(ウォ
ンビン)。彼の住んでいた
場所がまさしく埋築地村。

日本統治時代に形成された村で、当時の跡が
あちこちに残っており、独特な雰囲気を醸し出
している。都心にある避難民村特有の雰囲気
から映画のロケ地としてよく利用され、『アジ
ョシ』以外にも『母なる証明』や『下流人生 ～
愛こそすべて～』などがここで撮影された。迷
路のように入り組んだ路地を歩いているうち
に、埋築地村の魅力にますますはまってしまい
そう。写真の撮影スポットとしても脚光を浴び
ている。  佐川駅4番出口から徒歩6分

新しき世界
 華国飯店 

映画『新しき世界』をは
じめ、『悪いやつら』にも出
てきた定番のロケ地！ジャ
ージャー麺を思い浮かばせ
る特有のインテリアが印象

的な場所。その上、釜山でカンチャジャン(ソ
ース別盛りでソースが作り置きではないジャ
ージャー麺)にかけては1、2位を争うほど味も
好評なので、釜山旅行で立ち寄ってみるだけ
の価値があるのではないだろうか。営業時間 
10:30~22:00 / 第1・3日曜日は定休日
 中央駅5番出口から徒歩3分

悪いやつら
東宮

映画『悪いやつら』の中でハ・
ジョンウが一人でおいしそうに酢
豚を食べていた場所は中華料理
店「東宮」。酢豚を専門にしてい
るお店で、映画がヒットしてから
多くの人が訪れる名所になった。映画の中でハ・ジョン
ウの食べたメニューが「ハ・ジョンウセット」として用意
されているほど。営業時間 10:30~21:30
 中央駅14番出口から徒歩5分

国際市場で逢いましょう
 国際市場 

映画『国際市場で逢いましょ
う』の主な舞台となった国際市
場。釜山を代表する市場で、見ど
ころや食べどころが満載。市場を
見物しながら歩いていれば時間があっという間に過ぎ
る。近くの南浦洞や光復洞ともつながっているので、こ
の一帯では一日中充実した観光ができる。
 チャガルチ駅7番出口から徒歩10分

弁護人   ヒンヨウル文化村 
映画『弁護人』でソン・ウソク
(ソン・ガンホ)とジヌ(イム・シワン)
が住んでいた村。絶影海岸散策
路を歩いていくとあり、青い海と

色とりどりの家が織りなす風景は見ているだけでも癒
される。ゆったりと歩きながら村を隅々まで巡ってみ
よう。  絶影海岸散策路内
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ジオラマワールド   디오라마월드 ジオラマウォ–ルド

釜山で世界の名所を見て回る鉄道旅行？東南圏(釜
山、蔚山、慶尚南道)唯一の鉄道関連文化コンテンツ
であり、世界最高のジオラマ施設「ジオラマワールド」 
だからこそ可能なこと。パリのエッフェル塔やローマの
コロッセウム、陶磁器製のドイツの村など世界の文化
遺跡はもちろん、釜山の名所まで細かく見られる。さ
らには、ジュラ紀などの想像するしかなかった世界ま
で目の前に広がるため、子どもたちの好奇心に目を輝
かせる様子が浮かんでくるほど。実物を縮尺した精巧
な鉄道や建物はもちろん、想像力と創造力を動員し
た興味深い場所もあり、新鮮な楽しさが味わえる。

 海雲台区センタム西路30
 www.dioramaworld.co.kr      1577~7600

李禹煥ギャラリー   이우환 공간  イウファンゲラリ–

李禹煥(イ・ウファン)氏は、故ナム・ジュン・ペク(白南準)氏と
共に、現代美術史において韓国を代表する世界的な美術家に数
えられる。このような同氏の作品を近くで見られる場所ができ
た。釜山市立美術館の別館として建てられた「李禹煥ギャラリ
ー」である。日本の直島にある李禹煥美術館に続いて世界で二
番目にできた彼の個人美術館。李禹煥氏自ら空間設計を手が
けたここは、建築物自体が一つの芸術となり、彼の作品と美し
いハーモニーを醸し出している。1960年代から現在までの同氏
の作品約20点が展示され、見る者に深い感動を与えている。

 海雲台区APEC路58      art.busan.go.kr   
 051~740~4251

Gallery 
Tour

文化を愛するまち、芸術家の情熱が脈打つまち 山を「ギャラリーツアー」で攻略。
市立美術館や博物館から最近オープンしたジオラマワールドまで、
感性を刺激させられる様々な文化と芸術の世界へ旅立とう。

釜山市立美術館    
부산시립미술관 プサンシリプミスルグァン

釜山で最初の市立美術館。市民のため
の開かれた美術館を目指し、美術の大衆
化に向けた努力とあわせ、様々な教育プ
ログラムも行っている。各種企画展示や
所蔵品展、海外美術展などが開かれてお
り、隔年で偶数年にはビエンナーレの会
場ともなり、市民と芸術のふれあいを図っ
ている。単に芸術作品が展示されている
だけの空間ではない。殺伐とした都心を
忘れさせてくれる緑の野外彫刻公園まで
あるので、週末のお出かけやデートスポッ
トとしても十分に楽しめる。自然と芸術が
溶け合った安らぎの空間、釜山市立美術
館に出かけてみることをお勧めする。

 海雲台区APEC路58
 art.busan.go.kr      051~744~2602

釜山市立博物館   부산시립박물관  プサンシリプパンムルグァン

先史時代から現在に至る釜山の歴史と流れがわ
かるようになる場所。また、釜山地域の郷土遺物が
展示されており、その時代の風習や文化もうかがえ
る。わざわざ旅行に来てまで博物館？と思うかもし
れないが、釜山を深く理解する助けになるのでぜひ
立ち寄ってみてほしい。釜山の過去と現在を知って
から旅行すれば、釜山への親近感がグッと増すは
ず。その上、伝統文化体験や民俗教室などのプログ
ラムは、退屈だとばかり思われてきた博物館のイメ
ージを一新させてくれるだろう。

 南区UN平和路63
 museum.busan.go.kr/busan    051~610~7111

国立海洋博物館    
국립해양박물관  クンニプへヤンパンムルグァン

海のまち釜山を代表する国立海洋博物館は、広
大な海に囲まれた影島にある。ここでは海洋文化、 
海洋の歴史と人物、航海船舶、海洋生物、海洋科学
など、海に関わる様々な展示物が見られる。海のし
ぶきを形象化した外観は博物館のトレードマーク。
約1万4千点の遺物を保有しており、海の過去から未
来まで考えて理解できる教育の場となっている。実
際の半分の大きさに復元された朝鮮通信使船、ア
ジアで初めて公開される海図帳などの珍しい遺物
もあるので見逃さないでほしい。

 影島区海洋路301番ギル45
 www.knmm.or.kr      051~309~1900

福泉博物館   복천박물관  ポクチョンパンムルグァン

伽耶人が後世に残してくれた遺物の宝庫。史跡第
273号の福泉洞古墳群から発掘された各種遺物を展
示している。福泉洞古墳群は伽耶人の墓跡で、古墳ご
とに伽耶の高度な鉄器文化を物語る遺物がたくさん
出土したことでも知られている。ここではこのような
遺物と古墳にまつわる話はもちろん、釜山地域と古
代伽耶文化の特徴についても紹介している。地下1階
から地上4階まで、博物館にぎっしり詰まっている伽
耶人の話に触れてみよう。

 東莱区福泉路66      051~550~0311
 museum.busan.go.kr/bokcheon
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Night  
Tour

夜になると、昼間は息を潜めていた華やかな色が顔をのぞかせる。建物や街灯、
道を行き来する車の列から発せられる光の饗宴。 山の真価が浮き彫りになる時間ではないだろうか。

広安大橋の夜景   
광안대교 야경  クァンアンデギョ ヤギョン

釜山のランドマークで、夜に魅力を
発揮する代表的な夜景スポット。広い
海ときらめく橋はまさに幻想的。広安
大橋の夜景が鑑賞できる場所として、 
普通は海水浴場や近隣のカフェ、飲食店
などが考えられるが、もう少し静かな雰囲
気に浸りたければ広安里海水浴場を過ぎ
て海岸道路の終点、民楽刺身センター近
隣の防波堤に行ってみることをお勧めす
る。防波堤の道から広安大橋を眺めると
いうのは、あまり知られていない夜景スポ
ットの一つ。運が良ければ遊覧船から打
ち上げられる花火が見られるかもしれな
い。広安大橋の全景を遠くから鑑賞した
ければ、荒嶺山展望休憩所に行ってみよ
う。ここからなら広安大橋はもちろん、広
安里一帯の夜景まで眺められる。

草梁山腹道路の夜景   초량산복도로 야경  チョリャンサンボクドロ ヤギョン

昼間に日差しの下できらめく青い海を見たなら、夜は暗闇の
中でもきらめく光の海を眺めよう。釜山の山腹道路は、昼と夜
では風景がガラッと変わる。山からびっしりと連なる家とマン
ションの明かりが暗闇を照らす。広安大橋に劣らぬ美しさで新
しい夜景スポットとして注目される釜山港大橋も草梁山腹道
路からよく見える。色とりどりの光をまとった華やかな釜山中
心街が眺められる。車を運転しない旅行者なら86番の市内バ
スを利用するといい。曲がりくねった道を走りながら眺める夜
景は釜山旅行のいい締めくくりになるだろう。

海雲台マリンシティの夜景                    해운대 마린시티 야경  ヘウンデマリンシティ ヤギョン

 「韓国の香港」と呼ばれる場所。その理由は、海岸線に沿って空に届きそうなほど高くそびえる高層ビルや様
々な店、海に浮かぶ遊覧船の風景が香港を思わせるため。これらの放つ明かりがすべて集まり、空と海が触れ
合うスカイラインはますます華やかに輝く。時間をかけてゆっくり夜景を眺めたければ、マリンシティのザ・ベ
イ101がおすすめ。マリンシティで最もホットなスポットに数えられるここは、美しいスカイラインはもちろん、 
近くの水営湾ヨット競技場とマッチした風景も満喫できる最適な場所。また、ビールを傍らに美味しいものが食
べられ、目も口も満足できる。

タルマジ道の夜景   달맞이길 야경  タルマジギル ヤギョン

ムーンタン(Moontan)ロードという別名もあるタルマ
ジ道。サンタン(suntan、日焼けするための日光浴)に対
応して付けられた名前で、峠道を歩きながら月光浴を
楽しもうという意味が込められている。月明かりの下で
夜景まで楽しめるというのだから、これほどの場所が
他にあるだろうか。峠を上がっていく道の中ほどにある
ビュースポットからは、海雲台と広安大橋、マリンシティ
の夜景が一枚の絵のように広がっているのが見える。タ
ルマジ道で見られる夜景はこれがすべてだと思われが
ちだが、それは間違い。もう少し歩いていくとタルマジ
道のシンボル海月亭が見えるので、ここを通って松亭海
水浴場の方へもう少し足を延ばそう。ヘマル展望台から
はタルマジ道の丘はもちろん、青沙浦と松亭海水浴場ま
で眺められる。

APECナル公園の夜景    
APEC나루공원 야경  APECナルコンウォン ヤギョン

APECナル公園は2005年APEC首脳会議の釜山
開催を記念して水営江沿いに造成され、川と調和
した美しい景観を誇る。穏やかな川辺に沿って広
がるこの公園は、夕方の散歩やデートコースとして
人気がある。水営江に沿って並ぶマンションの明
かりが川面に映った夜景も結構美しい。しかし、
ここの魅力は何といっても公園のあちこちにある
彫刻が夜も見る者の目を捉えて離さないこと。街
灯や周辺の照明が当たってほのかな趣を漂わせる
彫刻は、夜昼なくいつでもここを訪れる人々を温
かく迎えてくれる。これに虹色にきらめく映画の
殿堂のLED照明まで加わり、それこそ錦上に花を
添えている。

夜景景                  해운대

ると
スポ
ら打
れな
した
みよ
、広広

S
TA

R
T

A
C
TIO

N
TH

EM
E

PLA
N

ぐ
る

っ
と

山
 !   

  

●
85

84



Night 
Market
Tour

一年中山の幸・海の幸が楽しめる 山の夜市。中区と東区、水営区にある3ヶ所の夜市は
年中無休で客への対応に大忙し。活気と人情味にあふれる場所！夜市ツアーで 山を楽しもう。

富平カントン夜市   부평깡통야시장  プピョンカントンヤシジャン

朝鮮時代からあった富平市場は、その長い歴史にふさ
わしく、ないものがないくらい何でも揃っている代表的な
伝統市場として有名。ここが夜も明るい照明で客を引き
つけている。市場の中に入れば、東南アジア地域の夜市
を思わせる変わった食べ物が見られる。それだけではな
く、釜山の代表的なストリートフードに数えられる種入り
ホットクや様々な種類のおでん、韓国人が子どもの頃によ
く食べた懐かしのチョンドゥギ(駄菓子の一種)、韓国のカ
ルメ焼きなどもある。さらには日本の肉巻きおにぎりやベ
トナムの米麺、中国のストリートフードとして有名な中国風
冷麺のお好み焼き、トルコアイスなど、様々な海外のグル
メがお腹を満たしてくれる。かと言って食べ物だけが豊富
なわけではない。ハロウィーンパーティーやクリスマスカ
ントンパーティーなどの様々なイベントまで繰り広げられ、 
旅行を充実したものにしてくれる。イベントのあるシーズ
ンに合わせて訪れれば楽しさが倍増するはず。

 中区中区路33番ギル32    午後6時~12時(年中無休)

草梁イバグ夜市   초량이바구야시장  チョリャンイバグヤシジャン

昼間は伝統市場として地域住民を迎えるが、夜に
なると「青年事業家」が投入されて地域住民はもち
ろん観光客のためにも多彩な見どころを提供する。
新鮮なコンセプトにふさわしくメニューにも若者の
感覚が溶け込んでおり、ソーセージとポテトチーズが
絶妙にマッチした「レシュティ」は夜市を訪れる客の
間ですでに人気メニューとなっている。モヤシと熟成
キムチをサムギョプサルで巻いた「サムスギ」、炒めト
ッポッキ、手作りのフルーツ酵素シロップなど、美味
しそうなものが盛りだくさん。その上、ロシアの伝統
人形「マトリョーシカ」を思わせる人形や昆虫のフィ
ギュア、天然石鹸、石膏石鹸、キャンドルなど、青年た
ちのアイデアが光る商品も販売されており、単なる
夜市以上に楽しませてくれる。冬には光の祭りが開
催されてこの一帯の夜を盛り上げてくれるというの
だから、いつ立ち寄っても楽しい場所、見どころ満載
の場所であることに間違いない。

  東区中央大路231    午後7時~12時(年中無休)

水営八道夜市   수영팔도야시장  スヨンパルトヤシジャン

釜山地域の特産物だけで満足できなければここ！ 
 「世界の味と八道市場の出会い」をスローガンに、 
世界各国の食べ物が安く売られている。釜山の夜
市の中で最も遅くオープンしたが、その雰囲気は先
にオープンした2ヶ所に劣らず活気づいている。トル
コのケバブ、台湾の手羽先チャーハンと鶏排(チーパ
イ)、ベトナムのサトウキビジュース、日本の水信玄
餅、メキシコのブリトー、イギリスのスコッチエッグ、 
イタリアのパネなど、名前を聞いただけでも生唾が
出てきそうな様々なグルメが集まっている。特に、夕
食時になるとどこの屋台も長い行列ができるので、 
大勢で行くならそれぞれメニューを決めて並び、時
間を節約できるようにするといい。韓国人より韓国
語が流暢なケニア人青年の手工芸品店も人気コ
ーナー。鳥の羽で作った護身用ネックレスやビ
ーズで作ったアフリカ女性像の燭台、可愛らし
い動物の人形など、様々な商品が目を引く。

 水営区水営路725番ギル 
 午後7時~12時(年中無休)

れる場所！夜市ツアーで 山を楽しもう。
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旅先でのショッピングは絶対欠かせない。たくさん思い出が詰まった、その光景が見るたびに蘇る！
山でのショッピングにおすすめのスポット。

釜山プレミアムアウトレット   부산 프리미엄 아울렛

アルマーニ、マークジェイコブスなどのブランドを
はじめ、クホ(KUHO)、オブジェ（Obzee）などの国内
有名ブランドまで、約1800店の厳選されたブランド
が入店している。アウトレットでありながらも高級感
溢れるプレミアムショッピングモール。平日は午後8
時、週末と公休日は午後9時まで営業する。

 機張郡長安邑鼎冠路1133
 1644~4001

ロッテ東釜山店   롯데몰 동부산점

アウトレットをはじめ、ロッテマート、ロッテシネ
マ、ハイマートまで、ショッピング以外の施設も充実
した複合空間。2014年冬にオープンし、モール全体
がサントリーニの街並みを連想させる。噴水や灯台
展望台、ローズガーデンなどギリシャ風のインテリア
も目を引く。

 機張郡機張邑堂社里64
 051~901~2500

新世界百貨店センタムシティ店/ロッテ百貨店/現代百貨店釜山店
 新世界免税店   신세계면세점  シンセゲミョンセジョム

 「世界最大規模の百貨店」として2006年にギネスブックに記録さ
れ、いいまだにその記録を越えるものがない。ショッピングセンタ
ー以外にも、アイスリンクやスカイパーク、CGV映画館など余暇を楽
しめる施設が充実する。

 ロッテ百貨店   롯데백화점  ロッテペックァジョム

センタムシティに真っ先にショッピングスポットを形成したセン
タムシティ店をはじめ、釜山本店、東莱店、光復店などを運営中。
ロッテ百貨店ではロッテシネマの利用も可能。

 現代百貨店   현대백화점  ヒョンデペックァジョム

東区凡一路に位置する地上9階建ての百貨店。子供用の遊び場
やカフェなど、顧客のための便宜施設も備えている。釜山自由市場
や貴金属商店街などが隣接する。

免税店   면세점 
(ロッテ免税店/新世界免税店/金海空港免税店)
旅行者のための小さなショッピング天国、免税店。釜山市内に
はロッテや新世界で運営する免税店と、金海空港内の免税店を利
用することができる。購入した品は、空港や国際旅客ターミナルで
出国審査後受け取ることができる。

 釜山Ｊ鎮区カヤ大路772ロッテ百貨店釜山店8階(ロッテ免税店)
  海雲台区センタム南大路35 新世界センタムシティモール 
(新世界免税店)
  江西区空港進入路108(大渚2洞) 
(金海空港免税店)

南浦洞国際市場   남포동 국제시장

大韓民国の独立とともに、多くの海
外同胞が帰国しながら、形成されてい
った市場。家電や雑貨、飲食を扱う露
店商など、様々な店が集まり、その数
は1500以上。映画「国際市場で逢いま
しょう」の人気もあって、今でもたくさ
んの観光客が連日訪れている。

 中区国際市場1キル
 051~245~7389

Shopping
Tour
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山は「祭りのまち」でもある。自然、人、文化などを中心に
様々な祭りが開かれる 山は一年中お祭りムードで活気づき、その楽しさでワクワクする。

Festival
Tour

 釜山の波音とともに浸る映画の世界 

釜山国際映画祭   부산국제영화제

メロドラマやアクションなど、幅広いジャンルに分けられ
る映画のような釜山。日々ダイナミックに変化するここは、 
秋になれば様々な映画と世界中の映画を愛する人々が集ま
る。映画人と観客が直接会える機会も、映画祭の期間は珍
しくない風景。映画プロデューサーや監督との質疑応答時間 
 「GV」(Guest Visit、観客とのふれあい)はもちろん、海雲台と
南浦洞の野外ステージで開かれる「オープントーク」などに
よっても映画人と会える。映画祭の1ヶ月前くらいからホーム
ページで日程をチェックしておこう。

※  映画のロケ地に関する情報は釜山映像委員会のホームペー
ジ(www.bfc.or.kr)で確認できる。

 きらめく釜山の夜 

釜山花火祭り   부산불꽃축제

山には美しい紅葉が広がり、海の上には
キラキラ花火が咲く。深まる秋の夜、広安
大橋と広大な海をバックに繰り広げられる
華やかな釜山花火祭りは、秋にしか感じら
れない味わいがある。「前夜コンサート」を
皮切りに翌日の「マルチ花火ショー」まで二
日にわたり開催され、前夜コンサートは先
着順の入場で、このとき約15分間の前夜祭
花火ショーも行われる。マルチ花火ショーは 
 「指定席制」のためリラックスして楽しめる。
チケットの購入は指定されたオンラインサ
イトを利用しよう。約50分間の花火ショー
は、次々と変わる花火に目が釘付けとなり
飽きがこない。公演当日は会場一帯が交通
規制される。また、駐車スペースもあまりな
いので公共交通機関の利用を強くお勧め
する。

 韓流で一つになるグローバルイベント 

釜山ワンアジアフェスティバル   부산원아시아페스티벌

韓流の熱気をしっかりと確かめられる催しが秋空の下、釜
山で開かれる。「韓流とアジア文化、釜山で楽しもう」という
テーマで開かれるこの催しは、最新の韓流コンテンツだけ
ではなく、アジア各国の様々な文化にも触れられる機会とな
る。人気ドラマのOSTを歌った歌手とキャストが一緒に出演
するドラマミュージックコンサート、K-POPの限界を超えるニ
ューカレンツ(New Currents)ミュージックコンサートなどの様
々な公演が準備され、この他にも韓流スター美術展、K-ビュ
ーティフェアなど幅広い分野の特別な時間が待っている。中
でもBEXCO展示場で約9日間開かれる韓国最大のフードフェ
スティバル「Taste of Busan」は特に期待される。国内外有名
シェフのライブ料理実演やコンテストなど、韓流のまた違う
魅力に触れることができる。

第21回 山国際映画祭(BIFF) 

期間：2016. 10. 06. ~ 10. 15. 
会場：映画の殿堂、海雲台一帯の上映館など
お問い合わせ：1688~3010 / www.biff.kr

 楽しさが波のように押し寄せる釜山の海水浴場 

釜山海祭り   부산바다축제

釜山で開かれる釜山海祭りを抜きにして夏祭りは語れな
い。海水浴場ごとにそれぞれ特色あるイベントと公演が繰り
広げられ、誰もがその魅力にはまるのではないだろうか。世
界的な観光地である海雲台海水浴場を含め、様々な絶景を
誇る釜山の海水浴場で文化芸術イベントと変わった体験プロ
グラムを楽しんでみよう。特定の海水浴場でのみ開催される
のではなく、釜山の全海水浴場で同時に開催され、観光客の
好みで選べる。もう一ヶ所でだけ遊ぶのはやめよう。釜山の
全海水浴場が祭りで盛り上がる。

2016 山海祭り
期間：2016. 08. 01 ~ 08. 07. 
会場：海雲台・広安里・松島・多大浦・松亭海水浴場
お問い合わせ：051~888~4132 / seafestival.co.kr

第12回 山花火祭り
期間：2016. 10. 21. ~ 10. 22. 
会場：広安里海水浴場一帯
お問い合わせ：051~501~6050, 6051/ 
                     www.bff.or.kr

2016 山ワンアジアフェスティバル
期間：2016. 10. 01. ~ 10. 23. 
会場：海雲台BEXCO、
        アシアード主競技場など
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Medical
Tour

おすすめのコース

PLAN:

04

限られた時間を最大限活用して充実した旅行がしたい。
そんな時のおすすめコース。

美味しいものを食べ、楽しく遊び、最高にハッピーなひとときを。
家族旅行や二人きりの旅行で、忘れられない思い出ができる、
そんなプランづくりに役立つタイムスケジュールをご紹介。

西面メディカルストリート   서면 메디컬스트리트

釜山鎮区釜田洞一帯に造成された医療特化通り。ロッ
テ百貨店釜山本店や都市鉄道乗り換え駅の西面駅などが
あって人口の流入が多い地理的な利点から、この一帯に
は数百もの医療機関が散在している。2011年に釜山医療
観光総合案内センターがオープンし、韓国人はもちろん海
外から釜山を訪れる医療観光客に対しても様々な情報を
提供している。また、毎年西面メディカルストリート祭りを
開催して医療体験、路上公演などのプログラムも展開して
いる。医療観光に関心があれば祭りの期間に合わせて釜
山を訪れてみよう。正確な情報が簡単に手に入るはず。

※  釜山医療観光総合案内センター：ロッテ百貨店釜山本店向
かい側(都市鉄道西面駅9番出口)

 www.smsmeditour.go.kr
 医療観光案内センター  051~818~1320, 1330

センタムシティメディカルストリート    
센텀시티 메디컬스트리트

第2のメディカルストリートと呼ばれるほど様
々な病院や医院があるセンタムシティ。ここは
BEXCOやデパート、近くには居住団地や産業団
地などが密集するようになって新たな医療の
中心地として注目され始めた。ショッピングや
観光スポット、様々な宿泊施設がある海雲台一
帯で医療サービスまで受けられるという長所
から、海外医療観光客の間で高い人気を得て
いる。センタム外国人診療センターのサイトに
アクセスすれば、観光客にとって利用しやすい
医療機関が紹介されているので参考になる。

  海雲台区センタムシティ一帯 
  センタム外国人診療センター  
medicaltour.allthemedi.com



12:00  山駅  海雲台海水浴場: 山駅前のバ
ス停から急行バス1003番利用→海雲台海
水浴場下車

13:00  海雲台のホテルで荷物を預けたら、 ‘海雲
台クッパ’で有名な元祖ハルメクッパでラ
ンチ!;海雲台ビーチから近いリベラホテル
海雲台の裏側

14:00  機張市場: 旧海雲台駅向かい側のバス停か
ら39、139、181、1003番利用→機張小学校, 
中学校下車

15:10  機張市場  竹城聖堂: 機張トゥホ幸福村
の壁画見学;機張中学校のバス停からマウ
ルバス機張郡6番利用→トゥホ下車

17:30  海東龍宮寺: 今日の夕食はチェンバンヘム
ルチャジャン(海鮮ジャージャー麺);トゥホ
からマウルバス機張電話局降車、竹城サゴ
リ(交差点)下車→181番バスに乗り換え龍
宮寺/国立水産科学院下車後、徒歩15分

18:30  東 山ロッテアイモール: でショッピング! 海
東龍宮寺から徒歩15分

20:30  センタムシティ / 映画の殿堂: で映画鑑賞;
東 山ロッテアイモール前からバス181番
利用→ロッテ百貨店センタムシティ店下車

23:00 ホテルへ移動

07:00  チャガルチ: 都市鉄道2号線西面駅で1号線
へ乗り換え、チャガルチ駅下車

08:30   活気に満ちたチャガルチの朝、活きのいい
魚と「オイソ(来て)、ボイソ(見て)、サイソ(買
って)」と客を引く ‘チャガルチアジメ’(おば
さん)で、朝から市場は活気に満ちている。 

09:30   南浦洞、国際市場: 宝水洞本屋通りツアー。
事前に予約した国際市場の語り部 ‘イヤギ
ハルベハルメ’の話を聞きながら、 山の
近代史を学ぶ。

11:00  デパート/南浦地下ショッピングセンター。 光復
路に近いショッピングセンターでショッピング。

14:00  影島大橋: 正午14時から15分間、橋桁の一
方が跳ね上がる。絶対見逃せない瞬間をカ
メラに収める！そしておやつとしても最適な
全国的に有名な影島の ‘ 山オムク(揚げ蒲
鉾)’の店へ。 ついでにかまぼこ歴史博物館

にも行ってみよう。

15:30  太宗台チャガルマダン: 目の前で焼かれる、
チーズの載った焼き貝が最高に美味！

17:00  甘川文化村: バスの終点であり、太宗台車
庫であるバス停から市内バス8番利用→西
区庁下車→沙下区1-1乗り換えの後甘井初
等学校で降車

19:30  多大浦海水浴場で夢の落照噴水を楽しむ: 甘
井小学校近くのクガムのバス停からマウルバ
ス沙下区1番利用→クローバーホテル下車
→96番バスに乗り換え、大宇アパート下車

21:00  広安里海水浴場: 山のランドマーク「ダ
イアモンドブリッチ」を眺め夜の海にまった
り;大宇アパートから急行バス1000番利用
→YMCA下車、市内バス41番に乗り換え→
広安里海水浴場下車(約90分)

24:00 充実した一日を終え、海雲台のホテルへ

12:00  梵魚寺: 金井山城、山の中腹にひっそりたた
ずむ由緒ある寺。博物館や韓国の仏教文化を
見学した後は金井山城へ。清浄な自然に育っ
た 山グルメ「鴨肉」でしっかり腹ごしらえ。

13:30  山大学駅前でつまみ食い。 若者とファッ
ションの街として知られる 山大学前。自分
だけのアイテムを見つけ、デザートまで満
喫！;都市鉄道1号線 山大学駅下車

15:00  虚心庁温泉: 山での旅の疲れを癒す。;
山大学前から徒歩15分。または都市鉄道1
号線温泉場駅（1番出口）下車→虚心庁まで
徒歩約10分

17:00  山市民公園: ハヌルピッポクポ（人工滝）

や音楽噴水ショーを観賞し 山の最後の夜
を満喫。;都市鉄道1号線温泉場駅→教育大
学駅下車(1番出口)市内→市内バス179番利
用→ 山市民公園下車（約40分）

19:00  医療観光の新しいメッカとして注目される
西面メディカルストリート！若 し々い肌にな
る美肌マッサージがおすすめ

20:30  西面: 地下商店街/西面1番街/田浦カフェ通
り、 山一の繁華街で 山旅行最後の夕食

22:30  マリンシティ映画通り: 私も映画スター！;都
市鉄道1号線西面駅→2号線冬柏駅下車後、
徒歩15分

24:00  宿泊施設に移動

山駅

チャガルチ

梵魚寺

海雲台海水浴場

南浦洞

山大学

海東龍宮寺

山市民公園

東 山ロッテアイモール

太宗台

西面

多大浦海水浴場

機張市場 / 竹城聖堂

影島大橋

虚心庁温泉

センタムシティ / 映画の殿堂

甘川文化村

映画通り

広安里海水浴場

ホテル

ホテル

ホテル 

07:00  チャガルチ:都市鉄道2号線西面駅で1号線
へ乗り換え、チャガルチ駅下車

にも行ってみよう。

15:30  太宗台チャガルマダン:目の前

チャガルチ

南浦洞 太宗台 多大浦海水浴場

影島大橋 甘川文化村 広安里海水浴

楽しみにしていた 山の旅がいよいよ始まった。
山の方言も、少し移動すれば出会える海も　

ここが 山であることを実感させてくれるものだ。
与えられた時間は3日間。 山を満喫するために充実した計画を立てよう。
大都会のきらびやかさと、リゾートのような癒しが待つ魅力的な都市、 山。

1日目

2日目

3日目
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 shopping  food

10:00 センタムシティのロッテ百貨店と新世界百貨店でショッピ

ング！お気に入りのものは見つかるかな？  13:00 マリンシティでランチ  14:30 

マリンシティカフェ通りで午後の時間のくつろぎティータイム  17:00 新世界センタ

ムシティモールで免税ショッピング  19:00 機張アウトレットでブランド品チェ
ック、ホットな映画を見て一日を締めくくる

11:00 鉄馬韓牛プルコギ村でブランチ  13:00 最近お
しゃれなカフェが増え新たな名所となった松亭カフェ

通りへ  17:00 夕暮れ時の海雲台海水浴場を散歩 

 19:00 ザ・ベイ101からの夜景は最高。ディナーも
最高！

11:00 西面地下商店街  13:30 田浦カフェ通りは個性的な店がい

っぱい。ランチもＯＫ  14:30 山鎮市場にはないものがない?!
つい衝動買いしたくなる物がいっぱい。韓服のオーダーメイドもで

きる  16:00 凡一駅近くの貴金属店でジュエリー見物  17:00 現
代百貨店と近隣の市場巡り、意外な掘り出し物があるかも

10:00 テーブルいっぱいにおかずが並ぶ大淵洞のクッパで

食事  12:00 慶星大学文化の通りで公演やショッピング

を楽しむ！  16:00 広安里海水浴場でのんびり。日没後は

広安大橋のライトアップショーが毎日観賞できる  19:30 民楽洞の刺身屋で刺身を購

入、テイクアウト  20:30 民楽水辺公園のベンチで地元の人に混じって食べてみる。

10:00 早朝から活気あふれるチャガルチ市場を見物   

11:00 世界最大のスクリーン「スーパープレックス」があるロッテシネマ光復店で映画

鑑賞  14:00 影島大橋の跳開する瞬間時間は絶対見逃せない！  15:00 影島サムジ

ンオムクで楽しくおいしい 山のおでん！  17:30 太宗台貝焼き村新鮮で安くて
美味しい！浜に打ち寄せる波の音も食をそそる

10:00 40階段文化観光テーマ通りで手工芸品を見物  12:00 中央洞は実は老

舗の美味しい店が多い。  13:30 宝水洞本屋通り巡り、運が良ければ希少本が

見つかるかも！  15:00 ないものはない！国際市場はとにかく安い  16:30 

南浦洞BIFF広場大好きな映画俳優の手形があるかも。手形に手を合わせて記

念ショット  18:00 光復洞若者に人気のファッション通り。 山のロマン！

2日目 2日目

1日目 1日目

3日目 3日目

S
TA

R
T

A
C
TIO

N
TH

EM
E

PLA
N

ぐ
る

っ
と

山
 !   

  

●
97

96



 Family  Couple

10:00 金井山城でのイチオシメニュー！スタミ

ナ補給に「鴨肉」  12:00 虚心庁でスパを満

喫  15:00 オリニ大公園運動不足に最適。動物園

は翌日に  18:00 水営史跡公園文化財や天然記念物を見

学！  21:00 水営八道夜市世界のグルメを食べ比べ

11:30 マリンシティカフェ通りでブランチ  13:00 海雲台温

泉でスパを満喫  17:00 タルマジムーンタンロード

を散歩  18:30 タルマジ峠にある雰囲気の良いレス

トランで夕食  20:00 映画の殿堂で夜景を楽しみ
映画も鑑賞！

11:00 東莱邑城壬辰倭乱歴史館を観覧  14:00 山市
民が待ちに待った動物園、三井ザ・パーク！ライオンも

トラもキリンもいるゾウ  17:00 東莱といえばパジョン(ネギのチヂ

ミ)！ 山の郷土料理で見逃せない一品   19:00 社稷野球場で野球
観戦、 山の応援風景は有名。いっしょに応援してストレス解消！

11:00 太宗台観光！タヌビ列車で太宗台を楽に一周で

きる  13:00 太宗台展望台でランチ  15:00 南港大橋の歩道をゆっくり歩きなが

ら港町風景を観賞  16:00 甘川文化村巡り  19:00 多大浦の大噴水観賞

10:30 大淵洞のUN平和記念館訪問  13:00 二妓台都市自然公

園で散歩  15:00 五六島スカイウォークから眺める海は最高！

ガラス張りの展望台の３０ｍ下は海だ!  18:00 サムジュダイヤ
モンドベイ素敵なヨットのような遊覧船に乗って 山の海と夜

景を満喫

2日目 2日目

1日目 1日目

3日目 3日目
12:00 光復洞青春通りを歩く  13:30 南浦洞でランチ 

  15:00 宝水洞本屋通り巡り  17:30 草梁山腹道路
にある金敏夫展望台から夕日と 山港大橋の夜景を観

賞！  19:00 上海街一帯を散歩  20:30 草梁イバグ夜市
であれこれつまみ食い！
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パラダイスホテル釜山   파라다이스호텔부산

目の前のビーチを眺めながら水泳やスパが楽しめる
贅沢なホテル。屋外オーシャンプールには温泉水を引
き込んでおり、目を楽しませてくれるだけでなく心身も
リフレッシュさせてくれる。532室ある全てのルームの
窓から自然光がたっぷり差し込むように設計され、客
室タイプによってオーシャンビューまたはシティビュー
が楽しめる。バイキングレストラン「エスコフィエ」をは
じめ、計5つのレストランがあり、大きなガラス窓越しに
広がる海や街並みを眺めながらドリンク類が楽しめる
クリスタルガーデンもまた、エキゾチックで特別なひと
ときが過ごせる。海雲台唯一のカジノが本館1・2階にあ
り、10月には新館1・2・3階に拡張移転する予定にあり、 
好みに応じて利用できる。サービス施設も拡張され、 
特に海のほうを向いてプレイできるようにゲーム施設
が配置されており、ラグジュアリーな気分が味わえる。

 海雲台区海雲台海辺路296     

 051~742~2121   www.busanparadisehotel.co.kr

海雲台グランドホテル   해운대그랜드호텔

海雲台グランドホテルはAPEC公式ホテルに
指定されたほか、2008年には釜山国際映画祭
の本部ホテルやスターが宿泊するスターハウス
にも指定され、釜山を代表する国際行事の本
部ホテルとして知られる。全320室の客室はオ
ンドル(床暖房)部屋や和室などバラエティに富
む構成で、客室タイプによってオーシャンビュ
ーまたはシティビューが楽しめる。最先端設備
を完備したグランドフィットネスセンターをは
じめ、食塩温泉風呂や麦飯石ベッドなどを備
えたサウナ、プール、室内ゴルフ練習場などが
あり、館内で充実した余暇が楽しめる。ホテル
の1階にはTWGの紅茶や伝統酒などを取り扱っ
ているギフトショップがある。

 海雲台区海雲台海辺路217   051~740~0114
 www.haeundaegrandhotel.com

ノボテルアンバサダー釜山 
노보텔앰배서더부산

ノボテルアンバサダー釜山は
ビジネス施設とリゾート施設を
兼ねており、様々な宿泊客のニー
ズを満たすホテルとして人気が
高い。326室ある全客室からオー
シャンビューまたはシティビュー
が楽しめる。付帯施設としては、 
海を眺めながら運動ができるク
ラブエスプリをはじめ、約1,000
坪に及ぶ総合スポーツ＆文化セ
ンター「ライアン＆リリアン」、幅
広いジャンルの書籍や雑誌を揃
えているクラシックライブラリ
ーなどがある。レストランは、世
界のグルメが味わえる高級バイ
キングレストラン「シースケープ
ス」やステーキハウス「ベンタナ
ス」などがある。

 海雲台区海雲台海辺路292     

 051~743~1234     

 www.novotelbusan.com

ロッテホテル釜山   롯데호텔부산

ロッテ百貨店釜山本店のすぐ隣にあるロッテホテル釜山は、西面1番
街やメディカルストリートなどとのアクセスが良いことから、多くの旅行
者が利用している。ロッテ百貨店と連結しているためショッピングにも
便利で、免税店やシネマコンプレックスも利用できる。客室は650室の
中から旅行の目的に応じて自由に選べ、特に野球のまち釜山らしいプ
ロ野球選手をテーマにした「チュ・シンスルーム」は独特なテーマルー
ムで、高い関心を集めている。付帯施設としては、フィットネスセンター
や室内プール、屋外プール、サウナなどがあり、客室あたり2名までこれ
らの施設を無料で利用できる。ホテルでの食事は高級バイキングレス
トラン「ラ・セーヌ」、フュージョン中華料理店「桃林」、韓国料理店「無
窮花」、日本料理店「桃山」と、幅広いオプションが用意されている。

 釜山鎮区伽倻大路772   051~810~1000   www.lottehotel.com/busan

パークハイアット釜山   파크하얏트부산

海雲台マリンシティに位置するパークハイアット釜山は、広安大橋と調和したオーシャンビューを一望できる
最高の展望を誇る。ホテルは船の帆を彷彿させる幾何学的な曲線を生かしたデザインで、特別な印象を与えて
いる。スイートルーム69室をはじめとする全269室の客室と様々な付帯施設のインテリアは、パークハイアットな
らではの高級感を演出している。フランス産オーク材の床や花崗岩のバスタブなど、天然材料が使われている。
建物全体がガラス張りになっていてスッキリした印象を与える。室内のどこからでも海のパノラマが楽しめるよ
うに設計された。付帯施設としては、グリル料理や寿司が堪能できるプレミアムレストランやダイニングルーム、 
モダンフレンチレストラン、リビングルーム、こじんまりした雰囲気のラウンジなどがあり、ホテルの1階ではベー
カリー、パティセリーが利用できる。ほかにルミ スパ＆フィットネス、サウナ、室内プールなども利用可能。

 海雲台区マリンシティ1路51     051~990~1234     http://busan.park.hyatt.com/ja/hotel/abridged/home.html
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ホテル農心   호텔농심 

国内外の観光客から「名湯」と評価されている温泉健康ランド「虚心庁」が
隣接するホテル農心。ここは昔から温泉の不思議な効能で知られ、新羅時代
には王族や貴族がよく訪れたとされている。ホテル内には240室の客室と様々
な付帯施設があり、ゆったりと寛ぐことができる。地中海風料理や最上級のス
テーキなどが食べられるイタリアンレストラン「リストランテ」、ブルーマスタ
ーがドイツの麦芽を直輸入して作ったハウスビールのある「虚心庁ブロイ」な
ど、他にはない差別化されたレストランやバーが利用できる。社稷野球場にも
近く、野球のまち釜山を満喫するのにもぴったりのロケーションにある。

 東莱区金剛公園路20番ギル23      051~550~2100
 www.hotelnongshim.com

コモドホテル釜山   코모도호텔부산

コモドホテル釜山は伝統的な建築様式の独特
な外観が印象的。「海軍提督」を意味するコモド
(Commdore)という名前も相まって、建物の外観は
白い軍帽のつばを思わせる。314室の客室からは釜
山の海を見渡すことができ、客室のあるフロアごと
に華やかな丹青が施されており、韓国の民画も見ら
れる。そのほかにも、蓮の花模様の天井と床、龍の
形をした手すりなどが、特に外国人観光客に韓国の
趣を伝えている。ホテル内で利用できる飲食施設と
しては韓国料理店「韓国館」、世界のグルメが味わ
える「バイキングビュッフェ」などがあり、ヘルスタウ
ン、プール、サウナなどの付帯施設も揃っている。

 中区中区路151      051~466~9101
 www.commodore.co.kr

新世界朝鮮ホテル釜山   신세계조선호텔부산

海雲台ビーチが目の前に迫る新世界朝鮮ホテ
ル釜山は、近くにヌリマルAPECハウスや冬柏島、 
アクアリウムなどがあり、気軽に立ち寄れるのが
魅力。客室はデラックスルーム273室、スイートル
ーム10室、韓室7室の計290室あり、ホテルからは
海雲台の海を一望することができる。バイキング
レストラン「カメリア」、アイルランド風のパブレス
トラン「オーキムズ」、飲み物や軽食を扱っている 
 「パノラマラウンジ」などがあり、そのほかの付帯
施設としては会員制で運営されているビーチアス
レチッククラブをはじめ、プールやサウナ、ヘルス
クラブ、フラワーショップ、ランドリー、美容室など
がある。

 海雲台区冬柏路67      051~749~7000
 twcb.echosunhotel.com

ホテルホメルス   051~750~8000
アクアパレスホテル   051~790~7000

ベストウエスタンUL 山ホテル   051~801~9900

ダウンビーチホテル   051~752~3210
ホテルイルア   051~744~1331
東 山観光ホテル   051~727~9991~5
ホテルフラミンゴ   051~310~8500
国際ホテル   051~642~1330
マリアンヌホテル   051~606~0600
松亭観光ホテル   051~702~7766
ホテルリベリア海雲台   051~740~2111

山観光ホテル   051~241~4301

キャッスルビーチホテル   051~757~2500
アリランホテル   051~463~5001~8
ミラボホテル   051~866~7400
イビスアンバサダーホテル   051~930~1100
タワーヒルホテル   051~243~1001
ホテルパラゴン   051~328~2001

山アベンツリーホ テル   051~260~5007
ホテルフォーレ   051~743~2853

松島ビーチホテル   051~254~2000
広場ホテル   051~464~3141
プライム観光ホテル   051~465~4011
トンバン観光ホテル   051~552~9511
ヒルサイドホテル   051~464~0443
ラスベガスホテル   051~206~0472

山ビーチホテル   051~231~0750~5
ユートピアホテル   051~757~1100
プラザ観光ホテル   051~463~5011
ベネキアプレスホテル   051~611~0003
イビスバジェットアンバサダー   051~901~1111

ラメスホテル   051~634~3001
UN松島ホテル   051~242~6635
東横インホテル 山駅Ⅰ   051~466~1045
東横インホテル 山駅Ⅱ   051~442~1045
東横インホテル西面   051~638~1045
東横インホテル海雲台Ⅰ   051~256~1045
東横インホテル海雲台Ⅱ   051~741~1045

ホテルノア   051~710~6777
コリアシティ観光ホテル   051~643~7788
文化温泉観光ホテル   051~558~5505
リオ観光ホテル   051~645~3300
クローバーホテル   051~205~6611
ダイヤモンド観光ホテル   051~867~1100

コノシークラウドホテル   051~933~4300
パレードシーズコンドミニアム   051~746~1010
コーロンシークラウドホテル   051~933~1000
ハンファリゾート   051~749~5500
クラウンハーバーホテル 山   051~678~1000

海雲台グローリーコンド   051~746~8181
海雲台センタムホテル   051~720~9000

山観光公社アルピナ   051~731~9800
テウワールドマーク海雲台   051~750~1000
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