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海雲台

1

西面 & 田浦カフェ通り

•海雲台海水浴場 海雲台区海雲台海辺路264
•タルマジギル 海雲台区中2洞
•BUSAN X the SKY 海雲台区タルマジギル30（中洞）

1

海雲台海水浴場

•西面地下商店街 釜山鎮区中央大路地下717
•田浦カフェ通り 田浦洞田浦大路、西田路一帯

1

韓国国民のリゾート地として愛されている海雲台。海雲台海水浴場には、一流ホテルやレストラ

西面地下商店街

都市鉄道西面駅から始まる地下ショッピング通り。釜山店には約330店あまりの店が並んでい

ン、アクアリウムなど楽しさが溢れている。特に夏に避暑を目的に海雲台を訪れる人の数は100
万人を超えるほど、とてつもなく人気だ。

2

て、平日は20万人近い人がこの場所を行き交う。都市鉄道の乗り換え駅でありデパートとメディ
カルストリートと繋がっているおかげで西面地下商店街は365日にぎわっている。特に20代〜30
代の女性服、アクセサリー、コスメ店などが多くを占めており、若者の姿が目立つ。

Information

Information

都市鉄道2号線海雲台駅(3, 5番出口)
▶ 海雲台海辺路方面600m

地下商店街営業時間

海雲台観光施設管理事務所

毎月第一火曜日は定期休業日なので参考

051) 749-7611~7

にしよう。営業時間は朝10時から夜10時

haeundae.go.kr

まで。

都 市鉄道1・2号線西面駅地下商

2

店街

www.busanjin.go.kr

タルマジギル

月のおぼろげな光を満喫できる釜山の誇り。さあムンテンロ

ードへ出発。ここが、いわゆる「タルマジギル（月見ロード）」

だ。海雲台海水浴場から松亭海水浴場まで続く山の中腹を
結ぶこの峠道に沿って山桜や松の木などが並んでいる姿は
壮観だ。美術ギャラリーやカフェ、高級レストランなど「雰
囲気を楽しめる」空間にも所々で出会うことができる。

3

2

田浦カフェ通り

繁華街の西面1番街の向かい側には、かわいらしくて個性のあるカフェが並ぶ静かな雰囲気

のカフェ通りがある。元々釜田洞と田浦洞は、工具、金物など産業用品および資材を売って
いる店の多い工具商店街だった。

Information

BUSAN X the SKY

カフェ通りとして有名なこの通りに最近異
色のグルメ店が次々にオープンしはじめ

『BUSAN X the SKY』は国内二番目の高さ（411.6メートル）の『海雲台ＬＣＴランドマークタワ

た。またすぐ側にはデパートがあって食事

ー』にある。広大な海雲台のオーシャンビューと釜山の華やかなシティビューを共に眺望できる
国内最大規模の展望台だ。

やデザート、ショッピング、文化生活まで
同時に楽しめるデートコースとして注目さ
れている。

Information

都市鉄道1号線西面駅（6番出口）

都市鉄道2号線中洞駅7番出口

▶ NCデパート方面へ約230ｍ移動

▶ LCT方面へ徒歩844ｍ

▶ ノリマル(数学と学校の体験館)

051) 051-731-0098, 0099

まで徒歩5分

www.busanxthesky.com
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BIFF広場 & 龍頭山公園

3

国際市場 & チャガルチ市場

•BIFF広場（クァンジャン） 中区BIFF広場路一帯
•龍頭山公園 中区龍頭山キル37-55

1

BIFF広場

•国際市場 釜山中区新昌洞4街
•チャガルチ市場 中区チャガルチ海岸路52

1

映画の都市釜山をありのまま感じられる代表的な場所。おいしい食べ物と共に有名映画俳優ら

国際市場

うまいもん横丁、青春通り、
マーケット通り、カントン市場、アリラン通り、古着通りなどからなる

の手形も見られる素敵な時間を過ごそう。

南浦洞に位置する大規模市場だ。別名「トテギ市場」と呼ばれる。
「トテギ市場」は中古品、古
物などいろんなものを投げ売りしたり闇で取引したり秩序がなくにぎやかな非正規の市場を指

Information

す言葉だ。独立後日本へ帰国する日本人の荷物を競売にかけて請負って売ったことからつけら
れた名前だ。当時にも運がよければ宝くじに当たるのと同じぐらいの掘り出し物を見つけた人た

種ホットク

ちもいたそうだ。ビビンタンミョン（さつまいものでんぷんが原料の春雨）やお汁粉、トッポッキ

BIFF広場で欠かせない食べ物、それは

など屋台料理が並ぶおやつ天国だ。

「種ホットク」。BIFF広場一帯を埋め尽く

す種ホットク屋台のパラソルはもはや南

Information

浦洞の名物となっている。それでは、種ホ
ットクの甘い味を楽しんでみよう。

都市鉄道1号線チャガルチ駅（7番出口）
▶国際市場方面へ徒歩400ｍ

都市鉄道1号線チャガルチ駅（7番出口）

国際市場繁栄会 : 051) 245-7389

▶ロッテシネマ大瀛方面へ300ｍ

gukjemarket.co.kr

www.bsjunggu.go.kr

2

龍頭山公園

高さ120メートルに達する釜山タワーの展望台から見渡す釜山の姿が特に印象的。都心の中の憩

いの場所として愛されているこの場所では、シーズンごとに多様なプログラムとイベントが行われ
る。光復路通りから龍頭山公園へとつづくエスカレーターに乗れば楽に上がることができる。

Information
龍頭山公園伝統衣装体験館『アダム』

2

チャガルチ市場

「オイソ（寄って）ボイソ（見てって）サイソ（買ってって）」で有名なチャガルチ市場。釜山特有
の風情を感じることができる場所だ。生きている魚をその場で選べば刺身にしてくれる。釜山を
訪れた観光客が必ず寄る韓国最大の水産市場だ。

Information

友達、恋人、家族と韓国の伝統衣装を着
て龍頭山公園のあちこちで記念写真を撮

SBS生活の達人、KBS6時私のふるさと、無

ろう。特に伝統衣装を着て周りの観光コ

限地帯などテレビで噂になった有名な刺身

ンテンツを利用すれば釜山タワー、映画

屋がある。予約必須なだけに、その人気はか

体験、博物館入場料の割引を受けること

なりのものだ。チャガルチ刺身センター内に

ができるので参考に。

あるので、噂の味を味わってみて。

都市鉄道1号線南浦駅（1番出口）

都市鉄道1号線チャガルチ駅（10番出口）

▶光復洞ファッション通り方面へ200ｍ

▶チャガルチ1キル方面へ徒歩300ｍ

▶龍頭山公園行きエスカレーター利用

チャガルチ市場 : 051) 713-8000

龍頭山公園管理事務所

jagalchimarket.bisco.or.kr

051) 860-7820

yongdusanpark.bisco.or.kr
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冬柏島 & マリンシティ

5

センタムシティ & 映画の殿堂

•冬柏島 海雲台区佑洞冬柏島一帯
•マリンシティ 海雲台区マリンシティ一帯

1

冬柏島

6

•新世界デパート・ロッテデパート 海雲台区センタム南大路35、39
•映画の殿堂 海雲台区水営江辺大路120

1

海雲台海水浴場の南端にある冬柏島は鬱蒼とした椿の木と竹が絶景をなす。観光客に人気の

新世界デパート・ロッテデパート

都市鉄道センタムシティ駅地下大通りから連結している新世界デパートとロッテデパート。新世

高い冬柏島の小道と2005年のAPECハウスを見学できる道は散歩道としてもぴったりだ。

界デパートは世界一の規模のデパートでギネスブックにも認定された異色の履歴を持っている。
2つのデパートからなる巨大複合ショッピング文化商圏はセンタムシティを訪れる買い物客の足
を止めてしまうほど１日中十分に楽しめる。

Information

Information

ザ・ベイ101

最近冬柏島一帯の話題のスポットとなっている

都市鉄道2号線センタムシティ駅

ザ・ベイ101を訪ねてみよう。ヨット体験をはじめ

（6，8，10、12番出口）▶ 約100ｍ

とするマリンレジャーとグルメスペースが楽しめ

センタムシティ新世界デパート代表番号 : 1588-1234

る複合施設で、夜景がきれいに撮れるスポット

センタムシティロッテデパート代表番号 : 051) 730-2500

として有名。昼にも楽しめる多様な見どころとグ

www.shinsegae.com
store.lotteshopping.com

ルメがあるので、ぜひ訪問していただきたい。

都市鉄道2号線冬柏駅（1番出口）
▶ ウェスティン朝鮮ホテル釜山方面へ約800ｍ
▶ 冬柏島入口

haeundae.go.kr

2

2

映画の殿堂

センタムシティ内にある映画の殿堂には3つの専用上映館とシネマウンテン、野外公演場BIFF

マリンシティ

韓国最高の摩天楼ビューを誇るマリンシティは海雲台の夜景のまた違った姿が見える場所で
す。マリンシティ一帯にはカフェ、レストランが並んでいて食事やデザートを楽しめる場所として
愛されている。

HILLなどの多目的ホールがある。毎年大盛況の釜山国際映画祭の開幕式・閉幕式とレッドカー
ペットが行われるのもまさにこの場所だ。

Information
この場所では映画に関する22,000あまりの

Information

資料を提供している。特に釜山国際映画祭

歴代の出品作に関する資料は映画の殿堂

映画通り

資料室で手に入れることができる。朝9時

『映画通り』は、ヨット競技場端の防波堤一帯

から午後6時まで誰でも利用可能。身分証

に作られていて1000万動員映画ゾーン、アニメ

の提示が必須なので必ず持参しよう。

ーションゾーン、海雲台ロケ映画ゾーンなど各

エリアで特色ある楽しさを味わうことができる

都市鉄道2号線センタムシティ駅（12番出口）

場所です。それだけでなく通りの地面に刻まれ

▶ 水営江辺大路方面へ600ｍ

たトリックアートスペースでは誰でも映画の中

映画の殿堂 : 051) 780-6000

の主人公になることができます。

dureraum.org

都市鉄道２号線冬栢駅（１番出口）▶
ハンファリゾート海雲台方面約800ｍ
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広安里

7

釜山市民公園

•広安里海水浴場 水営区広安海辺路219
•民楽水辺公園 水営区広安海辺路361

1

広安里海水浴場

•釜山鎮区市民公園路73

1

釜山市民公園

広安里海水浴場は海を横切る広安大橋とともに美しい夜景を誇る。広安里海水浴場の周辺は、

釜山最大の都心公園で林道、散歩道、滝、迷路庭園、公園内の小さな白い砂浜、文化芸術村、

もまたこの場所で盛大に開催される。

楽噴水、空色噴水は市民公園でだけ楽しめる体験のひとつだ。

年中多様なテーマ通りが設けられ公演を行ったり多彩なイベントを行う。毎年の釜山花火祭り

森の中のブックカフェ、キッズプレイ施設、大きな芝生広場などがある。特にトンネル噴水や音

広安大橋

世界最大規模の橋梁ＬＥＤライトと音楽設備で立体的な照
明システムを可能にする広安大橋。照明は日曜日から木曜日

は日没から24時まで、金曜日と土曜日は日没から深夜2時ま
で。レーザーショーは毎日3回（20時30分、21時30分、22時
30分）約10分間の演出で広安里の夜の海を彩る。

都市鉄道2号線広安駅（3、5番出口）▶ 広安里海水浴場方面へ700ｍ

Information

gwanganbridge.bisco.or.kr

別名「トンネル噴水」と呼ばれる空色の滝や

水営区役所代表番号 : 051) 610-4000

2

8

民楽水辺公園

広安里Ｕ-観光案内所 : 051) 610-4848

歌が流れる音楽噴水は市民公園でだけ楽し
める涼しい体験。4月〜10月、平日4回（4月
未稼働）、祝日6回運営され月曜日は稼働し

Information
海と休息空間を合わせた国内初の水辺公園で、海雲
台と広安里の中間にある。

都市鉄道2号線広安駅（5番出口）▶ 83-1番に乗
り換え ▶ 民楽水辺公園下車

都市鉄道2号線民楽駅（1番出口）▶ 210番に乗り

ないので参考にしよう。

都市鉄道1・2号線西面駅（7番出口）

▶ 33番バスに乗り換え
▶ 釜山市民公園下車

公園管理事務所 : 051) 850-6000

citizenpark.or.kr

換え ▶ 民楽水辺公園下車
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松亭海水浴場

9

海東龍宮寺

•海雲台区松亭海辺路62

1

松亭海水浴場

•機張郡機張邑龍宮キル86

1

海雲台尾浦を過ぎて桜の木が生い茂るタルマジキルを歩いていると、その先に果てしなく広が

る海が見える。そこが自然本来の美しさを大切にしている場所、松亭海水浴場だ。毎月わかめ祭

り、松亭ビーチ祭り、松亭竹島文化祭りなど多彩な行事が絶えず開かれ老若男女問わず多くの
観光客に愛されている。都心のあわただしさから抜け出し静かな海の風景を楽しみたい人たち

海東龍宮寺

「心から祈れば願いはひとつ必ず叶う」という有難い話が伝えられる海東龍宮寺。得男佛（子宝

に恵まれる）や学業成就佛などそれぞれの願いを叶えてくれる仏像の前で静かに心の中で祈りを
捧げてみよう。東海最南端の限りない青い海に包まれ、あなたの願いはさらに強くなるだろう。

におすすめの場所だ。

Information
釜山のサーファーたちのホットプレイスとして知られてい

るサーフィンの聖地！それがまさに松亭海水浴場。サーフ
ィンにぴったりの波と風を年中楽しめるのはもちろん、水

深がそこまで深くなく水温が高いため、サーフィンにもっ
てこいの条件を持っている。多くのサーファーたちに愛さ

れているだけに近隣にサーフィンレッスンを行っているサ

ーフィンショップやサーフィンスクールが集まっていて、初
心者も手軽に安全に習うことができる。

東海線松亭駅(1番出口)▶ 139番バス乗車 ▶ 松亭海水浴場入口停留所下車

松亭観光案内所 : 051) 749-5800

Information
海東龍宮寺近くの噂の3つのグルメ。それはず

ばり海鮮焼きジャージャー麺、韓定食、そして

コーヒーだ。何年もこの場所の名物の座を維

持してきたこの3つのメニューは、龍宮寺の近
くで必ず味わうべきだ。

東海線松亭駅（1番出口）
▶ 139番バス乗り換え

▶ 龍宮寺国立水産科学院下車

宗務所 : 051) 722-7744

yongkungsa.or.kr

haeundae.go.kr
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レッツランパーク釜山慶南 & 大渚生態公園

松島海水浴場

•松島海水浴場 西区松島海辺路100（岩南洞）
•松島雲の散策路 西区岩南洞129-4
•松島龍宮雲の橋 市西区岩南洞山193

•レッツランパーク釜山慶南 江西区駕洛大路929
•大渚生態公園 江西区大渚1洞2314-11

1

レッツランパーク釜山慶南

1

「馬のすべて」を学び体験できるレッツランパーク釜山慶南は、多様な体験ができる複合レジャ

松島海水浴場

松島海水浴場は大韓民国の海水浴場第1号で初の海上ケーブルカーがある場所だ。2017年6月21

ー空間。特に乗馬講習も受けることができ、忘れられない思い出をつくることができる場所だ。

日に29年ぶりに運行を再開し、今は西区のランドマークとして位置づいている。松島海岸プロムナ

ード、影島ヒンヨウル文化村、南港大橋など海の上から眺める風景は特別だ。友達、恋人、家族な
ど大切な人と松島海上ケーブルカーに乗ってみよう。ドキドキわくわくの思い出が作れるはず。

Information
「馬のすべて」を学び体験できるレッツランパ

Information

ーク釜山慶南は、多様な体験ができる複合レ
ジャー空間。特に乗馬講習も受けることがで

松島海上ケーブルカー

場所だ。

岩南公園までのべ1.62kmを透明なクリスタル

き、忘れられない思い出をつくることができる

松島海水浴場の東にある松林公園から西側の
キャビン13機を含む39のキャビンを運行して

都市鉄道2号線沙上駅で釜山金海軽電

いて、多様なテーマ施設を備えている。海の上

鉄に乗り換え

を飛んでいくしびれる経験を味わいたい人た

▶ 釜山金海軽電鉄掛法ルネシテ駅

ちにおすすめの場所。

▶ 1005番急行バス

▶ レッツランパーク正門停留所下車

都市鉄道1号線南浦駅（1番出口） ▶7、9-1、26、30、71番バス乗り換え ▶松島海水浴場下車

代表番号 : 1566-3333

松島海上ケーブルカー釜山エアクルーズ : 051) 247-9900

park.kra.co.kr/busan

2

大渚生態公園

2

松島雲の散策路

松島雲の散策路はコブッ島近隣に作られた

サッカー場と野球場、インラインスケート場など軽くスポーツを楽しむには大渚生態公園ほどの

国内最長の長さ365メートル、初の曲線型ス

場所はない。特に春の菜の花畑は済州島に引けを取らないほどの規模で一帯を黄色に染める。

カイウォークだ。歩いて展望台まで行くと、ま

その姿は壮大だ。

るで海の上に浮いているような高揚感を感じ
ることができる。

Information
釜山金海国際空港

▶釜山金海軽電鉄徳斗駅方面乗車

3

▶ 大渚駅から都市鉄道3号線に乗り換え

松島龍宮雲の橋

松島龍宮雲の橋は岩南公園から海を渡って小

▶ 江西区庁駅下車（5番出口）

さな無人島の東島の上部に繋がっている長さ

▶ 徒歩13分

127メートル、幅2メートルの橋で、海の上を歩

大渚生態公園管理事務所 :

く高揚感と奇岩絶壁の壮大な景観を楽しむこ

051) 971-6011

とができる。
- 15 -
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www.busanaircruise.co.kr

太宗台 & ヒンヨウル文化村

13

五六島 & 二妓台都市自然公園

•太宗台遊園地 影島区展望路 24
•ヒンヨウル文化村 影島区瀛仙洞4街1044-6

1

•五六島（オリュクド）
•二妓台都市自然公園

太宗台遊園地

1

14

南区五六道路137
南区二妓台公園路68（龍湖洞）

五六島スカイウォーク

影島海岸の最南端にある太宗台は、新羅時代に太宗武烈王がこの場所の麗しい海の絶景に惚

30メートル下に広がる荒く踊る波。透明なU字型の地面は、まるで空に浮かんでいる気分を感じさ

が、太宗台から眺める広大な海の絶景は、また違う感じがする。晴れの日には太宗台からは対

カイウォークに上るためには上靴は必須。上靴はスカイウォークの入口で無料で利用できる。

れ、頻繁に訪れていたことから太宗台と呼ばれるようになった。多くの海水浴場がある釜山だ

せてくれる。東海と南海を分ける分岐点でもあるこの場所は新しく注目されている観光地だ。ス

馬を見ることもできるかもしれない。

Information

Information

都市鉄道2号線慶星大・釜慶大駅
（3．5番出口）

タヌビ循環列車

太宗台の自然に恵まれた海岸景色を満喫した

▶ 24、27、131番バスに乗り換え

を歩くのが大変ならばタヌビ循環列車に乗っ

へパランキル観光案内所 : 051) 607-6395

▶ 五六島スカイウォーク停留所下車

いだが、1時間ほどの相当な傾斜の上がり道

南区施設管理事業所 : 051) 607-4937

てみよう。太宗台のあちこちにのりばがあるの

で、列車から途中下車してそれぞれのスポット
を楽しむことができる。
都市鉄道1号線南浦駅（6番出口）

▶8、30、66、88、186番バスに乗り換え ▶

太宗台下車、太宗台遊園地まで徒歩3分、展

2

望台まで徒歩約30分所要

広安大橋と海雲台を少し違った角度で眺められる場所。知る人ぞ知る隠れた眺望ポイントだ。

太宗台遊園地 : 051) 405-8745

特に夜には広安大橋とともに海雲台マリンシティ一帯の夜景を見ることができその姿が海外の

taejongdae.bisco.or.kr

2

二妓台都市自然公園

どの夜景にも劣らない。

Information

ヒンヨウル文化村

映画『海雲台』で俳優イ・ミンギとカン・イェ
ウォンが夜景を見てた場所『オウルマダン』が
この近くにあるから行ってみよう。

終戦後避難民が集まって暮らしながら作られた村

だ。華やかな景色を誇るこの場所に集まる家は「海」

都市鉄道2号線慶星大・釜慶大駅

と「傾斜地」という釜山を代表する２つの姿をすべて

（3、5番出口）▶ 20、22、27、39、131

満たしてくれる。

番バスに乗り換え ▶ 二妓台入口バス

停下車 ▶ 二妓台都市自然公園方面へ

都市鉄道1号線南浦駅（6番出口）

約1.8km（徒歩16分）

▶影島大橋停留場6508番（深夜）バスに乗り換え

▶釜山保健高等学校下車

▶ヒンヨウル文化村方面へ740ｍ移動

公園管理事務所 : 051) 607-6361

影島文化院 : 051) 419-4067
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www.ydculture.com
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甘川文化村

15

多大浦海水浴場 & 乙淑島
•多大浦 沙下区没雲台1キル14
•乙淑島 沙下区 下端洞

•沙下区甘内2路203

1

その他

甘川文化村

1

甘川文化村は韓国のマチュピチュと呼ばれる。階段状の住居形態に迷路のような路地。そして

多大浦海水浴場

多大浦海水浴場は広々としていて水深が浅いため、夏場の家族避暑地としておすすめできる。多

スタンプツアーは甘川文化村にまた来たくなる魅力のひとつだ。

大浦の空を赤く染める自慢の夕焼けも欠かせない。2015年に完成された多大浦海辺公園には
コウニ生態道、芝広場などがあるため散歩やピクニックなどに適している。

Information
多大浦夢の落照噴水

落照噴水と共にする様々な参加プログラムにリク

エストを送ってみよう。ホームページにてリクエスト
曲、夢の噴水メッセージ、プロポーズ、お祝いエピソ
ードなどコーナーごとの掲示板をご利用ください。

あなたの参加によって作り出される忘れられないイ
ベントが落照噴水を満喫させてくれる。ホームペー
ジにて会員登録後にご利用いただけます。

都市鉄道1号線多大浦海水浴場（没雲台）
駅4番出口▶徒歩3分

落照噴水管理棟 : 051) 220-5891〜5

saha.go.kr

Information
お土産店とカフェ

直接作成したフレーズの入った手作りブレスレ

ット村のてっぺんにあるカフェで楽しむ一杯の

コーヒーとのどかな風景。韓紙工芸、手鏡、サ
バの形のミニクッションなど「釜山」と「甘川」
を表現した様々なお土産品に出会える。

2

乙淑島渡り鳥飛来地

教科書で見た場所が実際に目の前に広がっていたら？ 乙淑島は洛東江河口に形成された三角
州を見られる場所。近くの洛東江河口エコセンターはガラス張り構造で赤い夕陽とともに渡り

鳥の羽ばたきを見るのにぴったり。広い駐車場、静かでゆったりと見学できる内部施設はきっと
あなたも気に入るはず。月曜日は休業日。参考にしよう。
洛東江河口エコセンター : 051)209-2000

都市鉄道1号線土城駅（6番出口）

▶沙下区1-1、西区2、2-2マウルバス乗り換え

▶カムジョン小学校下車

甘川文化村案内センター : 051) 204-1444

gamcheon.or.kr

出所-大韓民国歴史博物館現代史アーカイブ
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免税店・ショッピングモール・夜市

ここでThings to go

釜山ショッピングプレイス

ロッテ免税店／新世界免税店/金海空港免税店

観光客のための小さなショッピング天国、免税店。ロッテと新世界が運営している免税店のほかに金海

空港内にも免税店がある。各免税店で購入した物は空港または港湾で出国審査の後、受け取ることが
できる。

ロッテ免税店 住所 釜山鎮区伽倻大路772 ロッテデパート釜山店8階 お問い合わせ 051) 810-3880

アウトレット・デパート

新世界釜山サイモンプレミアムアウトレット

新世界免税店 住所 海雲台区センタム4路15 新世界センタムシティモールB1/1F お問い合わせ 1588-1234
金海空港免税店 住所 江西区空港進入路108 お問い合わせ 051) 970-2701
ロッテ免税店金海空港店 お問い合わせ 051) 979-1900

アルマーニ、マークジェイコブスなど海外ブランドをはじ

DUFRY THOMASJULIE免税店 金海国際空港国際線店 お問い合わせ 1899-3819

ンドまで約180あまりの厳選ブランドが立ち並ぶ。キャリ

釜山免税店釜山港店 お問い合わせ 051) 460-0900

めKUHO（クホ）、OBZEE（オブジェ）など韓国国内ブラ

ー商品を取り扱っているアウトレットだが、雰囲気はまさ

釜山免税店龍頭山店 お問い合わせ 051) 460-1900

に高級ショッピングモール。平日は20時まで、週末およ
び祝日21時まで運営されている。
住所 機張郡長安邑鼎冠路1133
お問い合わせ 1644-4001

ロッテプレミアムアウトレット東釜山店

アウトレットをはじめショッピングと文化のどちらをも満
たす空間。2014年にオープンしたロッテプレミアムアウト
レットは、ロマンの都サントリーニ島をモチーフにした複
合ショッピングモールだ。ショッピングモールの他にも

西面地下商店街

西面地下商店街は約570あまりの店舗数を有する釜山
を代表する地下ショッピングモールだ。レディースファッ
ション、コスメ、アクセサリーなど20代から30代の若い
層を狙ったシーズンアイテムを購入することができ、毎月
第一火曜日は地下商店街全体が休業なので参考にしよ
う。
住所 釜山鎮区中央大路786 西面地下商店街

噴水広場、灯台展望台、バラ園などギリシャの雰囲気を

IKEA東釜山店

漂わせるインテリアで特別なロマンを届けてくれる。

IKEA東釜山店は、スウェーデンに本社を持つ世界最大
の家具、雑貨、日用品販売店だ。地下1階から地上4階建
てのこの建物は、月曜日から日曜日まで（休日含む）10
時から22時まで運営されている。すぐ隣のロッテモール
東釜山店とともにショッピングしてみよう。

住所 機張邑機張海岸路147
お問い合わせ 1577-0001

新世界デパートセンタムシティ店／ロッテデパート／現代デパート釜山店

住所 機張郡機張邑東釜山観光路3路17
お問い合わせ 1670-4532

新世界デパート 世界最大のデパートとして2009年にギネスブックに認定された。ショッピングセ
ンターのほかにスパランド、アイスリンク、スカイパーク、CGVシネマなど楽しめる多様な施設が入
っている。

お問い合わせ 1588-1234

ロッテデパート 釜山市内に4つの支店を持つロッテデパート。センタムシティ内に真っ先にショッ
ピング施設を設けたセンタムシティ店をはじめ、釜山本店、東莱店、光復店を運営している。デパ
ートではロッテシネマの利用もできる。
現代デパート

お問い合わせ 1577-0001

釜山唯一の現代デパートは東区凡一路にある。9階建てでベビー休憩室、カフェ

をはじめ顧客に便利な施設が整っている。

お問い合わせ 051) 667-2233
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富平カントン夜市

国内で初めて伝統市場の文化観光型夜市が作られた富
平洞カントン市場。この場所は18時から24時まで年中無
休で灯りをともし夜に人々を迎えてくれる。韓国の食べ
物はもちろん、トルコ、フィリピンなど周辺国の伝統グル
メも味わえるこの場所は365日食欲を刺激してくれる。
住所 中区富平1キル48

お問い合わせ 051) 243-1128
- 22 -

コース案内

海とともに旅する釜山

魅惑のクルーズ旅行を満喫しよう

•釜山港ワンナイトクルーズ（1泊2日） 釜山沿岸および夜景鑑賞、花火ショーおよびイベント、パフォーマンス

主な運航ルート：釜山港国際旅客ターミナル＞チョド（朝島）＞太宗台＞五六島＞冬柏島＞広安里（広安大橋）＞
海雲台＞釜山港国際旅客ターミナル

運航時間：毎週土曜日（17:00出航）/ 利用料金：最低13万ウォン～最大35万ウォン（客室のランクにより異なる）

•大韓海峡ワンナイトクルーズ（1泊2日） 大韓海峡を渡り対馬近く（比田勝）の眺望可能、免税ショッピング、船内
イベント、毎月第三土曜日運航（15:00出航）

•チャータークルーズ（日程相談）クルーズ貸し切りサービス

The bay101ヨットクラブ

※利用料金など詳細は電話にてお問合せください

海雲台区冬柏路52

The bay101ヨットクラブは46フィートの大型カタマランヨット（双胴船）をはじめ超高速ジェットボート、スピー
ドボート、ジェットスキーなど国内一のマリンレジャー設備が備わった高品格のパブリックマリーナ施設だ。
T. 051) 726-8855
H. http://www.thebay101yacht.com
•都市鉄道2号線冬柏路駅（1番出口）▶ 冬柏交差点方面 ▶ The bay101約285ｍ（徒歩5分）

コース案内

•パブリックツアー （運航時間約60分）
デイクルーズ）12:00,14:00,16:00,18:00 ナイトクルーズ）19:00,20:00,21:00,22:00（週末）
•プライベートツアー （運航時間約60分）
10時から22時まで好きな時間に出航可能
週末：金土日、祝日ほか

船着場を出発して太宗台一周、韓国海洋大学があるチョド（朝島）を往復するコースで所要時間は約40分。
季節ごとに太宗台を訪れる渡り鳥と茫々と広がる大海原を遊覧船の上から満喫できる。
T. 051) 405-3989

H. taejongdae.bisco.or.kr

•都市鉄道1号線南浦駅（6番出口）▶ 8、30、6、88番バスに乗り換え ▶ 太宗台停留所下車 ▶ 		
太宗台遊園地方面

コース案内

船着場＞朝島＞太宗台会場＞船着場

1．甘地ビーチ船着場(Tel. 051)405-3989)

船着場＞朝島＞太宗台会場＞船着場

3．テウォンチャガルマダン船着場(Tel. 051)403-9098) 船着場＞朝島＞太宗台会場＞船着場
4．灯台チャガルマダン船着場(Tel. 051)405-3434)

海雲台区佑洞1439

釜山の海の絶景をひとめに見られるマリンツアー遊覧船ティファニー21号。ツアー以外にも船上会議、ワーク
ショップ、船上ウェディング、お祝いパーティーなど各種宴会や記念パーティーが楽しめるイベント空間として
利用することでスペシャルな時間を過ごせます。
H. haeundaecruise.com

•都市鉄道2号線冬柏路駅（1番出口）▶ 400ｍ直進 ▶ 冬柏交差点右折 ▶ 200ｍ直進
デイクルーズ（70分）

ナイトクルーズ（60分）

ティファニー21号船着場＞冬柏島
五六島＞二岐台＞広安大橋＞冬柏島＞船着場

ティファニー21号船着場＞冬柏島
海雲台＞広安大橋＞広安里＞冬柏島＞船着場

•運航時間（13:30／15:30）

・運航時間（19:30／21:00）

パンスタークルーズ
中区中央洞4街15-3

釜山の沿岸と幻想的な夜景を眺望でき、夜空を彩る数千発の船上花火ショーと多様なイベント、パフォーマ
ンスを楽しむことができる。また、大韓海峡の国境を見ながら国際クルーズの特権である免税ショッピング、
多様な船内イベントまで楽しさ二倍の超スペシャルクルーズの旅をお届けします。
T. 1577-9996

東三洞太宗台遊園地内

2．コンポエチプ船着場(Tel. 051)405-2900)

ティファニー21号

T. 051) 743-2500

太宗台観光遊覧船

H. www.panstarcruise.com

•都市鉄道1号線中央洞駅14番出口－循環バス利用
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船着場＞朝島＞太宗台会場＞船着場

チャガルチクルーズ
中区チャガルチ海岸路60

ロマンと思い出のチャガルチクルーズ！昼は素敵な釜山の海の絶景を、夕方は夕焼け色に染まる釜山の海を
見ることができる。釜山チャガルチクルーズとともに釜山を楽しもう！
T. 051) 241-0909

H. jagalchi-cruise.com

コース案内

チャガルチ市場＞松島（岩南公園）＞太宗台＞チャガルチ市場 約90分

洛東江生態探訪船

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（4月〜10月運営）
華明船着場：北区徳川洞江辺大路 華明生態公園内（11月〜3月運営）

乙淑島を出発し華明を通って梁山勿禁に戻ってくるコース。『洛東江エコ号』という名前でも呼ばれている。
美しい自然景観を眺めながら自然の中に同化されてみてはどうだろう。
T. 051) 294-2135

H. bto.or.kr/eco
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コース案内

•［4月〜10月］水・木曜日 出発時間9:30,10:30,13:30,16:00,17:00

運航区間［乙淑島 ―日雄島（30分）/ 乙淑島 ― 大東 (2時間)］

•［4月〜10月］金・土曜日 出発時間9:30,10:30,13:00,14:10,15:00

運航区間［乙淑島－日雄島（30分）/ 乙淑島－大東 (2時間)／乙淑島－勿禁（4時間）］

•［4月〜10月］日曜日 出発時間 9:30,10:30,14:30,17:00

運航区間［乙淑島 ―日雄島（30分）/ 乙淑島 ― 大東 (2時間)］

•［11月〜3月］火～日曜日 出発時間9:20,10:20,11:20,14:00,16:00
運航区間［華明 ― 勿禁（1時間20分～40分）］

※毎週月曜日は休航です。※事前に電話にて確認の上ご利用ください。

ヨットタルレ

海雲台区海雲台海辺路84水営湾ヨット競技場本館102号

国内初のヨット貸し切りサービスヨットステイ！海の上の豪華ヨットを貸し切って家族、友達、恋人との特別な
思い出を作ろう。ファミリー、デラックスなど多様なヨットを選ぶことができます。
T. 1599-1789

H. www.yachttale.com

•都市鉄道2号線冬柏駅（3番出口）▶ 450ｍ直進 ▶ スンダン交差点左折 ▶ 300ｍ直進

コース案内

•[ パブリックヨットツアー ] 水営湾ヨット競技場 ▶ マリンシティ ▶ 冬柏島 ▶ The bay101 ▶
海雲台海水浴場 ▶ 広安大橋 ▶ 広安里海岸線 ▶ 水営湾ヨット競技場

運航時間 デイクルーズ12:00.14:00.16:00 / ナイトクルーズ18:00,19:00,20:00（週末）

•[ プライベートヨットツアー ] 水営湾ヨット競技場 ▶ マリンシティ ▶ 冬柏島 ▶ 海雲台海水浴場
広安大橋 ▶ 広安里海岸線 ▶ The bay101 ▶ 水営湾ヨット競技場

運航時間 デイクルーズ 朝10時〜午後4時出発 /ナイトクルーズ 午後5時〜午後9時出発

※ ご希望の時間とコースの選択が可能です。詳細は電話にてお問い合わせください。

海雲台遊覧船

海雲台区タルマジギル62番キル33-1

平日は美しい海の絶景をひとめに眺めながら五六島海上観光を楽しめ、夜は広安大橋のきらびやかな夜景を
見ながら広安里の海をツアーできる。
T. 051) 742-2525

※ 身分証持参必須

•都市鉄道2号線中洞駅（7番出口）▶ 600ｍ直進 ▶ 尾浦交差点から海雲台遊覧船方面へ右折 ▶ 		
200ｍ直進

コース案内

• 五六島海上観光昼コース（70分）

海雲台尾浦（船着場）＞ 冬柏島＞広安大橋＞

• 広安大橋夜景観光ナイトコース（50分）

海雲台尾浦（船着場）＞ 冬柏島（ヌリマル）＞

二岐台＞五六島＞船着場

広安大橋＞広安里海水浴場＞船着場

運行時間 朝10時〜日没まで

運行時間 日没～夜9時まで

※ その他詳細事項は電話にてお問い合わせください
※ 上記運航スケジュールおよび料金は変動することがあるため、詳しくは該当船会社にお問い合わせください。
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宿泊施設
案内
地域番号

5つ星

ヒルトン釜山
ロッテホテル釜山
パラダイスホテル釜山

4つ星

アスティホテル釜山
コモドホテル

3つ星

tt HOTEL
フェアフィールド・バイ・マリオット釜山
ベニキアホテルマリアンヌ
ベニキアホテル海雲台
釜山ビジネスホテル
イビスアンバサダー釜山シティセンター
ホテル アクアパレス

2つ星

ベストルイスハミルトンホテル広安
ブラウンドットホテル下端店
東釜山観光ホテル
HOTEL SOCIETY 海雲台
釜山シンシンホテル
キャッスルビーチホテル
オーシャン2ヘブン
東横イン西面
ホテル1
ホテルフォーレ釜山駅
NO.25ホテル大庁店
ブラウンドットホテル松亭
オーラホテル
プライム観光ホテル
ダイアモンドホテル
トリニティホテル
イビスバジェットアンバサダー釜山海雲台
サウスバンデコホテル
サントリーホテル
ホテルラオン

1つ星

プレミアムV
2ヘブンホテル
UN松島ホテル
松島ビーチホテル
3・6・9観光ホテル
ユートピアホテル
ホテルG&G

509-1111
810-1000
742-2121

ホテル農心
グランド朝鮮釜山
パークハイアット釜山

550-2100
749-7000
990-1234

409-8888
466-9101

新羅ステイ海雲台

912-9000

808-5514
749-7777
606-0600
760-7000
808-2000
930-1100
790-2300

ホテル フォーレ・プレミア海雲台
ホテル パラゴン
ホメルスホテル
スタンフォード・イン釜山
釜山観光ホテル
イルアホテル
タワーヒルホテル

743-2853
328-2001
750-8000
795-7700
241-4301
744-1331
250-6100

760-0808
201-3994
727-9991
744-0303
816-4479
757-2500
761-3001
638-1045
759-1011
463-6171
464-8532
702-0090
704-0001
465-4011
867-1100
819-8231
901-1100
815-5252
742-0021
714-0003

エアスカイホテル
広場ホテル
インダストリーホテル
ホテル ロンドナー広安
東横イン釜山駅1号店
ザ・キングホテル
ラメルホテル
ベイハウンドホテル
東横イン釜山2号店
ザポイントホテル広安里
ドンビーチホテル
ベストインシティホテル
ノアホテル
リベロホテル
JBデザインホテル
G&G観光ホテル
釜山ビーチ観光ホテル
シアトルBホテル
東横イン釜山海雲台2号店
Hアベニューホテル広安里ビーチ

971-0093
464-3141
710-9309
755-0055
466-1045
752-1999
634-3001
413-1114
442-1045
929-8600
752-3210
464-8883
710-6777
740-2111
750-9000
626-7723
231-0750
852-7685
741-1045
751-2266

752-6564
757-7661
242-6635
254-2000
701-7601
757-2301
513-9123

Hアベニュー広安里
スターホテル
ブラウンドット広安ビーチ
ライオンホテル
ラスベガス観光ホテル
ブラウンドットホテル鼎冠
イデア観光ホテル

753-1340
761-1800
753-3288
808-3593
206-0472
728-8100
611-6643

