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釜山四大グルメ
釜山の有名なベーカリー, 有名なチキン屋
釜山の有名なフェッチプ(刺身屋), デザートカフェ
釜山観光案内所, 釜山ワン・アジア・フェスティバル

· 写真提供 :

釜山オンニ(www.facebook.com/bssister)

※ シクシンは、
ユーザー250万人のレビューを集めたビッグデータと1億2000万件の訪問データをもとに、国内および海外のグルメ情報を提供する
スマートフォン向けアプリケーションです。

Area1

海雲台,
機張

錦繍ポックッ クムスポック / 금수복국
人気メニュー | ふぐちり 10,000～35,000ウォン /
ふぐ刺し(小) 60,000ウォン

人気メニュー | タラ鍋 10,000ウォン / アルマリ 6,000ウォン
海雲台区タルマジギル62番ギル28

海雲台区中洞1路43番ギル23
    051-742-3600  

胃がスッキリするタラ鍋
ソクシウォナンテグタン / 속씨원한대구탕

    051-744-0238  

24時間営業

松亭屋

ソンジョンチッ / 송정집

人気メニュー | 生のり巻き 2,800ウォン / 蒸し餃子 4,000ウォン /
スジキムチチゲそうめん 5,000ウォン
海雲台区松亭広魚ゴル路59

24時間営業

    051-704-0577

11:50 – 20:30

46年の伝統があり、土

代表メニューは引き締ま

自家製の素麺と自家精米し

鍋 入りふぐスープ の 元

ったたらの身とさっぱりし

たご飯で有名な食事処。牛ス

祖でもあるふぐ料理専

た汁味が最高のたら鍋。
ち

ジの出汁で煮込んだ豚肉入り

門店。おかずや醤油・味

り鍋はさっぱりしていて美

キムチチゲに麺が入っている

噌類、キムチ、合わせ調

味。24時間営業で、酔い覚

スジキムチチゲ素麺は、辛い

味料など、すべて自家製

ましのために来店する人

手 作りな ので 安 心して

も多い。

のり巻きと一緒に食べても美味しい。

麺食家 ミョンシッカ / 면식가

ウォンサンセンゴギ

人気メニュー | 海鮮ちゃんぽん 7,000ウォン /

人気メニュー | キムチチゲ 大 40,000ウォン /

のに後味がすっきりしている。

食べられる。

海雲台評判の雌牛カルビ屋
ヘウンデソムンナンアムソカルビチッ / 해운대 소문난 암소갈비집
人気メニュー | 味付けカルビ 32,000ウォン /

サムギョプサル鉄板焼きそば 8,000ウォン /

生カルビ 38,000ウォン / プルコギ 28,000ウォン
海雲台区中洞2路10番ギル32-10
    051-746-0033  

プルコギ鉄板飯 7,000ウォン
海雲台区タルマジキル193

11:00 – 22:00

   051-747-4611  

トゥルチギ 大 40,000ウォン
海雲台区海雲台路608番キル36 
   051-731-0683  

10:00 – 04:00

11:30 – 21:30

釜山海雲台に位置する人気店。入るとすぐ見えるオープン

韓国の伝統家屋を改造

海雲台タルマジコ

キッチンは、清潔さに対する自信とこだわりが感じられる。

した店で、個室があり、ゆ

ゲにある人気の店。

っくりと寛ぎながら食事

店 の 外まで 行 列

代表メニューには、

ができる。雌牛カルビを

ができるほどの人

さまざまな魚介のダ

専門としており、韓牛カ

気で、待ってる間

シがきいた深みがあ

ルビの炭火焼きが代表

に自 分 で 焼 いて

ってさっぱりとした

的な人気メニュー。食後

食べることのでき

スープと、生 麺 のも

る目玉焼きも目を

はジャガイモで作った麺

원산생고기

ちもち感が自慢の「海鮮ちゃんぽん」、炭の香りとタレがよ

をスープでゆでて食べるのがオツ。予約は6人から可能。

引く。新鮮さが自

く染み込んだ分厚くて柔らかい豚バラ肉と麺、野菜がよく

ラストオーダーは午後9時まで。

慢の生肉とコクと旨みが絶品の「キムチチゲ」、辛さがクセ

合う
「サムギョプサル鉄板焼きそば」などがある。テイクア

になる
「トゥルチギ(辛味焼肉)」が代表メニュー。

ウトも可能。
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Area2

南川,
広安,
慶星大学

タリチッ 다리집

釜山彦陽プルコギ

草原ポックッ大淵洞本店

人気メニュー | トッポッキ 1人分 2,600ウォン /

プサンオニャンプルコギ / 부산 언양불고기

チョウオンポック テヨンドン ポンジョム / 초원복국(대연본점)

人気メニュー | プルコギ 27,000ウォン

人気メニュー | ふぐちり、ふぐの辛味スープ シロサバフグ 11,000ウォン /

イカの天ぷら 3個 3,000ウォン
水営区水営路464番ギル7
   051-625-0130  

シマフグ 18,000ウォン

水営区南川パダ路33番ギル8

12:00 – 22:00 旧正月・秋夕休業

   051-754-1004  

南区荒嶺大路492番ギル30

11:00 – 22:00

    051-628-3935

09:00 – 21:30

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
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

一般的なプルコギと違って汁気がなく、炭火で焼いて食

ッキとイカの天ぷらが代表的な人気メニュー。モチモチ

べる。 肉を食べた後に出されるキムチ鍋もぜひ味わって

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

ほしい。

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。

んでいる。

中身の詰まったホルモン鍋

おばあちゃんのシジミスープ

大闕サンバッ テグォルサンバッ / 대궐쌈밥

アルチョンスンデコプチャンチョンゴル / 알천순대곱창전골

ハルメチェチョックッ / 할매재첩국

人気メニュー | 大闕サンバッ 9,000ウォン

人気メニュー | ホルモン鍋 1人分11,000ウォン

人気メニュー | シジミ定食 8,000ウォン /
シジミスープ 11,000ウォン

南区龍沼路7番ギル88
    051-612-5952  

水営区広南路142番ギル8
   051-754-6160  

11:30 – 22:00

水営区広南路120番ギル8

11:00 – 21:50

    051-751-7658  

24時間営業

自家製なのでスンデの
味がとてもまろやか。ス

1950年から現在ま

ンデとホルモンがたっぷ

で続いているシジミ

り入ったスンデ鍋は、エ

スープの老舗。 シジ

ゴマの粉を入れるとさら

ミから出汁をとった

に香ばしく美味しさが引

白っぽいスープに小

き立つ。

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。

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。

8 みいつけた釜山グルメ
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Area3

西面,
楊亭,
門峴

わさび刺身屋

ワサビフェッチプ / 와사비꼬막정식

人気メニュー | ハイガイ定食 1人分14,000ウォン
南区子城路148
   051-643-7972  

馬山コプチャン

マサンコプチャン / 마산곱창

人気メニュー | コプチャンチョンゴル 9,000ウォン
釜山鎮区新川大路290

11:30 – 20:40 (休憩時間 15:30 ~ 17:00)

    051-804-7416  

ファジョン素麺

ファジョンクッス / 화전국수

人気メニュー | 温かい素麺 2,000ウォン / 牛肉クッパ 3,000ウォン
釜山鎮区中央大路702番ギル27-4

15:00 – 24:00 第1・3日曜休業

   051-806-2259  

11:00 – 21:30 第1・3日曜休業

コプチャンチョンゴルで有名

一食2,000ウォン(約

な釜山釜岩洞の市民公園の近

200円)で済むという

くにあるマサンコプチャンは、

美味しい素麺が食べ

番号札を持って待つ人でいつ

られる店。程よい味に

も賑わう有名店。代表メニュー

熟成したカクテギ(大

の「コプチャンチョンゴル」は、

根の角切りキムチ)と

ちょうどいい辛さで濃厚な味わい。たっぷり使われた歯ご

白菜キムチは素麺に

たえのあるコプチャンが絶品。

よく合い、美味しさを

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

引き立てる。

り、筏橋ハイガイ定食の専門店に変更した。 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

オステリア・ブブ・セコンド

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

오스테리아부부 세콘도

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

人気メニュー | 湿式熟成の韓牛ヒレステーキ 35,000ウォン /

利用できるので気兼ねなく行ける。

パスタコース(ランチ) 15,000ウォン /
ステーキコース(ランチ) 35,000ウォン
釜山鎮区伽倻大路784番ギル46-6

急行荘

クッペンジャン / 급행장

   051-819-6190  

11:30~24:00 / 日曜11:30~22:00 (休憩時間 月~土曜 15:00 ~16:30)

桃山

モモヤマ / 모모야마

人気メニュー | らくてんコース 182,000ウォン /
桃山コース 230,000ウォン
釜山鎮区伽倻大路772 43階
   051-810-6360  

人気メニュー | スペシャル韓牛盛り合わせ 32,000ウォン /

12:00 – 22:00 (休憩時間 15:00 - 18:00)

韓牛ロース 27,000ウォン
釜山鎮区西面文化路4
    051-809-2100  

10:30 – 22:00

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。

10 みいつけた釜山グルメ

西面にあるロッテ百貨店釜山本店の裏にあるオステリア・
ブブ・セコンド。
ワイングラスとワインが 店内を埋め尽くす
落ち着いた雰囲気のお洒落な店。本格的なイタリアンとお

西面にあるロッテホテル釜山の43階に店を構える日本食

いしいワインが楽しめるだけあって、
デートコースとして人

レストラン。43階からの景色と本格的な懐石料理が楽しめ

気のスポット。人気メニューには牛肉、豚肉、鶏肉の挽き肉

る。高級ホテルのお店にしてはリーズナブルにおいしい寿

をトマトソースで煮込んだボロネーゼソースの入った「プ

司を味わうことができる。
スタッフが親切なことでも定評が

ッチア」などがある。

ある。
スカイバーは深夜1時まで営業。
西面 & 楊亭 & 門峴 11

Area4

東莱,
温泉場

三代テジ(豚)プルコギ

トンウン飯店

サムデプルゴギ / 삼대돼지불고기

人気メニュー | ちゃんぽん 6,000ウォン / / 酢豚(小) 10,000ウォン

人気メニュー | 豚カルビ 9,000ウォン / 味付け豚焼き 9,000ウォン
東莱区社稷北路28番ギル197
051-505-0388  

トンウンパンジョム / 동운반점

12:00 – 22:00 第1月曜休業

東莱区忠烈大路181番ギル47-5 

051-553-0948

12:00 – 22:00 第1月曜休業

11:00 - 02:00

店内に「料理に真心を

韓国産の豚を使用してい

込めよう。人の口に入る

る豚カルビの煮込みと、韓牛

ものをいい加減に扱っ

カルビの煮込みが代表メニ

てはならない」
と書かれ

ュー。 ソースが真っ赤で辛い

ているのが印象的。 豚

ヤンプニカルビチム(真鍮製

カルビのタレには熟成

の大きな器に入ったカルビ

させた山野草を使って

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。

べる。

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

ソムンナン注文津マッククス

人気メニューがある。

ソムンナンチュムンジンマッククス / 소문난 주문진 막국수
人気メニュー | マッククス 6,500ウォン / ピビムマッククス 7,000ウォン

올리브장작

人気メニュー | ランチコースA･B 16,000ウォン /
カルボナーラ 12,900ウォン /
ゴルゴンゾーラ 15,300ウォン
東莱区温泉川路137
051-552-3773  

込み料理で、辛さの程度が選

ちゃんぽんの味を生かしたスープと、手打ち麺がよく合。

みを出している。人工調

オリーブジャンジャク

の煮込み)は、汁気のない煮

釜山の三大ちゃんぽんの店のひとつ。刺激を抑えながら

いて、梨の天然果汁で甘

東莱区社稷路58番キル8

元祖チョバンナクチ
ウォンジョチョバンナクチ / 원조조방낙지

051-501-7856

10:30 - 22:00

人気メニュー | ナクチ炒め 8,000ウォン
東莱区明倫洞94番キル37

11:00 - 23:00

051-555-7763

10:00 - 22:00

ホームメイドにこだ

東莱区役所の近く

わるピザ専門店。店

に位置する元祖チョ

内はオープンキッチ

バンナクチは、地元

ンになっていて、厳

市民から愛されてい

選された食材を使っ

るだけでなく、ペク

社稷洞で1991年から続いているマッククス(韓国風蕎麦)

て各種ピザを作る様

チョンウォンという

専門店。
メニューには、マッククス、ピビムマッククス(ビビ

人気グルメ番組で、

ン蕎麦)、
カルグクス(手打ち麺)、
トックク(餅汁)、
スユク(ゆで

子を見ることができる。自然乾燥させたハムやオリーブオ

12 みいつけた釜山グルメ

ヤンプニカルビチム / 양푼이갈비찜
人気メニュー | 豚カルビの煮込み 10,000ウォン

東莱区温泉場路119番ギル48
051-556-9135

ヤンプニカルビ蒸し

イル、各種ハーブを使い、健康的な食事として負担なく楽し

三大天王テナガダコ編でも紹介された有名店。熟成ソース

肉)などがある。
さっぱりとしたスープに香ばしいごま、海苔

める。代表メニューには、きのこ、ベーコン、新鮮なルコラ

にテナガダコと各種野菜を煮込んだスープを加えて煮込

を交ぜた「マッククス」
と、辛いソースを混ぜる
「ピビムマッ

がたっぷり使われた「ルコラピザ」
、
ゴルゴンゾーラ、パルミ

む鍋が代表メニューで、大きな器に盛られたご飯とナクチ

ククス」が代表メニュー。韓方の香りがほのかに漂うスユク

ジャーノ、モッツアレラ、
ブラチーズと４種類のチーズのハ

を混ぜていただいく。
ソースが残ったら麺を追加するとま

も有名で、
カジャミシッケ(カレイの塩辛)と一緒に食べると

ーモニーが楽しめる
「クアトロホルマジオ」がある。

た違った味わいを楽しめる。

一層美味。
カジャミシッケはリピールできる。
東莱 & 温泉場 13

Area5

金井山城,
梵魚寺,
釜山大学

パクタルチプ

亀浦村ククス

박달집

人気メニュー | パクタルジプコース 43,000ウォン

大盛 4,500ウォン / 特盛 5,000ウォン

金井区金セム路377
051-515-9879  

クッポチョンククス / 구포촌국수

人気メニュー | 亀浦村ククス 並 4,000ウォン /
金井区南山路35

09:30 - 21:00

051-515-1751  

カパドキア

카파도키아

人気メニュー | ランチセット 9,500ウォン / チキンケバブ 9,500ウォン
金井区琴端路123-9
051-515-5981  

11:30 - 20:30

10:30 - 19:00

金井区に位置するパクタ
ルジプは、1920年代に1
代目のパク・ヨスクさんが
「ソンチョングァン」とい
う名前でケジャンククを
売ったのが始まりで、現
在は4代目のイム・スンベ
ク氏が伝統を受け継いでいる補身湯専門店。パクタルジプ
はファング(毛の黄色い犬)にこだわり、金井山地下200ｍの
岩盤水を使ったスープを365日24時間、一日も絶やすことな
く煮込むという真の補身湯が味わえる店。
最近では犬肉に抵
抗のある人のために牛肉を使った補身湯も提供している。

テギルコチュプルコギ

대길고추불고기

人気メニュー | コチュジャンプルコギ 4,000ウォン

釜山イスラム聖院付近のトルコ料理店。
トルコ人のオー
亀浦村ククスは、南山洞で30年の歴史を誇るククス(素麺)

ナーシェフが営んでいる。お馴染みのピタパンやケバブ

専門店。濃厚なカタクチイワシのスープが自慢の地元民御

はもちろん、韓国では滅多に食べることのできないメニュ

用達のお店で、昼時は行列ができるほど。
ククスを注文する

ーに至るまで様々なトルコ料理が味わえる。
トルコ式の牛

とヤカンでカタクチイワシのスープが出てくる。
ククスにス

肉スープ「ダナ・クウェチェ」が人気メニューで、
トルコ式の

ープを注ぎ、好みで唐辛子を入れると更にピリッとした味

デザートも見逃せない。美味しい料理と普段は経験でき

わいが楽しめる。

ない異国の雰囲気が味わえる。

金井区長箭路47
  051-516-4707  

10:00 - 22:30

久瑞チュクミ
美味堂 長箭洞

ウマイド / 우마이도 장전동

人気メニュー | 特製つけ麺 8,000ウォン / 餃子 2,500ウォン
金井区釜山大学路63番ギル9

051-514-8785  

クソチュクミ / 구서쭈꾸미

人気メニュー | ウェルビーイングチュクミ 11,000ウォン／
トルソッチュクミ定食(ランチ) 7,500ウォン
金井区中央大路1841番ギル39 ヨンジンシティテル
051-517-1555  

11:30 – 23:00 旧正月、秋夕当日と翌日休業

11:00 – 22:00(休憩時間 14:30 - 16:30)

久瑞駅の近くにあるチュ
日本のやまとラーメン
釜山大学前にある4,000ウォンというリーズナブルな値段
で有名なコチュジャンプルコギ(辛味焼肉)専門店。
「コチュ
ジャンプルコギ」は、唐辛子味噌で味付けした豚肉を炭火
で素焼きし、キャベツなどの野菜を加えてフライパンで炒
めて食べる料理。甘辛い味付けの豚肉は食事でも、酒の肴
としてもいける。
14 みいつけた釜山グルメ

クミ(イイダコ)料理の人気

の製麺機械を輸入し、

店。
リーズナブルな値段で

店で直接作っている。

ありながら、新鮮なイイダ

チャーシューは別料金

コをたっぷり味わうことが

で追加でき、冷めたチ

できる。辛いソースにニラ

ャーシューはラーメン

と豆付きもやしをたっぷり

のスープに浸して食べ

入れ、ぷりぷりのイイダコの味を更に引き立て、
その味は癖

ると美味しい。

になるほどだ。
残ったソースで炒める鉄板飯も欠かせない。
金井山城 & 梵魚寺 & 釜山大学 15

Area6

光復,
南浦,
中央

イガネトッポッキ

이가네떡볶이

人気メニュー | トッポッキ 1人分3,000ウォン /
天ぷら 1人分3,000ウォン /
アメリカンドッグ 1,000ウォン
中区富平1ギル40

元祖ピビムタンミョン

18番ワンタン

ウォンジョビビンタンミョン / 원조비빔당면

人気メニュー | ワンタン 6,500ウォン / そば 6,500ウォン

人気メニュー | ピビムタンミョン 4,500ウォン /
油揚げチョンゴル 4,000ウォン

シッパルボンワンタン / 18번완당집

中区BIFF広場路31
051-245-0018  

10:30 – 21:30 (旧正月、秋夕当日は 12:00 - 21:30)

中区富平１キル66-8

051-245-0413(注文電話)  

11:00 –20:00 毎週日曜休業

051-254-4240  

BIFF広場に位置する

10:30 - 20:30

18番ワンタンは、60年

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

富平洞の市場で60

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

の伝統を誇る老舗。代

年以上も続いている

した経歴がある。手作り

表メニューは薄く柔ら

ピビムタンミョン専

の自然派コチュジャン(

かい皮とさっぱりとし

門店。
代表メニューの

唐辛子味噌)で、口当たり

たスープが絶品のワ

「ピビムタンミョン」

ンタン。好みでうどん

が良くすっきりしたソー

は、
「タンミョン」
とい

スが自慢。釜で湯煎し、

うサツマイモのでん

もうひとつの人気メニューである牛肉と卵がたっぷり載っ
た牛丼も美味。

や麺の追加もできる。

水を使わず大根から出

ぷ んで 作られ た 麺

てくる汁を使ってトッポ

に、千切りにしたオムク(揚げかまぼこ)とたくわん、湯通しし

ッキを作ることで有名。

たニラを加え、辛いソースを混ぜて食べるもので、シンプ
ルだが甘辛い独特のソースが食欲をそそる。
カタクチイワ

ペックァヤンコプチャン

シのダシがきいた大根が特に美味しい油揚げ巾着も人気

ペックファヤンコプチャン / 백화양곱창(남포점)

のメニュー。

チュクミ焼き 12,000ウォン /

チャーハン 2人分12,000ウォン

051-245-0105  

12:00 – 22:00 第1・3日曜休業

뚱보집

人気メニュー | ポッサム大 17,000ウォン /

人気メニュー | ヤンコプチャン(味付け、塩)300g 25,000ウォン /
中区チャガルチ路23番ギル6

トゥンボジプ

イジェモピザ

이재모피자

人気メニュー | イジェモチーズクラストピザ(M) 22,000ウォン /
ポテトピザ(M) 18,000ウォン
中区光復中央路31
051-245-1478  

11:00 – 22:00 日曜休業

豆付きもやしご飯 3,000ウォン
中区中央大路41番キル3
051-246-7466  

11:30 – 22:50 第4月曜休業

中央洞に位置するポ
ッサム専門店。
「ポッサ
ム」は茹でた豚肉のス

釜山で一番有名なピザ専門

50年の伝統を誇る牛ホルモンの店。新鮮なヤンコプチ

16 みいつけた釜山グルメ

ライスをキムチなどで

店で、韓国産の任実(イムシ

包んで食べる料理で、

ル)チーズを使用している。焼

ここはチュクミ(イイダ

肉とチーズがたっぷり載った

コ)や豆付きもやしご

クリームプルコギパスタと、

飯など、ポッサム以外

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

のびるチーズがおいしいチ

のメニューも有名。豆腐とナッツ類をキムチで巻いたキム

きと、
タレに漬け込んだ辛いコプチャンが主なメニュー。

ーズクラストピザが代表メ

チ巻きと一緒に食べると更に美味しい。
ここのもうひとつ
のメニューであるチュクミ焼きは、練炭の火で程よく焼か

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

ニュー。分厚いピザの生地に

うどよく焼いてくれる。コプチャンを食べた後のタレに、

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

れ、ひと際香ばしい味わい。甘辛いソースにコリコリする歯

ご飯を入れて再度炒めて食べても美味。

い。
ピザ固有の味わいを堪能できる。

ごたえがたまらない。
光復 & 南浦 & 中央 17

Area7

釜山駅,
太宗台

ピョンサノク

サムジンオムク 삼진어묵 부산역점

ドナルド

人気メニュー | オムクコロッケ 1,200ウォン / 1箱6,900ウォン

人気メニュー | 即席トッポキ 1,500ウォン /
ラーメン・チョルミョンのトッピング 600ウォン /

東区中央大路206 (釜山駅2F)
070-5055-4033  

도날드

ポンクリーム 500ウォン

06:30 - 22:30
051-413-9990

東区草梁中路26
051-468-6255  

影島区南港セサクキル9

평산옥

人気メニュー | スユク１人前 9,000ウォン / ククス 3,000ウォン

10:00 – 21:00 日曜休業

11:30 – 20:30, 日曜 12:10 –20:00 木曜休業

釜山駅前の草梁洞
チャイナタウンに位

影島区新仙洞で30年

置する人気店で、100

の伝統を誇る即席トッ

年の伝統を誇る「テ

ポキの店。釜山三大トッ

ジスユク(茹で豚)」専

ポキに数えられる。
クセ
になる味わいの「即席ト
「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。

新発園 シンバルウォン / 신발원
人気メニュー | 肉まん 5,000ウォン／焼き餃子 5,000ウォン

ッポギ」と甘い「ポンク
リーム」が代表メニュー。
トッポギ２人前、
トッピング２人
前から注文可能となっている。デザートにはポン菓子にソ
フトクリームを入れたポンクリームが人気。飲食物の持ち
込みは不可。
ソフトドリンクは販売していない。

門店。独立運動の資
金を支援するために創業して以来、４代にわたり伝統が受
け継がれている。
「スユク」
と
「ククス(素麺)」の２種類のメニ
ューだけにこだわる店で、
リーズナブルな値段に比べ、味
もボリュームも自慢のスユクは、特製ソース「チルグムジャ
ン」につけて食べると風味が増す。

ソムンナンプルベク 소문난불백

長盛香

人気メニュー | プルベク定食 7,000ウォン / テジチゲ 7,000ウォン

人気メニュー | 焼き餃子(小) 6,000ウォン
東区テヨン路243番ギル29

東区草梁路36
051-464-0846

チャンソンヒャン / 장성향

24時間営業

051-467-4496  

12:00 - 21:00

東区大瀛路243番キル62
051-467-0177  

18 みいつけた釜山グルメ

11:30 - 20:00

通称
「草梁プルベク」
と呼ばれる草梁洞の
「技士食堂」
。
ここは

釜山・草梁のチャイナタウンにある中華料理店で、映画『

タクシーなどの運転手がよく利用していて一人でも負担なく

オールド・ボーイ』のロケ地ともなった。かなり大ぶりの

釜山駅の向かい側にあるチャイナタウンで60年以上も続

食事ができる。
とはいえ、一般の人もたくさん来る人気店。店

焼き餃子が一番の人気メニュー。皮は分厚いがカリッと

いている中華まんと餃子専門店。ペクチョンウォンの人気

内は１、２階に分かれていて、基本的についてくる８種類の

して、肉汁の旨みが逃げないのが特長。焼き餃子と一緒

グルメ番組でも取り上げられた人気店。油っぽくなく肉汁

おかずに加え、
「プルベク」
という焼肉定食を２人前以上を注

に出されるザーサイが一層餃子の味を引き立てている。

たっぷりの肉まんとカリカリの焼き餃子が代表メニュー。

文すると、
テンジャンチゲもついてくる。
プルベク(豚焼肉)定食

ジャージャー麺は野菜と肉、エビがとても大きくおすす

中の具は大根、生姜、ネギ、肉を混ぜたもので、
とくに焼き

が代表メニューだが、
シゴルバプサン(田舎膳定食)、
おでん定

めだ。

餃子はニラの香りが印象的。

食、
テグタン(タラ鍋)などのメニューも充実している。
釜山駅 & 太宗台 19

Area8

沙下,
松島

福星飯店

ポクソンパンジョム / 복성반점

人気メニュー | ちゃんぽん 6,000ウォン /

チェイルトルコプチャン

人気メニュー | トルコプチャンチョンゴル 9,000ウォン /
コプチャン焼き 14,000 ウォン

四川風ちゃんぽん 8,000ウォン
沙下区下新中央路289 
051-291-7834

11:00 – 20:00 毎週火曜休業

제일돌곱창

沙下区洛東大路535番キル4
051-202-1137

09:00 – 23:00 月曜休業

大阪

オサカ / 오사카

人気メニュー | ハ
 ンバーグステーキ 7,000ウォン /
お好み焼き 5,000ウォン /
コロッケ 1個1,000ウォン
沙下区洛東大路34番ギル2
051-205-8408

11:30 – 22:00 (休憩時間 15:00 - 17:00)

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、
カレー、回
転寿司などの食事は2階
35年以上の伝統を持ち、現在は3代目が運営している中華料
理店。最近、バラエティ番組「ペク・ジョンウォンの三大天王」
ち
ゃんぽん編に登場してからさらに人気が高まった。福星飯店
のちゃんぽんは、たっぷり入った魚介類が最大の特徴。火であ
ぶったような香ばしさやピリッとした辛さよりは、魚介類の出
汁が効いたスープとまろやかな味が際立っており、麺にスー
プをたっぷり絡ませて食べてこそ最高の味わいがある。

海州冷麺

ヘジュネンミョン / 해주냉면

人気メニュー | 平壌冷麺 8,000ウォン / 咸興冷麺 8,000ウォン
沙下区洛東大路324番ギル5
051-291-4841  

11:30 – 21:00 第2・4月曜休業

でできる。ゆでたジャガ

33年の伝統を誇るヤンコプチャン(牛小腸・ホルモン)焼き
とトルコプチャンチョンゴル(石焼ホルモン鍋)専門店。店内
は２階建てになっていて、広く清潔感あるインテリア。人気

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。

メニューの「コプチャンチョンゴル」は、旨みのきいた辛い
ソースが美味。
この「コプチャン焼き」
を食べたあとに、値段
に比べボリュームたっぷりでコプチャン料理についてくるラ
ーメンとタンメン(湯麺)が、
店主の温かい情を表している。

大峙ムルコン テッティムルコン / 대티물꽁
人気メニュー | アンコウ蒸し(中) 28,000ウォン /
タラ頬肉蒸し(中) 28,000ウォン
沙下区洛東大路135番アンギル15

051-203-4425  

トンニョクトンカツ
トンニョクトンカツ / 동녘돈까스
人気メニュー | トンカツ 6,000ウォン
西区忠武大路43
051-255-3209  

10:00 – 21:30 第2・4日曜休業

12:00 - 22:00

代表メニューはトンカツ、チキンカツ、サツマイモチー
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

20 みいつけた釜山グルメ

ズカツ、
プルコギチーズカツ。代表メニュー以外にも、約
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。

20種類の様々なトンカツメニューが揃っており、選択の

冷麺であるミルミョン(小麦冷麺)も食べられる。特に、サ

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

幅が広い。 1人1品食事メニューを注文すれば、セルフサ

ツマイモの粉で作った麺はモチッとした食感と旨みが

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

ービスコーナーのマカロニ、サラダ、
トッポッキ、チョルミ

特徴。

るため好みで選べる。

ョン(甘辛冷やし麺)などが食べ放題になる。
沙下 & 松島 21

絶対欠かせない！本当の「釜山グルメ」
！

釜山四大グルメ

絶対欠かせない！本当の「釜山グルメ」
！

釜山四大グルメ
釜山ミルミョン

テジクッパ
長時間豚骨を煮込んだスープに、
スライスされた茹で豚がたっぷり入っている。

もうひとつの釜山の郷土料理ミルミョンは、小麦粉とジャガイモ、サツマイモの

ここにご飯を混ぜて食べるクッパ。テジクッパは釜山をはじめ、慶南地域の代表

澱粉などを混ぜた麺に、薬草や野菜、豚の骨などを煮込んだスープを冷やしてか

的な郷土料理として知られている。 唐辛子やアミの塩辛、ニラキムチなどをクッ

けて食べる麺料理だ。 朝鮮戦争当時、咸興や平壌などの北からの避難民が南に

パに添えて塩加減をする。 1950年朝鮮戦争当時、避難民が米軍部隊で捨てられ

下って来た時にミルミョンが伝えられたという説もある。 麺が柔らかくて食べや

る豚の骨を利用して作ったのが由来という。

すく、値段も負担にならないことから年齢に関 係なく誰にでも好まれている。暑
い夏は、氷入りの冷たいスープをかけて食べると暑さも忘れる。

松亭3代クッパ

송정3대국밥

人気メニュー | 豚・スンデ・もつクッパ 6,000ウォン /
ゆで豚定食 8,000ウォン
釜山鎮区西面路68番ギル29
051-806-5722  

24時間営業、旧正月・秋夕休業

1946年にオープンして70年間盛業中で、農林水産食品部
にも最も古い豚クッパの店として認められている。釜山の
西面にあるテジクッパ通りの老舗で、
クッパにそうめんを
入れて食べるのが特徴。

マサン食堂

마산식당

人気メニュー | テジクッパ 6,000ウォン /
スユクペクパン(茹で豚定食) 8,000ウォン
釜山鎮区自由平和路19
051-631-6906  

24時間営業、旧正月・秋夕休業

シンチャンクッパ

開琴ミル麺 ケグムミルミョン / 개금밀면

人気メニュー | ムル・ピビム冷麺(ネンミョン)小 8,000ウォン

人気メニュー | ムル・ピビムミル麺 中 6,000ウォン

南区牛岩繁栄路26番キル17
051-635-2295  

09:00 - 21:00

051-892-3466  

10:00 - 20:00

1952年から続いている釜山で最も古いミルミョン専門店。

開琴(ケグム)市場で1966年から50年以上続いているミ

「釜山ミルミョンの元祖」
「ミルミョンの発祥地」
と呼ばれ、

ル麺専門店。釜山三大ミル麺の１つとされている。最近は

牛岩市場の狭い路地にあるにもかかわらず、
ミルミョンの

신창국밥

ネットでミル麺を購入でき、家庭でも味わえる。

スユクペクパン( 茹で豚定食)9,000ウォン
東区中央大路214番キル3-4
24時間営業、旧正月・秋夕休業

カヤミル麺 カヤミルミョン / 가야밀면
人気メニュー | ムル・ピビムミル麺 5,000ウォン
釜山鎮区伽倻大路546番キル16
051-891-2483  

10:30 - 20:00

凡一洞朝紡前に位置するマサン食堂は「テジクッパ(豚

50年の伝統を誇る釜山駅近くのテジクッパ(豚肉クッパ)

かつて
「ミル麺と言えばカヤミル麺」
と言われたほどに有

肉クッパ)」で有名な釜山のグルメ店。24時間営業で、近

専門店。テジクッパは一般的に白く濁っているが、
この店

名な、40数年の歴史を誇るミル麺専門店。狭い路地に店

くの卸売市場の人たちがクッパを食べによく訪れる店で

は透き通った茶色のスープが特徴。100％韓国産の豚肉

を構えているが、100席の店内が常に満席であるほど人

もある。

にこだわり、臭みのない淡白なスープが絶品。

気。釜山に行ったら是非食べてみるべきお店。

22 みいつけた釜山グルメ

釜山鎮区伽倻大路482番キル9-4

元祖として、美食家たちが毎日のように訪ねてくる。

人気メニュー | テジクッパ 7,000ウォン /

051-465-7180  

ネホ冷麺 ネンホネンミョン / 내호냉면

テジクッパ & 釜山ミルミョン 23

絶対欠かせない！本当の「釜山グルメ」
！

東莱パジョン

釜山四大グルメ

冷菜チョッパル / ネンチェチョッパル

東莱パジョンの始まりは朝鮮時代にさかのぼる。王に進呈する料理として始ま

釜山グルメのなかでもトップを争う
「ネンチョッパル(冷菜豚足)」。酢とマスター

ったと伝えられている。 もち米の粉の生地に、新鮮なワケギ、更にタコやエビ、
カ

ドがきいたソースで和えたニンジン、キュウリなどの野菜とクラゲを、スライスし

キ、ムール貝など様々な新鮮な海産物や牛肉、最後に溶き卵をかけて焼いていく

たチョッパルと一口でほお張る。脂っこいものが苦手な女性でもさっぱりとした

東莱パジョンは、おいしいのはもちろん、体にもいいとされる代表的な健康食品

味わいのソースと野菜が相性がよく、食が進む。冷菜チョッパル発祥の地、富平

だ。朝鮮時代末から一般大衆にも好んで食べられる料理として定着し、現在の東

洞の「チョッパル通り」には、その名の通り豚足の専門店が軒を並べている。

莱地区の郷土料理として愛され続けている。

元祖釜山チョッパル
ソムンナン東莱パジョン
ソムンナントンネパジョン / 소문난동래파전
人気メニュー | 東莱パジョン 12,000ウォン
東莱区金剛公園路55
051-553-5464  

10:00 - 21:00 / 第1・3月曜休業

金剛公園の前にある
「東莱(トンネ)パジョン通り」にある
店。小麦粉を溶いた生地の上に万能ネギを敷き、イカや
エビ、ムール貝などいろいろな海産物と豚肉を載せ、最
後に溶き卵をかぶせて焼いた「東莱パジョン」が代表メ

東莱ハルメパジョン
トンネパジョン / 동래할매파전
人気メニュー | 東莱パジョン(小) 20,000ウォン
東莱区明倫路94番ギル43-10
051-552-0792  

12:00 - 22:00 / 毎週月曜休業

  釜の蓋のような形をした鋳鉄製のプレートに、油を多め

ニュー。表面は香ばしく、中はふっくらとした食感が特徴。

凡一ピンデトク ポミルピンデトク / 범일빈대떡
人気メニュー | ピンデトク 7,000ウォン / パジョン 9,000ウォン

人気メニュー | チョッパル・冷菜チョッパル 中 35,000ウォン
中区光復路17-1
051-245-5359  

15:00 - 24:00 / 第1日曜休業

10:00 - 01:00

釜山の冷菜チョッパルは、一般のチョッパルに比べ薄切
りなのが特徴。そのため冷たくても程よい歯ごたえ。サー
ビスでついてくる
「ミニチョッパル」
も一味違って美味。肉
は少な目だが、ぷりぷりした食感と香ばしさで、冷菜ソー
スを少しつけただけでもおいしい。

漢陽チョッパル
ハニャンチョクパル(南浦店) / 한양족발(남포점)
人気メニュー | チョッパル・冷菜チョッパル中 35,000ウォン
中区中区路23番キル13
051-246-3039  

東区中央大路519
051-646-0081   

ウォンジョプサンチョッパル / 원조부산족발

11:30 - 00:00

人気メニュー | チ
 ョッパル大 40,000ウォン /
冷菜チョッパル大 40,000ウォン
中区光復路21-3
051-257-2575  

12:00 - 24:00

1980年代の初めから続いている釜山チョッパルの専門

富平洞の「チョッパル通り」の入り口付近にある。サービ

店。店は２階建てで広くて快適。そのためかサラリーマン

スでついてくる
「メセンイ(カプサアオノリ)の味噌汁」は酒

の飲み会でもよく利用される。韓方薬が効いたチョッパ

と相性がいい。韓国伝統の方法である各種韓方薬と新鮮
な材料を入れて、長い時間煮込む豚足は、
プリプリとした
食感と深い味わいが楽しめる。

に注いでネギに油をからめ、水で溶いた粉をかけた後、

人気メニューの「ピンデトク(緑豆チジミ)」
と
「パジョン(ネ

牛肉や魚介類を載せて焼く伝統的な方法で作られ、醤油

ギのチジミ)」
で有名な30年の伝統を誇るピンデトク専門

よりも唐辛子酢味噌につけて食べたほうが魚介類の味

店。特に雨の日は行列ができるほど人気で、素通りでき

ルは、肉が柔らかいのはもちろん、皮がプリプリとしてい

が引き立つ。

ないという場合はテイクアウトもできる。

て一度食べたらやめられない。
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ホンソチョッパル 홍소족발

東莱パジョン & 冷菜チョッパル 25

釜山の
有名な
ベーカリー

OPS オプス / 옵스(해운대점)

巨人チキン コイントンダク / 거인통닭

人気メニュー | シ
 ュークリーム 2,300ウォン /

人気メニュー | フ
 ライドチキン 16,000ウォン /

学院前(ハグォンジョン) 1,300ウォン

甘辛チキン 17,000ウォン

海雲台区中洞1路31
051-747-6886  

中区中区路47番ギル34

08:00 – 23:00

051-246-6079  

根強い人気があるベーカリー。最近ではソウルの明洞に

釜山の三大チキンの店に数えられるほど美味しいと有

も店舗をオープンした。ジャンボサイズの「シュークリー

名な店。富平市場内にある。代表メニューは釜で揚げた

ム」
が代表的な人気メニュー。「塾へ行く前にお母さんが

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

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

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

ン)」
も人気商品の一つ。
ソフトで甘く子どもたちに人気。

た食感が魅力

B&C

ニュー炭火チキン

비엔씨

ニュースップルトンダク / 뉴숯불통닭

人気メニュー | サ
 ラダパン 4,000ウォン /
パイまんじゅう 8個 12,000ウォン

人気メニュー | フ
 ライドチキン 15,000ウォン /
甘辛チキン 16,000ウォン

中区九徳路34番キル3-1
051-245-2361  

10:00 – 22:00

金井区金剛路335番ギル46
051-514-3885  

B&CはBIFF広場の近くにある、1983年の開業から30年

16:00 – 24:00 日曜休業

の伝統を誇るベーカリー。釜山代表パンコンテストでも

衣が薄くてカリッとした食感が自慢。 フライドチキンの

大賞を受賞した。
カリカリの表面とこしあんが調和をなす

上には厚さ0.5㎝のフライドポテトが載せられ、
このパリ

「パイまんじゅう」や昔ながらのポテトサラダがたっぷり

ッとしたフライドポテトも見逃せない。1.3㎏の鶏にこだ

入った「サラダパン」が代表メニュー。その他にも伝統的

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

なスタイルのパンとトレンディなパンを幅広く味わえる。

ンが一緒に出るのはこの店が初めてだという。

ペックダン 백구당

ヒマントンダク 희망통닭

人気メニュー | クロイズン 4,500ウォン /
くるみのバゲット 4,500ウォン
中区中央大路81番キル3
051-465-0109   

平日08:00~22:30 / 土曜 08:00~22:00、日

曜 09:00~22:30、祝祭日 09:00~18:00

50年の歴史を誇る老舗パン屋。店のロゴは釜山のシン
ボルでもあるカモメ。お洒落ではないが昔ながらの味と
雰囲気が残る同店には、揚げパンやドーナツなどの甘い
パンやコロッケ、野菜パン、ピザトーストなど昔懐かしい
パンが並んでいる。人気メニューにはクリーム入りのしっ
とりとした味わいの「チョコパイ」、中にはトウモロコシが
入っていて外はマロンシュガーがまぶしてある「クロイズ
ン」などが人気。
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10:00 – 23:00 日曜休業

釜山の
有名な
チキン屋

人気メニュー | 丸焼き 15,000ウォン /
フライド・ヤンニョム・半々 15,000ウォン
東莱区明倫路98番キル94
051-555-0073   

10:00~00:30 月曜休業

1983年にオープンした「釜山三大チキン」
で有名なチキン
屋。甘酸っぱい大根のピクルスとキャベツの千切りにケチ
ャップが掛けられた昔風のサイドメニューに心が和む。
カ
リカリでジューシーな「フライドチキン」
と甘辛ソースであ
えた「ヤンニョムチキン」
も人気だが、
シンプルな味付けで
からっと揚げた砂肝がこの店の妙味。
フライドチキンの皮
にカレー粉が混ざり、ほのかなカレーの香りが鶏の生臭さ
をとり、風味を加えてくれる。

有名なベーカリー＆有名なチキン屋 27

釜山名物フェッチプ
プサンミョンムルフェッチプ / 부산명물횟집
人気メニュー | フェベクパプ(１人前) 33,000ウォン /
特フェベクパプ(１人前) 45,000ウォン
中区チャガルチ海岸路55-1
051-245-7617  

9:00~22:00 旧正月・秋夕休業

チャガルチ市場にある老舗。
「フェベクパプ」
という独特
のメニューで釜山市民から長く愛されてきた。
フェベクパ
プは、刺身つきのご飯、刺身定食のことで、結構大きめの
魚を使い、１人前ずつ盛り付けられる。
この店の一番の
特徴は、
ここならではのソース「チョジャン(唐辛子酢味
噌)」。一般のチョジャンよりやや水っぽく甘さが効いてい
て、他では味わえない独特の味。値段はやや高め。

三三刺身屋

サンサンフェッチッ / 삼삼횟집

人気メニュー | 刺身 1人25,000ウォン
水営区広安海辺路278
051-753-7333  

12:00 – 22:00 年中無休

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

釜山の
有名な
「フェッチプ」

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。

釜山の
有名な
デザート
カフェ

アバンギャルドカフェ 아방가르드카페
人気メニュー | プリン 5,000ウォン / アイスクリーム 3,800ウォン
沙下区甘川洞10-3

10:30 – 21:00

釜山の人気観光スポット
「甘川文化村」を一望できるカ
フェ。特にテラス席が人気でカフェを片手に甘川文化村
の景色が楽しめ、観光客が後を絶たない。

丘の上の白い家
オンドグウィエハヤンチプ / 언덕위의하얀집
人気メニュー | アメリカーノ + カットケーキ 9,500ウォン
西区岩南洞山151-2
051-241-8862  

12:00 – 00:00

松島の岩南公園に位置する
「丘の上の白い家」は、大きな
ガラス張りの窓から見える海と落ち着いた雰囲気が楽しめ
るカフェ。夜にはライブ演奏も行われ、美しい夜景と音楽で
目と耳を満足させてくれる。

コーヒーを焙煎する店
コッピポンヌンチプ コピナム / 커피볶는집 커피나무
人気メニュー | アメリカーノ 2,500ウォン(アイス 3,000ウォン) /
ダッチコーヒー 3,500ウォン~4000ウォン
沙下区洛東南路 1406番キル5
051-202-2814   

平日 08:00 – 21:30 / 週末 10:00 - 21:30

下端小学校の近くに位置するカフェ。おいしいコーヒーと
落ち着いた雰囲気で地元民からも評判の店。洒落た小物が

チルソンフェッチプ

칠성횟집

人気メニュー | メイタガレイの背越し大 50,000ウォン /
ヒラメ・クロソイ 30,000ウォン
水営区広安海辺路263
051-753-3704   

12:00 – 23:00 旧正月・秋夕休業

広安里の沖を横切る広安大橋が一望できる２階にあり、

飾られた店内は、
アンチークで温かみのある雰囲気が漂う。

モモスコーヒー

모모스커피

人気メニュー | 今日のコーヒー 4,000ウォン / フルーツティー 5,000ウォン
金井区オシゲ路20
051-512-7036  

07:30 – 23:00

日が暮れる頃は、夕焼けに映える広安大橋の夜景が美し

釜山で可愛らしいインテリアとコーヒー、
ベーカリーで有名

い刺身屋だ。景色が楽しめる窓際の席は、早くから満席に

なカフェ。４坪の小さなテイクアウト専門店から始まったと

なっている。小さい魚を骨付きのまま刺身にして食べる「

いう。韓国伝統とモダンな雰囲気が調和を成すユニークな

背越し」やヒラメ、
クロソイなど、新鮮な刺身も味わえる。

外観が特徴。 印象深い小さな竹林の他にも、
空間を巧みに

この店は、韓国の刺身屋では一般的のおかずはない。

活用した庭にはテーブルが置かれていて、野外でもコーヒ
ー片手に寛げる。
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釜山観光案内所 Busan Tourist Information Center

K-POPでひと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

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

韓流はもはや世界的なトレンドではなく、世界的な文化として定着した。 釜山もまた、世界的な都市へと発

老圃洞観光案内所

金井区中央大路2238

051-502-7399

展し続けている。グローバルシティ釜山で、今年からアジア人の祭典「釜山ワンアジアフェスティバル」が繰り

BEXCO案内デスク

海雲台区APEC路55

051-740-7399

広げられる。 今年初めて開催される釜山ワンアジアフェスティバルは、韓国の文化や韓流への関心と情熱を

釜山駅観光案内所

東区中央大路206

051-441-6565

全世界に発信する大規模な韓流イベントになるだろう。

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

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 / 釜山広域市観光振興課 051-888-5192

2016
ONE-ASIA
Festival

24時間観光通訳案内サービス 1330 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、
タクシーやレストランなどでの簡単な通訳が必要

期間 : 10. 1.~10.23.

な場合も利用できる。

I 料金 I 一般電話の通話料金

公式ホームページ : www.bof.or.kr

I 運営時間 I 24時間運営

I 利用のしかた I •
 釜山市内の固定電話からかける場合 1330
•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

場所 : 海雲台BEXCOなど

「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フェスティバルでは、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。主なプログラムは韓流スターが出演する新しいスタイル
のK-POPコンサートをはじめ、人気ドラマのOSTを歌った歌手とキャストが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ミュージックコンサートなど、様々なプログラムで構成され、今までに
ない、
ミュージックコンサートになりそうだ。
アジア各国の独特な音楽と文化が一度に楽しめるアジア伝統音楽
の舞台も見どころのひとつ。
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釜山文化観光ホームページ

jtour.busan.go.kr

釜山観光公社公式Facebook

釜山観光公社ホームページ

bto.or.kr/jp

観光案内
電話

交通苦情
電話

