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水原観光案内所

知っておくと便利！

24時間旅行情報と翻訳サービスを提供 
(4言語 : 韓国語、英語、日本語、中国語)

案内所名 所在地 電話番号

水原総合観光案内所 八達区徳霊大路924 
水原駅広場 031-228-4672

八達門観光案内所 八達区正祖路777番キル16 031-228-2765

華西門観光案内所 八達区華西門路19 031-207-7985

長安門観光案内所 八達区正祖路905番キル16 031-251-4514

長安公園観光案内所 長安区八達路238 031-207-6117

錬武台観光案内所 八達区蒼龍大路103番キル8 031-228-2763

華城行宮観光案内所 八達区正祖路825 031-241-2703

西将台(華城将台)
観光案内所 八達区八達山路108 031-228-2764

華虹門観光案内所 八達区北水洞33-4 031-248-3541

水原市外バスターミナル
観光案内所 勧善区京水大路270 031-267-7100

水原駅乗換センター
観光案内所 勧善区細華路136 031-278-3871

水原バスターミナル 1688-5455

水原駅 1544-7788, 031-253-2724

水原市庁 1899-3300

仁川国際空港 1577-2600

金浦空港 1661-2626

警察民願コールセンター 182(迷子の通報など)

発行元｜水原市      発行人｜水原市長      企画｜水原市観光課      発行日｜2018年9月
住    所｜京畿道水原市八達区孝園路241(仁溪洞)         

※ 水原観光ガイド地図は、水原市が著作権を有します。非売品です。

• 北水原IC(嶺東高速道路) : 華城行宮駐車場までの所要時間25分

• 水原IC(京釜高速道路) : 華城行宮駐車場までの所要時間30分

• 華城行宮駐車場 : 水原市八達区行宮路18   031-228-4486

• 錬武台駐車場 : 水原市八達区蒼龍大路103番キル3   031-251-4518

区分 1回の駐車料金 1日の駐車料金 備考

小型 2,000ウォン 10,000ウォン 3時間超過時10分当たり
200ウォン追加大型バス 4,000ウォン 15,000ウォン

※ 駐車料金免除対象 : 国家有功者および障害等級1~3級の福祉カード所持者および同乗時
※ 駐車料金1時間無料 : 障害等級 4~6級の福祉カード所持者および同乗時
※ 華城行宮の駐車場は復元工事のため大型バスの駐車不可

•  ソウル → 水原駅 
江南駅 3000番、蚕室駅 1007番、舍堂駅 7770番

•  水原駅乗換センター  → 華城行宮  
46 / 35 / 66-4 / 66 / 660 / 7-2 / 60 / 13 / 39 / 11

•  水原総合バスターミナル  → 華城行宮 
64 / 112 / 7-2

水原観光の中心である水原華城と華城行宮を観光するには、「華城行宮
駐車場」と「錬武台駐車場」を利用すれば便利である。

華城行宮
駐車場を出発！

水原市立アイパーク
美術館観覧 

階段で八
達山へ移動

孝園の鐘の
鐘つき

華西門長安門華虹門

訪花
随柳亭

東将台 東北
空心墩

蒼龍門 フライング
水原に乗る 

華城御車
に乗る

西将台(華城将台)
から水原市内を

一望する 

別の行き方でも楽しい 

水原華城コース

水原華城一日コース

自動車

公共交通

11:30

14:00

16:00

18:30

30分間隔

15:00

11:00

12:30

17:30

•チキン通りにてチメクしよう！
• 池洞スンデタウンでスンデクッ(豚

の腸詰めのスープ)を食べる 
チキン通りにて冷えたビールとクリスピーな
チキンを楽しんだり、池洞スンデダウンでス
ンデポックムと香ばしいスンデクッを食べてみよう！

華城御車に乗る
華城行宮から出発し、水原華城の城
郭に沿って回る観光ツアーが可能。10:00~11:30、
13:00~16:30まで30分間隔で運行。

錬武台国弓体験 
2,000ウォンで楽しめる弓術。老若男女誰
でも楽しめる。意外な面白さで、もう一度
やりたくなるはず。

武芸24技公演観覧 
真剣を持って繰り広げる多様な武芸が
見られるほか、朝鮮の武士と一緒に
写真も撮れる。

華虹門(北水門)から華城行宮
駐車場まで歩く 
800mほどの距離なので、気軽に
歩ける。

華城行宮観覧 
水原華城を建てた正祖大王が
行幸の際に留まった場所で、

恵慶宮洪氏(正祖大王の母)への
深い孝行心を見て学ぶ。

水原華城を観覧する 
ここからが本格的な水原華城観光。近くにある蒼龍門、

東北空心墩、東将台、訪花随柳亭(東北角楼)、
華虹門(北水門)などがおすすめ。

長安門までも無理なく行ける。

 水原カルビを味わう 
水原へ来たのに、水原カルビを

食べずに帰ったら後悔するはず。
疲れをほぐしてくれ、

栄養補給にもぴったり。

専門解説者が同行して主要コースの説明をしてくれるので、深みのあ
る旅行が可能になる。
オーディオガイドの案内は、英語、日本語、中国語。水原華城を中心
に回る1コース、光明洞窟が含まれる2コース、隆陵、健陵とムルヒャ
ンギ樹木園などが含まれる3コースがある。

 水原市八達区徳霊大路924 水原観光情報センター前 
 年中運行(毎週月曜日は定期休業日)
  031-256-8300       www.suwoncitytour.co.kr

コース ツアー名 大人 小 · 中 · 高 障害者 未就学児童

1コース 水原 · 華城コース 11,000ウォン 8,000ウォン 5,000ウォン 4,000ウォン

2コース 水原 · 光教コース 12,000ウォン 9,000ウォン 6,000ウォン 5,000ウォン

3コース 水原 · 隆健陵コース 14,900ウォン 12,900ウォン 10,900ウォン 8,900ウォン

シティツアー料金案内

水原交通案内 水原シティツアー

北水原IC(嶺東高速道路)
華城行宮までの所要時間25分 東水原IC(嶺東高速道路)

華城行宮までの所要時間15分

水原総合運動場

水原華城
水原ワールドカップ
競技場

京畿道庁

水原市庁水原駅
梅橋駅

水原バスターミナル

水原IC(京釜高速道路)
華城行宮までの所要時間30分

水原華城 
正祖大王の息遣いが感じ
られる世界文化遺産であ
る水原華城は水原の代表
的な観 光 地である。近 所
には華城 行宮、博 物館及
び美術館そして工房通り
がある。

東水原 
水原の主要な出入口であ
る東水原IC、光教上峴IC周
辺。多様なテーマを持つ博
物館、光教湖水公園や光
教山などがある。

水原市庁周辺
韓国グルメのお店が立ち
並ぶナ·ヘソク通りにて胃袋
を満たして中国風庭園に
造りあげられている粤 花
苑でのお散歩はいかが

西水原 
水原観光の違った側面が
味わえる場所。開けた水辺
空間である祝万堤と万石
渠は、正祖 大 王が築 造し
た貯水池だ。長い歴史とと
もに美しい景観を誇る。

華城御車(乗り場 : 華城行宮·錬武台)
華城御車に乗れば、水原華城を一番快適に見て回れる。王様
になった気分を満喫しながら水原華城のあちらこちらを立
ち回わってみよう。
 
フライング水原(乗り場 : 蒼龍門)
空から水原華城を見下ろす気分は格別だ。係留式ヘリウム  
気球で70-150mまで昇り、美しい水原華城が一望できる。

水原華城ベロタクシー（搭乗 : 華城行宮 · 華虹門 · 錬武台）
水原華城ベロタクシーは２人用の電気駆動自転車タクシー
である。時速10-15㎞の速度で生態交通村と行宮洞一帯を隅
々まで見て回ることができる。

0 400 800m

凡 例

見どころあふれる
水原の4大観光スポット

水原に来たら必ず乗ってみよう！水原の乗り物3種。

華城御車 · フライング水原 · 水原華城ベロタクシー
どこからでも簡単にアクセスできる
水原

水原観光ホームページ
www.suwon.go.kr/visitsuwon

記念品販売所
消防署
警察署
図書館
バスターミナル

観光案内所
市・道・区庁
寺院
ショッピング
宿泊施設
病院

観光案内電話

水原

春川

江陵ソウル

仁川

大田

大邱

釜山

光州

金浦国際空港

仁川国際空港

清州国際空港

大邱国際空港

金海国際空港

務安国際空港

約25分 

約1時間 

約1時間30分

約1時間

約2時間

約3時間30分

約1時間20分 

約3時間40分 

約2時間50分 

約4時間30分

約3時間15分

約3時間 

約3時間30分
約1時間40分

水原市立アイパーク美術館観覧 
モダンな建築構造が目を惹く

美術館には多様な企画展示会が
毎日開催されていますので、お見逃しなく。

※ 2018年10月現在。路線が変更となる可能性がありますので、ご利用前にお電話でお問い合わせください。

3 水原·隆健陵コース 毎週日曜日 (09:30~17:00)

1 水原·華城コース 火曜日~日曜日 (1日 2回 / 09:50, 13:50)

水原総合案内所
(水原駅)

解憂齎 華西門·長安門
(経由)

華城行宮

(武芸24技)

錬武臺
(国弓体験)

華虹門
(訪花隨柳亭)

水原華城博物館

S

2 水原·光教コース 毎週 金曜日、土曜日 (1日1回 / 09:50~17:00)

水原総合案内所
(水原駅)

解憂齎 華城行宮

(武芸24技)
錬武臺

(国弓体験)

水原華城博物館 華虹門
(訪花隨柳亭)

池洞市場
(昼食)

光教湖水公園

S

水原総合案内所
(水原駅)

隆·健陵

華虹門
(訪花隨柳亭)

八達門
(経由)

華城行宮

(武芸24技)

池洞市場
(昼食)

錬武臺
(国弓体験)

龍珠寺

華西門·長安門
(経由)S

※ 駐車は水原駅にあるAKプラザ又はロッテモールにて有料利用可能。

屋上パーティー

水原ホテル

グッドモーニングハウス

アイビーステイ

ビズホテル
梅山路テーマ通り マルホテル 梅山119安全センター

マルⅡ
Hotal East

ユソンホテル

シャンハイホテル

アイワイ観光ホテル ホリデーインエクスプレス

ホテルアルテ
シルクロードホテル

アレックス７２ホテル
ジョイプラスホテル

ホテルリッチ

サンシャインホテル

ホテルバリ

www.suwon.go.kr/visitsuwon
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王の夢が込められている
世界文化遺産の都市

観光案内マップ

水原

3月～10月は火、水、木、日曜の営業

3月～10月のみ営業



八達門

フライング水原

長安門

華西門

八達公園

八達山

西舗楼

孝園の鐘

西暗門

西砲楼

西二雉

西弩台
西将台

西一雉

西北角楼

西北空心墩

北舗楼

北西砲楼

西南暗門

西南一雉
西南二雉

西三雉

京畿道庁

南砲楼 南雉

水原文化財団

正祖大王銅像

華西公園

オルタナティブ
スペー目

(行宮洞壁画村)

華寧殿

行宮広場 与民閣

水原市立アイ
パーク美術館

生態交通村

錬武台

八達区庁

梅香橋

水原橋

栄洞
市場

八達門
市場

東南角楼

東三雉

東二舗楼

烽墩

東二雉

夕焼展望台
(水原第一教会)

東砲楼

東一雉

東一舗楼

東北弩台

東暗門

東北舗楼北暗門
華虹門観光案内所

錬武台観光案内所

華城行宮観光案内所

八達門観光案内所

長安門観光案内所長安公園観光案内所

西将台観光案内所

訪花随柳亭
(東北角楼)

華虹門
(北水門)

北東砲楼

北東敵台
北東雉

北西敵台

東北空心墩

池洞市場

水
原

川

南水門

八達寺

南門ロデオ市場

水原郷校

西南角楼
(華陽楼)

チキン通り

南門
ロデオ通り

工房通り

スンデタウン

池洞壁画村

水原華城博物館

水原伝統文化館

華城行宮

蒼龍門

遠川湖

水原ワールドカップ
競技場

光教湖水公園

新大湖

龍
仁

-ソ
ウ

ル
高

速
道

路

嶺東高速道路

新
盆

唐
線

地図博物館

水原光教
博物館

光教貯水池

光教山

光教公園

水原博物館

奉寧寺

水原カルビ

光
教トンネル

上峴駅

光教中央駅

光教駅

家族キャンプ場

西湖公園

西湖コンメ公園

麗妓山

成均館大学校
植物園

日月貯水池

万石公園
水原第2野外音楽堂

水原
シティツアー
バス

北水原IC

西水原IC

七宝山
水原麗妓山先史遺跡地

杭眉亭

熟知山
熟知公園

水原市美術展示館

万石渠

解憂斎

華西駅

成均館大駅

1号
線

(京
釜

線
)

月岩IC

勧善区

水原市農水産物
総合物流センター

西水原市外
バスターミナル

九
雲

交
差点

塔洞交差点

水原駅

嶺東高速道路果
川

盆
唐

都
市

高
速

化
道

路

나혜석상

霊通区庁

水原市庁駅
水原市庁

KBS
水原センター

青少年文化公園

水原青少年文化センター

KBS水原ドラマセンター

ナ・ヘソク通り

国際姉妹都市
テーマ通り

孝園公園

京畿道文化の殿堂

水原第1野外音楽堂

サムスンイノベーション
ミュージアム

粤華苑

梅灘勧善駅

東水原の観光地は、東水原IC(嶺東高速道路)と光
教上峴IC(龍仁-ソウル高速道路)の近くにある。公
共交通を利用する場合、新盆唐線に乗れば簡単に
アクセスできる。ソウルとの広域バスネットワーク
もよく整備されており、東水原エリアへのアクセス
の便は良い。

 おすすめコース 1

東水原IC → 水原光教博物館 → 水原博物館 → 
蒼龍門 → 奉寧寺 → 光教貯水池 → 水原カルビ

 おすすめコース 2

光教上峴IC → 光教湖水公園 → 地図博物館 → 
サッカー博物館 → 蒼龍門 → 水原カルビ

水原市庁周辺の観光地は都心にある
ため、自動車より公共交通を利用する方
が良い。 盆唐線水原市庁駅で降りれば、
徒歩20分で観光スポットに行くことが
できる。 水原市外バスターミナルが近く
にあるため、バスを利用しても良い。

  おすすめコース

東水原IC → 水原市庁駅 → 国際姉妹都
市テーマ通り → ナ・ヘソク通り → 粤華苑
(孝園公園) → KBS水原ドラマセンター → 
サムスンイノベーションミュージアム → 
水原市庁駅周辺のショッピング街で夕食

西水原の観光地に行くには西水原ICか北水原
IC、水原駅を利用すれば良い。北水原ICの近くに
解憂斎があり、西水原ICからは正祖大王が作っ
た貯水池である祝万堤が近い。水原駅からバス
を利用すれば、祝万堤まではすぐだ。西水原市外
バスターミナルから徒歩10分で、日月貯水池へ行
くことができる。    

おすすめコース

東水原IC → 西水原IC → 祝万堤(西湖公園) →  
万石渠(万石公園) → 水原市美術展示館 → 解憂斎

八達区

TIP 知っておくと便利！

水原を初めて旅する人は、まず水原華城を中
心に観 光するのがおすすめだ。水 原 華 城の   
城壁の全長は約5.7㎞で、4つの城門があるた
め、これらを中心に回ればよい。錬武台(蒼龍
門)と華城行宮駐車場を利用すればより便利に
観光できる。  

※ 水原華城を観覧するには、1,0 0 0ウォンの   
観覧料が必要だ。

盆唐線

祝万堤

華西門観光案内所

サッカー博物館

50

50

171

ナ・ヘソク通り  MAP D5 
韓国初の女性独立運動家、西洋画家であるナ・ヘソクの業績を称えるため
に造成された文化通り。彫像、絵、展示物、造形物などユニークな作品と出
会える。 

 水原市八達区勧光路         www.suwon.go.kr

国際姉妹都市テーマ通り 
(マロニエ通り)  MAP D5

水原市は、世界16都市と姉妹提携を
結んでいる。そのうち13都市の象徴
造形物でテーマ通りを造成した。都
市の特徴を生かしたそれぞれの造形
物の多彩さが感じられる。 

 水原市八達区勧光路142番キル  

KBS水原ドラマセンター  
MAP D4

ドラマ制作のメッカで、オープンセット、
特殊撮影場などを備えた韓国最大
の総合映像制作団地。専門ガイドと
一緒にスタジオやドラマ撮影場所な
どが見学できる。

 水原市八達区仁溪路123
 インターネット予約申し込み 

 (KBS会員登録必須) / 無料
 031-219-8081, 8082, 8014    
 office.kbs.co.kr/suwon

生態交通村  MAP D4

行宮洞一帯で2013年9月に開催され
た「生態交通水原2013」のモデル村に
選定された後、生態交通村として発
展した。路地内に様々な見どころがあ
り、村ツアーのプログラムとしては「行
宮洞王の路地旅行」がある。「物語の
ある古道」、「ナ・ヘソク古道」、「ナ・ヘソ
ク生家址」などが主な見どころだ。

行宮洞王の路地旅行

  華城行宮広場(華城行宮観光
 案内所前)から出発

  水原文化財団ホームページオンライン受付
 031-290-3564     
 www.swcf.or.kr

歴史の名残を感じさせる行宮洞路地
を歩いていたらまるでタイムスリップ
でもしたような気分になれる。

工房通り  MAP D4

工房通りは、華城行宮から八達門までの約500ｍの通りで、工芸品店や
飲食店、ギャラリーカフェなどが集まっている。多様な工芸品を販売して
おり、ゆっくり見て回れば、韓国の文化を存分に堪能できる。 

 水原市八達区南倉洞
 031-290-3541      cafe.daum.net/suwonghktjd

オルタナティブスペース目(行宮洞壁画村)  MAP D4

行宮洞壁画村では、作家、住民、ボランティアたちが一緒に描いた壁画を見るこ
とができる。テーマに合わせて名付けられた通りに沿って隅々まで見て回ると楽
しい。「オルタナティブスペース目」は、ギャラリーやブックマーケット、アートシ
ョップ兼カフェ、屋外展示空間を備えた文化空間で、行宮洞壁画村内にある。

 水原市八達区華西門路82-6
 031-244-4519      www.spacenoon.co.kr

水原のロデオ通り  MAP C4, D4

水原にはロデオ通りがいくつかある。毎週土曜日に様々な文化イベントが開催さ
れる南門ロデオ通り、流動人口が多く、飲食店や見どころ満載の梅山路テーマ通
り、水原で一番のショッピング街と呼ばれる水原駅ロデオ通りがある。

 南門ロデオ通り _ 水原市八達区正祖路777番キル16 / 031-228-2765
 梅山路テーマ通り _ 水原市八達区梅山路1街17 / 031-257-9997
  水原駅ロデオ通り _ 水原市八達区郷校路3-2  

水原華城博物館  MAP D4

世界文化遺産である水原華城と韓国文
化の優秀性を広く知らしめるために建設
された。模型と関連遺物で華城の歴史
と文化を垣間見ることができるほか、多
様な体験教育が行われている。  

 水原市八達区蒼龍大路21
 大人 2,000ウォン / 青少年 1,000ウォン
 031-228-4242    
 hsmuseum.suwon.go.kr
 9:00~18:00(チケット売り場：17時まで)

水原市立アイパーク美術館  MAP D4

水原華城行宮の隣にあり、5つの展示室と教育室、ライブラリー、カフェテリアな
どで構成されている。現代美術をテーマとした展示以外に、多様なイベントも行
われている。

 水原市八達区正祖路833      大人 4,000ウォン / 子供 1,000ウォン
 031-228-3800      sima.suwon.go.kr
  冬季(3月~10月)10:00~19:00, 夏季(１１月~２月)10:00~18:00 (休館日：毎週月曜日)

池洞壁画村  MAP D4

若い芸術家たちの助けを借り、地域の美術塾の受講生と住民、ボランティアが力
を合わせて作った壁画村。路地の至る所に色とりどりの壁画が描かれ、楽しい雰
囲気が漂っている。

 水原八達区八達門路57番キル31-2       031-248-7881

水原華城の伝統市場 MAP D4

水原華城エリアには、いくつかの伝統
市場が発達している。中でも八達門市
場は「王が作った市場」として数百年の
歴史と伝統を誇っている。栄洞市場は
総合市場であると同時に、韓服特化市
場として有名である。池洞市場・ミナリ
グァン市場・モッコル総合市場は、農畜
産物や食品を販売している。最近、栄
洞市場に「28青春青年モール」がオープ
ンし、多くの観光客が訪れている。

 水原市八達区八達門路一帯

チキン通り  MAP D4

梅香橋の下手に位置するチキン通り
は、各種マスコミでも紹介され、外
国人観光客も訪れるほど人気があ
る。新鮮な鶏を大きな釜で揚げ、香
ばしくカリッとした食感が自慢だ。

 水原市八達区八達門路一帯

武芸24技公演
武芸24 技は、華城に駐屯していた
朝鮮の最精鋭部隊である壮勇営外
営の兵士たちが修めていた武芸で、
歴史的価値はもちろんのこと、芸術
的、体育的価 値も非常に高い無 形 
文化遺産。

 水原市八達区正祖路825 
 (華城行宮新豊楼)

 毎週火曜日 ~ 日曜日  
 11:00 ~ 11:30(毎週月曜日休業)

 031-267-1644
 www.artsuwon.or.kr

スンデタウン  MAP D4

池洞市場の飲食店街には20店以上
のスンデ専門店が集まり、スンデタ
ウンが形成されている。気楽な雰
囲気の中で、多様でボリュームたっ
ぷりのスンデ料理を味わうことがで
きる。

 水原市八達区八達門路19
 031-256-4314

壮勇営守衛儀式
正祖大王の華城行宮行幸の際、王を
護衛して華城を守った壮勇営の兵士
たちの守衛儀式と軍礼を垣間見る 
ことができる。正祖大王と一緒に写
真も撮れる。  

 水原市八達区正祖路825 
 (華城行宮新豊楼)

 年中 4月 ~ 10月
 (毎週日曜日14:00~14:30)

 031-290-3600    
 www.swcf.or.kr

土曜常設公演
220年以上前、正祖大王の華城築城を記念して行われた落成宴の伝統公演
を再現する。網渡り公演、国家無形文化財公演など、伝統演戯公演が観覧
できる。

 水原市八達区正祖路825(華城行宮新豊楼)
 年中 4~10月(毎週土曜日  14:00~15:00)  
 031-290-3600      www.swcf.or.kr

国弓体験  
２２０年前に兵士達が武芸を磨いていた水
原華城の錬武台にて国弓体験ができる。

 水原華城錬武台
  冬季(3月~10月) 09:30~17:30 

夏季(11月~2月) 09:30~16:30
 2,000ウォン(1回10発)
  031-255-8910(国弓場)

孝園の鐘の鐘つき    
孝園の鐘は、八達山頂上にある。三つの
願いを込めて鐘をつくことができる。  

 八達山頂上、西将台(華城将台)付近
  冬季(3月~10月) 09:00~18:00 

夏季(11月~2月) 09:00~17:00
 1~2人 1,000ウォン

       3~4人 2,000ウォン(1回に3打)
 031-228-4669

華城御車  
水原華城城郭に沿って40~50分間隔で循
環している。ゆっくり走る華城御車内から
水原華城の雄大で美しい姿が楽しめる。   

 錬武台チケット売り場  031-228-4686 
 華城行宮チケット売り場  031-228-4683 

 大人 4,000ウォン / 子供 2,500ウォン
       軍人 · 青少年 1,500ウォン

フライング水原   
係留式ヘリウム気球で70~150mまで昇り、
水原市内を一望できる。最大20人まで    
乗れる。  

 水原華城蒼龍門一帯
    大人 18,000ウォン / 青少年 17,000ウォン  
子供 15,000ウォン 

 031-247-1300      www.flyingsuwon.com

水原華城ベロタクシー(電気自転車タクシー) 

2人用の電気駆動水原華城ベロタクシーに乗って 
生態交通村と行宮洞周囲を鑑賞しよう。

 搭乗：華城行宮 · 華虹門 · 錬武台
  運行時間 60分所要 

平日(5回）：10：10～16：40, 休日（11回）：09：40～17：00
    14,000ウォン        031-290-3600         www.swcf.or.kr

水原華城の一味違う楽しみ方！   MAP D4

水原華城周辺観光

水原光教博物館  MAP E3  
光教新都市開発過程で発掘された遺物をはじめ、近現代の資料などがあ
る。近代歴史や風俗、88ソウルオリンピックのシンボルなど多様な展示物が
見られる。 

 水原市霊通区光教路182      大人 2,000ウォン / 青少年 1,000ウォン 
 031-228-4175      ggmuseum.suwon.go.kr
 09:00~18:00(チケット売り場：17時まで), 休館日：毎月第1月曜日

水原博物館  MAP D3 
(水原歴史博物館、韓国書道博物館) 

先史時代から1960年代の栄洞市場
通り再現まで、水原の歴史や文化、
人物などに出会える「水原歴史博
物館」と韓国書道史が一目で見ら
れる「書道専門博物館」で構成され
ている。

 水原市霊通区蒼龍大路265
 大人 2,000ウォン 

 青少年 1,000ウォン
 031-228-4150    
 swmuseum.suwon.go.kr 
  09:00~18:00(チケット売り場：17時

まで), 休館日：毎月第１月曜日

孝園公園・粤華苑  MAP E5 

孝園公園は、孝をテーマに造 成された。公園内には中国の伝 統 庭園  
「粤華苑」がある。池や滝、建築物と樹木が調和し、静かな美しさを醸し
出している。   水原市八達区東水原路397      031-228-4192

サムスンイノベーション  
ミュージアム  MAP E5

電子産業の歴史とサムスン電子が
主導して来た半導体、ディスプレイ、
モバイルなど情報分野の発展と成
果が見られる。電子産業を大きく 
変えた製品の数々を見るのも興味
深い。

 水原市霊通区三成路129 サムスン電子
 インターネット予約申し込み / 無料, 毎週土曜日は非予約制(自由観覧）
 031-200-3113      www.samsunginnovationmuseum.com

光教上峴IC

東水原IC

空心墩
空心墩は遠くの状況を見ることがで
きる望楼で、正祖が臣下に「我が国
で初めて作った空心墩だから、存分
に見物せよ」と満足を示していたと
いう施設である。建築学的にも美しく、
必見の場所。東北空心墩と西北空心
墩(宝物第1710号)がある。 

華虹門(北水門)
水原川は朝鮮時代に「柳川」と呼ば
れていた。柳川は華紅門から城内に
流れ込み、華城を通り抜けていた。 
華 虹 門 は 、7つ の 水 門 から虹のよ
うに溢れ出る水しぶきと周辺の環
境 がよく調 和し、水 原 八 景の 一つ
に数えられるほど景観が美しい。

訪花随柳亭(東北角楼)
東北角楼は外側に突出しており、周り
の景観が美しく、戦略上でも重要な場
所にある。華城の中でも美しい施設と
して有名である。「訪花随柳亭(宝物第
1709号)」とも呼ばれている。

朝鮮時代に第2の漢陽と呼ばれていた水原、その中心には水
原華城がある。朝鮮第22代正祖大王が築造し、1796年9月
に完成した。韓国の城郭建築史上最も卓越した建築物と評
価されるほど、優雅で壮大な姿を持つ。1997年12月にユネス
コ世界遺産に登録された。

水原華城 史跡第3号 MAP D4

凡 例

訪問スタンプ
観光案内所
チケット売り場
駐車場
トイレ

祭井

老来堂
得中亭

蔵春閣(未復元)

内鋪舍

福内堂

景龍館

体験チケット売り場
維与宅

中陽門

左翊門裨将庁

書吏庁駐車場

南軍営

北軍営

執事庁

華城行宮チケット売り場
華城御車チケット売り場

観光案内所

観光案内所

水原文化財団

典祀庁
雲漢閣複道閣

風化堂
内三門

外三門

未老閑亭

奉寿堂

長楽堂

洛南軒

新豊楼

華寧殿

華城行宮は、華城内にある。王の行幸の際の
臨時の居所で、普段は華城府留守が執務する
官庁として活用されていた。ソウルの正宮のよ
うな形を備え、1796年当時、596間の規模
で全国最大の行宮であった。日本統治時
代に洛南軒を除くすべての建物が破壊
されたが、「華城役儀軌」に基づき、
2003年に482間が再建され、現在は
2次復元事業が進められている。

 水原市八達区行宮路18
 031-228-4480, 241-2703
 www.suwon.go.kr
  冬季(3月~10月) 09:00~18:00 

夏季(11月~2月) 09:00~17:00

華城行宮 史蹟第478号 MAP D4

万石渠(万石公園)  MAP C3

万石渠には、歩きやすいドゥルレ道がある。春になると湖の周りの桜が花開く。
5~9月まで音楽噴水ショーが開かれ、一味違った美しさが満喫できる。 

 水原市長安区松竹洞434      031-243-8366

祝万堤(西湖公園)  MAP C4

正祖の時代1799年に干ばつへの備えとして築かれた祝万堤は、散歩にぴっ
たりの場所だ。夕日が美しく、水原八景の一つに数えられている。  

 水原市勧善区西屯洞      031-228-4192

4大門   

長安門｜八達門｜華西門｜蒼龍門
水原華城には、4つの大門がある。民の安寧と平安を意味する長安門、四方
八方に道が開かれているという意味を持つ八達門(宝物第402号)、西北空心
墩に隣接し華城の西を防御する役割を果たした華西門(宝物第403号)、華城
の東を任せるために建てられた蒼龍門の4つである。
水原華城観光の中心であり、建築学的にも秀麗で美しい景観を誇る。

水原市美術展示館  MAP C3

現代美術展示と多様な企画展示を介して、水原地域の美術文化の中心的な役割を  
果たすとともに、誰でも参加できる教育プログラムを運営している。

 水原市長安区松亭路19       10:00~18:00 / 無料(17時30分までに入場可能）, 
休館日：毎週月曜日、１月１日、旧正月及び秋夕連休       031-243-3647

 www.suwonartcenter.org

解憂斎(トイレ文化公園)   
MAP B2

トイレ文化公園にある解憂斎には、
トイレ模型などが展示されている。
体験活動も可能な世界初の便器の
形をした博物館だ。トイレの変遷史が
一目で分かる。

 水原市長安区長安路458番キル9
  夏季(3月~10月) : 10:00~18:00 

冬季(11月~2月) : 10:00~17:00 
(毎週月曜日は休館)

 無料
 031-271-9777
 www.haewoojae.com

七宝山  MAP A4, 5 

海抜238mの山で樹木が生い茂り、あち
らこちらに自然湿地が造成されている。
龍華寺と舞鶴寺があるほか、8つの登
山路が造成されており、山勢が緩やか
で無理なく登ることができる。

  水原市勧善区好梅実洞、棠樹洞、
梧木川洞一帯

 031-228-4574 
 greencity.suwon.go.kr

※ 日程詳細はホームページをご
      確認ください。水原の祭り

水原華城文化祭  
水原の代表的お祭りである。2018 京畿観光代表お祭りとして
選ばれるほど、韓国の固有の伝統と文化が含蓄されている。そ
の荘厳な儀式を見るだけでも十分に楽しめる。正祖大王
王陵行次の共同再現が最後を飾っており、水原華城文化
祭に合わせて惠慶宮洪氏(正祖大王の母)進饌宴など様々
な祭りが水原のあちらこちらで開かれる。

 華城行宮広場、水原川、国弓場など水原華城一帯
    毎年 10月第1週       031-290-3600
  www.swcf.or.kr

水原夜行
城郭建築の花、水原華城と華城行宮が美しい夜に輝
く8月～9月の夏の夜、水原夜行が行われる。メディア
アートで装飾されて華やかに輝く城郭の道を歩きなが
ら、水原の歴史と文化についての興味深い話も聞くこ
とができる。多彩な公演のほか、宮廷料理を作る体験
も行われる。    

 水原華城一帯       8月~9月中
  031-290-3600        www.swcf.or.kr

水原演劇祭り  
世界有数の劇団が参加する国内外の演劇と大学演劇フェ
スティバルが繰り広げられ、多様な作品を観覧できる。

  水原市一帯         毎年5月初め
  031-290-3600      stf.swcf.or.kr

水原ジャズフェスティバル  
水原で繰り広げられるジャズの世界。普段あまり接する機会の
ないジャズ公演が2日間のフェスティバルで繰り広げられる。
文化芸術都市水原の魅力を存分に感じることができる。 

 光教湖水公園内スポーツクライミング場      毎年9月
  031-250-5300

長安門

華西門

八達門

蒼龍門

東水原

西水原

水原市庁周辺
光教の自然と博物館が勢揃い

水原華城
ユネスコ世界遺産 

解憂斎と都心で出会う美しい水辺 

青春の通り（チョルムメ・ゴリ）

光教山 · 光教貯水池  MAP D3 
水原八景の一つに数えられるほど美しく、清浄地域の指標として知られるホ
タルが生息している。山の稜線が穏やかで樹木が生い茂り、森林浴や登山
に良い。登山コースが10コースあるほか、周辺には光教貯水池もある。

 水原市長安区上光教洞      031-228-4574      greencity.suwon.go.kr

光教湖水公園  MAP F4  
国内最大の都心の湖水公園。9つの噴
水施設と合計6.5㎞の循環歩道、家族
キャンプ場、スポーツクライミング場な
どがある。他にも、静かな森、幸せな花
の島、遠い島の森など自然と一体とな
った多様な空間が造成されている。

 水原市霊通区光教湖水路57
 070-8800-2460

奉寧寺  MAP E3 
水原の古い伝統寺院の一つで、光教山
麓に位置する。高麗熙宗4年(1208)に円
覚国師が創建した。高麗時代の仏像で
ある石造三尊仏や朝鮮後期の神衆幀
画を見ることができる。

 水原市八達区蒼龍大路236-54
 031-256-4127
 www.bongnyeongsa.org

水原カルビ  MAP E4 
1940年代に栄洞市場の米屋通りにあった「華春屋」で生まれた水原カルビ
は、1985年水原市の郷土料理に指定された。他の地域に比べてあばら骨が
大きい王カルビを塩で味付けして焼くのが特徴だ。栄洞市場、老松地帯(耳
目洞)、東水原交差点から水原ICの間に多くのカルビ専門店がある

ベニキアニュー
水原観光ホテル

グッドモーニングハウス

水原ホテルクイーン

ドノホテル
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