


位置｜京畿道中南部(東経127 、゚北緯37 )゚
面積｜約121㎢

人口｜1,241,158人(2018年4月現在)

近代建築技術がもたらした 
ユネスコ世界遺産の水原華城

水原でしか体験できない 
歴史・文化観光プログラム

半日でも 
数日でも楽しめる多様な観光コース

どこからでも簡単にアクセスできる 
首都圏の交通の要地

行政の中心地であると同時に、 
グローバル企業が立地する経済都市

見るたび、来るたびに
新しさいっぱいの

水原



見れば見るほど魅力的な都市

                        水原を旅する！
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楽しい水原に出会う！
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水原の4大観光ポイント

수원관광안내소

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
仁川国際空港 1577-2600
水原駅 1544-7788, 031-253-2724
金浦空港 1661-2626
水原市庁 1899-3300
警察民願コールセンター 
182(迷子の通報など)

水原市庁周辺
韓国の代表的な新女性であり、独立運動家でもあっ
たナ・ヘソクを記念したナ・ヘソク通りやドラマのロ
ケ地として有名な粤華苑(孝園公園)がある。
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水原華城  
水原を代表する観光地で近世建築技術で完成され
た水原華城と華城行宮、博物館、美術館そして行宮
洞工房通りとロデオ通りがある。

01

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。

02

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。

04

どこを観光しても楽しめる 水原観光案内所

知っておくと便利！

4言語
韓国語、英語、
日本語、中国語)

24時間旅行情報と翻訳
サービスを提供 
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水原華城
ユネスコ世界文化遺産

01
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水原華城は水原旅行の出発点
水原華城は、正祖大王(朝鮮22代国王)が強力な王道政治を繰り広げながら、水原を軍事上の要衝地と
するために築造した城郭である。水原華城内にある華城行宮も必ず訪れたい観光スポットだ。正祖
大王の孝行心と愛民精神が込められており、母の恵慶宮洪氏の回甲宴が開かれた。
華城行宮を中心に多様な体験プログラムやイベントが行われており、観光客が最も多く訪れる場所
でもある。華城行宮の近くには、生態交通村がある。ベロタクシーを利用すれば行宮洞一帯を、華城
御車に乗れば水原華城全体を快適に観光できる。周辺には、水原華城建築を一目で見ることができる
水原華城博物館、モダンな現代美術が展示されている水原市立アイパーク美術館がある。 水原で必
ず食べたい水原チキンとスンデタウンも近くにある。水原華城の造成とともに生まれた伝統市場で
は、ファッション、薬材、農畜産物など多様な物品を販売している。ショッピングのために訪れる観光
客も多い。方向を少し変えて華城行宮駐車場から八達山の方に上がると、孝園の鐘がある。西将台
(華城将台)から水原の市街地全体を見下ろすのも一興だ。八達山中腹にある正祖大王銅像も重要な
観光スポットである。
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水原華城
おすすめコース
水原華城と華城行宮正門の
新豊楼で行われる武芸24技
公演(壮勇営守衛儀式)を含
むおすすめの一日コース。
このコースなら、水原華城
の半分程度を見て回れる。 
(9~10p 地図参照)

水原駅出発

09:00

八達門  MAP 1

水原華城の南門。周辺に
伝統市場が発達している。

09:30

烽墩  MAP 10

烽火で敵の侵略を
知らせる場所。

17:30

チキン通り、池洞市場スンデタウン  MAP 27, 28

チメッ(チキンとビール)でかわいた喉を
潤すか、またはスンデ(豚の腸詰め)入り

スープで旅の疲れをとる

18:00

西将台  MAP 5

水原市内が一望できる。

13:10

華西門、西北空心墩  MAP 2 , 6

西将台から華西門の方へ城壁の道に沿って
進むと、城門と西北空心墩が一番美しく見える。

14:00

八達門 031-228-2765

西将台 031-228-4669

長安門 031-251-4513

華虹門 031-248-3540

錬武台 031-228-4686

華城行宮 031-228-4677

華城御車 031-228-4683

水原華城チケット売り場

Googleマップ座標
Googleマップで座標を入力すれば、
行きたい場所に簡単に行ける。
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華城行宮  MAP 12

正祖大王が水原へ
来る度に留まった行宮 

(華城御車出発地) 

10:00

華城行宮正門・新豊楼  MAP 12

武芸24技示範公演観覧は必見！
単純な見世物以上の
文化的価値を持つ。

11:00

工房通り  MAP 20

工房通りにて多様な工芸
品を見て体験することが

できる。

11:30

水原伝統市場でしっかりと昼ご飯を食べて
本格的に水原華城の観光をしよう。

12:00

蒼龍門  MAP 4

周辺に広がる芝生で休憩や凧揚げができる。
近くにフライング水原がある。

16:30

華城行宮駐車場から
八達山に移動

12:30

錬武台  MAP 9

国弓の体験をしたり、華城御車に
乗ったりすることができる。

16:00

孝園の鐘の鐘つき  MAP 21

３回鍾を打って３つのお願いをしましょう。
・1回目は親に感謝
・2回目は家族の健康や家内安全を祈る
・3回目は自分の発展を祈る

12:50

訪花随柳亭(東北角楼)  MAP 8

水原華城で一番美しい所。
必ず写真が撮りたい。

15:30

華虹門(北水門)  MAP 7

靴を脱いで華虹門に上がろう。素晴らしい
水原川の景色と凉しい風が楽しめる。

15:00

長安門  MAP 3

水原華城正門、
壮大で美しい。

14:30
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水原華城は、韓国の城郭建築史上最も卓越した建築物
で、優雅で壮大な姿を持つ。日本統治時代と朝鮮戦争
を経て多くの部分が破損したが、1975年から1979年
まで『華城城役儀軌』に基づいて大部分を復元した。
1997年12月には華城の優秀性が認められ、ユネスコ世
界遺産に登録された。「米国CNNが選んだ韓国で必ず
行ってみるべき場所ベスト50」や「2012年韓国観光の
星」に選ばれるほど優れた観光地であると同時に、歴
史・文化的に価値の高い場所でもある。

 常時入場 
   大人 1,000ウォン、青少年 700ウォン、子供 500ウォン 

 毎月最後の水曜日は「文化の日」で、子供三人同伴時入場無料
 韓服(改良韓服を含む)着用時、水原華城・華城行宮入場無料
 水原市とカカオトークで友達になると入場無料(2017年イベント)

 水原文化財団(031-290-3600) 
 www.swcf.or.kr

  37.277515, 127.016728(八達門)

水原華城 史跡第3号
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華西門

チキン
通り 

八達門
市場

八達門
観光案内所

華城行宮

長安門

蒼龍門

八達門

水原駅

東水原IC

徒歩
6分 

耳より情報

初めて水原華城に来た
旅行者のための情報

水原華城は水原の中心に位置して
おり、城壁の全長は約5.7㎞である。
城郭に沿ってドゥルレ道が造成さ
れている。砂利道もあるが、しっか
り整備されているので歩きやすい。  

公共交通を利用するなら、八達門
からスタートすると良い。近くに
華城行宮があり、水原駅から八達
門までの公共交通が便利である。
バスから降りるとすぐに目の前が
八達門市場で、チキン通りまでは
徒歩5分だ。    

八達門観光案内所   031-228-2765

水原駅-八達門路線バス  
35番, 11番, 13番, 999番, 400-4番

自動車の場合は、華城行宮駐車場
または錬武台駐車場に駐車し、近く
の水原華城から観光するのがおす
すめだ。ただし、華城行宮駐車場は
週末や祝日は混み合っており、駐車
が難しいことがある。そんな時は錬
武台駐車場を利用すると良い。基本
料金は2,000ウォンで、3時間駐車で
きる。華城行宮駐車場と錬武台駐車
場のいずれかで発券すれば、二つの
駐車場を行き来できる。

華城行宮観光案内所  031-241-2703 

錬武台観光案内所  031-228-2763

利用可能駐車場  
華城行宮駐車場、錬武台駐車場
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歩く速度によるが、所要時間は3時間30分から5時間程度

① 八達門を出発 

②  八達門観光案内所から始まる
階段を上る。西将台(華城将台)
まで坂道が続く。

③ 西将台(華城将台)
  に上がると、水原市内が一

望できる。

④ 華西門と西北空心墩、
  近代建築技術がもたらした

美しい城郭を鑑賞する。

⑤  長安門は水原華城の正門。

⑥   華虹門で凉しい
 風に吹かれながら休憩する。

⑦   訪花随柳亭で水原華城の
 美しさに出会う。

⑧   錬武台と東北空心墩への
道は歩きやすい。

⑨ 蒼龍門の芝生で
 少し休憩。

⑩ 烽墩まで平坦な道のり。

⑪  南水門に到着すれば水原華城を
すべて回ったということ。

 この辺りで空腹になるはず。

⑫  スンデタウンとチキン通りで
水原でしか味わえない料理を
楽しむ。

長安門

華西門

蒼龍門

東北空心墩

華虹門
(北水門) 

華城
行宮 チキン

通り 

スンデタウン

訪花随柳亭
(東北角楼) 

錬武台

東一舗楼

西南角楼
(華陽楼)

 西南暗門 

西舗楼

西将台

八達門

東南角楼
南水門

烽墩

西北空心墩

水原華城、どうやって観光する？
どんな旅行でも同じだが、水原華城を観光するには歩く必要がある。水原華城をきちんと
見るためには、2万歩程度歩かなければならない。城郭がドゥルレ道につながっており、
八達山にも上らなければならないが、歩くのは大変ではない。水原華城を観光するには5つ
の方法がある。

水原華城全体を見て回る
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水原華城をきちんと見ようと思うなら、城郭だけではなく、将台
や舗楼、烽墩、雉城、空心墩、角楼など多様な建築物なども全部
見て回りたい。
地形に合わせて築造されているため、八達山に建てられた西将台
(華城将台)と平地に建てられた東将台は外形が異なる。水原華城
全体を観光すれば、そのすべてを一度に見ることができる。

※ 水原華城城郭道と同一コース

水原華城全体を見て回る

水原華城を観光する つの方法5

1
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西北空心墩  MAP 6     
「空心墩」は遠くの状況を見ることができる望楼のようなもので、 

水原華城でしか見られない。
1797年に正祖大王が城を巡り歩いた際、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。西北空心墩(宝物第1710号)は、華西門に隣接している。 
西将台(華城将台)から華西門の方へ歩きながら見る全景が最も
美しい。築造当時の原型そのままで保存されており、建築学的にも
素晴らしい全景が見られる。

行き方 ① 華城行宮広場から生態
交通村を経て徒歩15分(平地)
② 西将台(華城将台)から華西門の
方へ城郭道に沿って徒歩約25分
(下り階段と坂道)

 37.285934, 127.009359

水原華城の荘厳で優雅な姿を見るためには、「水原華城全体を
観光」するのがおすすめだが、旅行者にもそれぞれ都合があるの
は当然のこと。時間がない場合や体力的に自信がない場合は、水原
華城の一部を選んで見るのも良い。では、どこを見るべきか？
観光客がよく訪れる場所は、次のとおり。(9~10p 地図参照)

水原華城の一部を観光する

西北空心墩

2
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錬武台

訪花随柳亭と龍淵

錬武台(東将台)  MAP 9   
錬武台に上がると四方が開け
ており、水原市内を眺望するの
にぴったりである。ここでは、
昔、兵士たちの訓練と指揮が行
われていた。錬武台は蒼龍門の
近くにあり、国弓体験など様々
な楽しみ方ができる。特に夕日
に染まった錬武台が美しいた
め、日暮れ時の観光をおすすめ
する。

行き方 錬武台駐車場の向かい
側、徒歩2分(平地)

 37.288415, 127.023358

訪花随柳亭(東北角楼)  MAP 8   

「角楼」は見晴らしの良い高い
丘にあり、休息のための東屋と
周囲を監視する監視台の機能
を兼ねていた。東北角楼(宝物
第1709号)は、全体が外側に突
出している。周りの景色が美し
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、美しい東屋という
意味の「訪花随柳亭」と呼ばれ
ている。

行き方 ① 華城行宮から水原川に
沿って徒歩15分(平地)
② 錬武台駐車場から長安門の方
向へ城郭に沿って徒歩15分の距離
(なだらかな坂道)

 37.287459, 127.018084

華虹門(北水門)  MAP 7   
水原川は朝鮮時代に「柳川」と
呼ばれていた。柳川は華城の北
水門から流れ込み、南水門から
流れ出ていた。北水門は華虹
門と名付けられ、夏には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、水原八景の一つに挙
げられるほどの美しさである。

行き方 ① 華城行宮から水原川に
沿って徒歩15分(平地)
② 錬武台駐車場から長安門の
方向へ城郭道に沿って徒歩約17分
(なだらかな坂道)

 37.287456, 127.017955
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水原華城には、4つの大きな城門がある。各城門を目的地と
して、その周辺の城郭を見て回るのも良い。
(9~10p 地図参照)

八達門(宝物第402号)   
MAP 1   

水原華城の南門である八達
門は、「四方八方に道が開か
れている」という意味が込め
られている。現在は、城壁の
左右が切れている。そこに道
や建物が入り込み、近くの水
原川を中心に伝統市場が発
達している。華城行宮に一
番近い城門で、築造当時の
原型がほぼそのまま保存さ
れている。

行き方 華城行宮から徒歩6分
(平地)

 37.277515, 127.016728

華西門(宝物第403号) 
MAP 2   

華 西 門 は 水 原 華 城 の 西 門
で、西北空心墩とともに西を
防御する役割を果たしてい
た。近隣の公園のススキが美
しい秋には、特に多くの人が
訪れる。西将台(華城将台)か
ら華西門の方へ移動しなが
ら見る華西門と西北空心墩
は、近代建築技術の白眉と
言われるほど美しい。

行き方 華城行宮から生態交通
村を経て徒歩15分(平地)

 37.285484, 127.009667

4大門を中心に見る3



21

長安門  MAP 3   

北門であるが、正祖大王がここから水原に入城したため、水原華城の
正門とされている。長安は「民が幸せに暮らす」という意味である。
近くの長安公園から水原華城の方を見ると、長安門とともに北舗楼、
北西砲楼が見え、水原華城の真の姿と雄大さが感じられる。

行き方 華城行宮から水原伝統文化館を経て徒歩15分(平地)
 37.288851, 127.014309

蒼龍門  MAP 4   

「華 城の東を任 せる」と言う
意味から蒼龍門と名付けられ
た。規模、形ともに華西門とほ
ぼ同じで、均衡のとれた秩序
ある美しい外観を誇る。近くに
は、錬武台や国弓体験場、フラ
イング水原と呼ばれる係留式
ヘリウム気球がある。水原華城の
美しい夜景も鑑賞できる。

行き方 錬武台駐車場の向かい
側。徒歩2分(平地)

 37.287375, 127.025097



22

華城御車は、水原華城を一番快適に見られる方法だ。内・外郭
を回りながら水原華城を一周する。歩いて感じる水原華城も良い
が、華城御車での快適な観光も意外な楽しさが味わえる。華城御
車は、純宗皇帝が乗っていた自動車と朝鮮時代の国王が乗ってい
た御輿をモチーフにして作られた。

  10:00~16:30(30分ごとに   
運行、昼休み 12:00~12:30)

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

  華城行宮華城御車チケット
売り場 031-228-4683

 錬武台チケット売り場  
 031-228-4686

 37.281791, 127.013251
       (華城行宮)

 37.288415, 127.023358(錬武台)

※   週末や祝日は、午前の早い時間
に売り切れることがあるため、 
早目に行くことをおすすめする。

※   水原シティツアーを利用しても
良い。(65p 参照)

華城御車コース

華城行宮
(チケット購入 / 乗車 
/ 15分停車後出発) 

(チケット購入 / 乗車 
/ 15分停車後出発) 

八達門 伝統市場

錬武台華虹門長安門

八達山

華西門

水原川

チキン通り 

水原華城博物館

乗車時間 40~50分程度

出発

出発

華城御車に乗って観光する MAP 9 , 12  

逃すと後悔

孝の都市、水原の象徴 孝園の鐘  MAP 21  

華城行宮の周辺を観光していると、深い響きの鐘の音が時折
聞こえてくる。「昼間になぜ鐘の音？どこから聞こえてくるのだ
ろう？」これは、八達山頂上にある孝園の鐘の音だ。三度鐘を
つくが、一度目は両親の健康、二度目は家族の健康、三度目は
自分の所願成就を祈るという 意味がある。水原へ来れば、誰
でも「除夜の鐘の音」の主人公になれる。

 華城行宮駐車場から八達山の方へ階段を利用 
  冬期(11月~2月) 09:00~17:00 / 夏期(3月~10月) 09:00~18:00
 1~2人 1,000ウォン / 3~4人 2,000ウォン 
 西将台チケット売り場  031-228-4669
 37.279431, 127.010326

4
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空から見下ろす水原はどんなだろう？フライング水原に乗れば、
水原市と水原華城が一目で見渡せる。最大20人まで乗れる係留
式ヘリウム気球で、70~150mまで昇る。ほとんど揺れることがな
いため、怖くはない。特に、照明が入る夜に乗ると、水原華城の美
しい景観に感嘆の声が上がる。風速13m/秒以上の時は運行が中
止されるため、事前の問い合わせが必要。

 水原市八達区京水大路697
 (蒼龍門駐車場)

 夏期平日 _ 11:00~22:00 
               週末 _ 09:30~22:00
 冬期平日 _ 10:00~20:00 
               週末 _ 10:00~21:00

   大人 18,000ウォン 
青少年 17,000ウォン 
子供 15,000ウォン 
※ 水原市民割引

 031-247-1300
 www.flyingsuwon.com

 37.287183, 127.025864
 

フライング水原

蒼龍門

錬武台

徒歩
3分 

水原を見渡せるフライング水原に乗る。MAP 22 

意外な面白さ

楽しくてもっとやりたくなる
国弓体験  MAP 9

水原へ来たら、外せないのが国弓体験だ。220年以上前、
兵士たちが武芸を磨いていた錬武台(東将台)で当時の兵
士たちのように格好良く弓を引いてみよう。老若男女誰で
も楽しめる。

 水原市八達区蒼龍大路103番キル 8(水原華城錬武台)
  夏期(3月~10月) 09:30~17:30 

冬期(11月~2月) 09:30~16:30  
 1回10発  2,000ウォン         031-255-8910
 37.287862, 127.023691

5
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華城行宮は、1789年に水原新邑治建設の際に
八達山の麓に建立された。水原華城の築城が
始まってから増築され、1796年にはその形が
整えられた。親孝行だった正祖大王は父の思
悼世子の墓所である顕隆園(現在の隆陵)を13
回も訪れたが、その度に華城行宮に留まった。
建立当時は576間で正宮の形を備えた国内で
最も大きく美しい行宮であったが、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。1996年に『華城城役儀軌』に基づいて復元
工事が始まり、2003年10月に公開された。現
在、2段階復元事業が推進されている。

   夏期(3月~10月) 09:00~18:00 
冬期(11月~2月) 09:00~17:00

     大人 1,500ウォン(1,200ウォン)
 青少年・軍人  1,000ウォン(800ウォン) 
 子供 700ウォン(500ウォン)  ※ (団体) : 20人以上

  37.281791, 127.013251

華城行宮 史跡第478号   MAP 12 

耳より情報

4種統合観覧チケットを購入しよう！
水原華城、華城行宮、水原博物館、水原
華城博物館を統合観覧チケット一枚です
べて利用できる。毎月第１月曜日は博物
館休館のため、発売していない。

   大人 3,500ウォン 
青少年・軍人 2,000ウォン 
子供 800ウォン
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水原を観光する旅行者にとって、華城行宮は
外せない場所である。歴史的に意味があり、
見どころも多いからだ。華城行宮の正門であ
る新豊楼では、見応えのある公演が繰り広げ
られ、奉寿堂や洛南軒にまつわる話は人々の
足を止める。建物一つ一つに意味がある華
城行宮に入ってみよう。

華城行宮を隅々まで見て回る

洛南軒

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與宅

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

新豊楼

奉寿堂

長楽堂

洛南軒 華寧殿

華城行宮地図

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
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新豊楼 で公演を見る
武芸24技示範公演、壮勇営守衛儀式、華城行宮常設広場など、
盛りだくさんのイベントが新豊楼で行われている。公演を一つ見
ただけでも、華城行宮に来た甲斐があったと思うはずだ。レベ
ルの高い公演がすべて無料というのも、水原観光を楽しいもの
にする。(25p 地図参照)

※「新豊」は「国王の新しい故郷」という意味で、
   正祖大王の水原に対する愛を示している。

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
と軍礼が見られる。式が終わっ
た後、正祖大王と一緒に写真
が撮れる。

  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
200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。 

   4月~10月 
(毎週土曜日 14:00~15:00)  

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

武芸24技示範公演

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
ていた武芸である。歴史的価
値はもちろんのこと、芸術的価
値も高い無形文化遺産で、公
演を介して韓民族の力強い気
質に触れることができる。

  毎週火曜日~日曜日
11:00~11:30(月曜日休業)

 031-267-1644
 www.artsuwon.or.kr
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奉寿堂 と 長楽堂 で
恵慶宮洪氏(正祖大王の母)

に会う

洛南軒 で正祖大王の
民への愛を感じてみる
洛南軒は華城行宮で唯一原型のままで残っている建物で、
各種行事が行えるように空間が配置されている。正祖大王
は、科挙試験(別試)をここで行ったほか、母の恵慶宮洪氏
回甲宴(還暦の祝宴)の際には、養老の宴を開き、当年61歳
の水原部の民が全員参加した。この時、自分と民の料理の
数を同じにさせることで民への愛を示した。参加した民た
ちに「青藜杖」という杖と絹を下賜し、油紙も与えた。残っ
た料理をすべて包んで持って帰れるようにという正祖大王
の気持ちが込められている。

孝行心の厚い正祖は、1795年に母の恵慶宮洪氏の回甲宴
(還暦の祝宴)を奉寿堂で開いた。本来はソウルですべての
行事が行われていたため、華城行宮で王室の回甲宴を行っ
たのは異例のことであった。当時の回甲宴を説明する配置
図と宴の料理模型が設置されている。長楽堂は、恵慶宮洪
氏の寝殿で、母を配慮して奉寿堂と長楽堂がつながるよう
に建築された。

 ちょっと面白い話
日本統治時代の暴圧に耐えた洛南軒の
柱を抱えると、良い気運が得られると
いう俗説がある。

奉寿堂
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未老閑亭 に上って華城行宮を見る
未老閑亭には「将来、年をとったらのんびりと休む東
屋」という意味があり、甲子年(1804)に世子に譲位して
華城に赴こうとしていた正祖の意志が込められた名で
ある。未老閑亭に上ると、華城行宮が一望できる。

華寧殿 (史跡第115号)で正祖大王の御真に会う
国と民のために献身した正祖大王は、惜しまれながらも1800年6月に49歳で生涯を終えた。このため、
純祖は1801年に行宮の隣に華寧殿を建立し、父正祖の御真を祀った。祭祀を執り行なうための神位を
祀った祠堂とは異なり、影殿には先王の肖像画を祀り、生前と同じように礼を尽くした。

文化観光解説士
文化観光解説士の助けを借りれば、水原華城と華城 行宮の
観光をより興味深く意味のあるものにできる。

  個人(4人以上) :当日申し込み 
(水原華城および華城行宮内案内所)  
団体(20人以上) :オンライン申し込み必須

 (7日前に申し込み)
 10:00~17:00(受付締め切り 16:00)
 水原文化財団 031-290-3600       www.swcf.or.kr    

※ 可能言語 :韓国語、英語、日本語、中国語
 (個人で申し込んだ場合、外国語での解説が難しい場合があ
る)

耳より情報
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華城行宮体験広場
普段は接するのが難しい朝鮮時代の宮中生活が経験できる。宮中衣装や大長今
衣装の試着などの服飾体験や宮中伝統体験をはじめ、常設運営されている民俗
遊びが楽しめる。

 水原市八達区正祖路825(華城行宮一帯)    4月~10月(毎週土曜日) 10:00~16:30
   水原華城行宮コイン購入後に参加      031-290-3600

※   華城行宮で行っている体験料金は、華城行宮コインで支払う。華城行宮コイン(1枚当た
り3千ウォン)、体験別に1~3枚必要 / 購入場所 :華城行宮中陽門常設体験チケット売り場

夜が聞かせる正祖の物語、行宮夜史
華城行宮を移動しながら、専門家の解説とともに
美しい都心の中の宮殿の夜景が鑑賞できる。水
原を代表する宮中茶菓とともに伝統公演の観覧
も可能だ。観客が歴史の主人公となり、知られざ
る華城行宮の場所を移動しながら、多彩な体験
ができる。

 華城行宮一帯
  5月~10月,   19:30~21:00(1回目)  

21:00~22:30(2回目)
 1人 2万ウォン(小学生以上参加可能)
 031-290-3600      www.swcf.or.kr

体験観光プログラム
華城行宮と水原華城で行われている多様な
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水原華城月光同行
空が澄んでいる季節に一時的に運営され
る夜間ツアープログラム。水原華城と華
城行宮を観覧する際に、文化解説士の解
説が加わる。月明りの下で詩や伝説を交
えた解説を聞くと、見慣れたはずの城郭
が別の姿に見えてくる。夜間の景観照明
が灯された城郭道はとても風情がある。
伝統公演も鑑賞でき、韓国人観光客はも
ちろん、外国人観光客にも人気だ。 

 水原華城一帯 

  5月~8月(19:50~22:10)  
9月~10月(19:30~21:50)

 1人 2万ウォン
 031-290-3600 
 www.swcf.or.kr

正祖大王陵行車の道体験巡礼
正祖大王がソウルと水原を行き来していた陵行車の道
はどんな道だったのだろうか。3泊4日間、その道を実
際に歩きながら、正祖大王の偉大な業績を体験する。
教育的な要素を含んでいるため、小多くの教育的要素
を盛っているから小中高生を対象としている。少し大
変ではあるが、正祖大王陵行車の道巡礼によって、心
身を鍛えて和合と協力の精神を養うことができる。巡
礼に参加した青少年には、青少年修練活動証明書が与
えられる。大部分を徒歩で巡礼するが、安全と日程を
考慮し、特定区間はバスに乗って移動する。巡礼コー
スは「昌徳宮・安養・隆陵・水原華城(城郭巡礼)」で、
合計62.2㎞。

  ホームページで参加申し込み
 7月末~8月初め(6月受付期間)
 1人 13万ウォン       031-244-2163 
 小中高生(合計240人)
  www.suwonsarang.com
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逃すと後悔

正祖大王銅像 MAP 19

水原華城と華城行宮を見たら、次はこれらすべてを作った正祖大王に会う番だ。正
祖大王は、韓国の歴史上最も偉大な王の一人である。水原華城と華城行宮を建築し
ただけではなく、水原を新しい都市として造成した。
正祖大王の偉大さは、これだけに止まらない。朝鮮時代には身分制度があったが、彼
は身分を超えて民を愛し、意思疎通と改革政治によって、国を安定させて民生を助け
た。正祖大王銅像は、華城行宮裏手の八達山の麓にある。華城行宮駐車場を通って
八達山に上れば、簡単に見つけられる。銅像の規模は高
さ6m、幅3m。銅像の後ろの建築物壁面には、園幸図や図
説、正祖大王の業績などが刻まれている。

行き方  華城行宮駐車場から八達山の方へ階
段を上る → 八達山売店で右に移動 → 
華城御車八達山停留所から150m移動 → 
正祖大王銅像  

  37.282424, 127.010892

華城行宮
駐車場

華城行宮

華城御車
八達山停留所

正祖大王
銅像

八達山

八達山
売店

徒歩
15分 
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水原華城の一味違う楽しみ方！
午前に華城行宮を観光したら、午後はどこへ行けばよいか？水原華城エリアには一味違う
楽しみ方ができる観光スポットが多い。作家たちのエネルギーが息づく工房通りや若者の
笑い声で賑やかなファッションと飲食の通り、水原の人々の素朴な日常が垣間見える壁画通
りや伝統市場まで。溢れんばかりの魅力を持つ水原の通りに出かけてみたい。
(9~10p 地図参照)

華城行宮広場
MAP 12 

水原市立アイパーク美術館 
MAP 14

生態交通村
MAP 15

長安門
MAP 3  

水原伝統文化館
MAP 16

オルタナティブ
スペース目 
(行宮洞壁画村)
MAP 17

水原華城博物館
MAP 18

チキン通り
MAP 27

12:00

16:3018:00

13:00

15:30

14:30

15:00

1

華城行宮広場
MAP 12 

工房通り 
MAP 20

南門ロデオ通り 
MAP 25

水原郷校 
MAP 13

八達門
MAP 1  

伝統市場 
MAP 26

池洞壁画村
MAP 23

池洞市場
スンデタウン
MAP 28

夕焼展望台
MAP 24

12:00

16:0018:00 16:30

12:30

14:40

13:30

14:30

2
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水原市立アイパーク美術館
MAP 14

華城行宮の隣にあり、5つの展示室と教
育室、ライブラリ、カフェテリアなどで
構成されている。現代美術というテー
マでの展示と多様なイベントを行ってい
る。大人だけではなく子供が見るにも
良い作品が展示されおり、すっきりとし
てモダンな館内を歩くのも楽しい。

 水原市八達区正祖路833

   夏期(3月~10月) : 10:00~19:00 
冬期(11月~2月) : 10:00~18:00 
毎週月曜日休館

   大人4,000ウォン(団体 2,000ウォン) 
青少年・軍人2,000ウォン(団体
1,000ウォン)

  子供 1,000ウォン(団体割引なし) 
満3歳以下 無料

 031-228-3800
 sima.suwon.go.kr

  37.282471, 127.016213

水原華城博物館  MAP 18

世界文化遺産である水原華城と韓国文化の優
秀性を知らしめるために建立された。模型や
関連遺物を介して、華城の歴史と文化を垣間
見ることができる。子供や青少年を対象に、
水原華城ブロック積み、家族一緒に挙重機作
りなど多様な体験教育も行っている。

 水原市八達区蒼龍大路21

   09:00~18:00 / 毎月第一月曜日休館

   大人 2,000ウォン(団体 1,000ウォン) 
青少年・軍人 1,000ウォン(団体 500ウォン) 
子供・高齢者無料

 031-228-4242
 hsmuseum.suwon.go.kr

  37.282722, 127.018986
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生態交通村  MAP 15

華城行宮広場から華西門方向へ5分程歩く
と、生態交通村に出る。行宮洞一帯で2013年
9月に世界で初めて1カ月間車のない村事業
を推進した「生態交通水原2013」のモデル村
に選ばれた。その後、人中心の生態交通村と
して再誕生した。生態交通村は路地ごとに見
どころがあり、「行宮洞王の路地旅行」という
プログラムに参加して路地解説士の助けを借
りて、見て回る方が良い。路地解説士と一緒
に城内の古道に入ると、「物語のある古道」、
「ナ・ヘソク古道」、「ナ・ヘソク生家址」に出
る。生態交通村コミュニティセンターに立ち
寄り村に関する情報を得て、「自転車発電機
で電球を灯す」器具などを体験するのも面白
い。村周辺には、工房や飲食店、カフェがたく
さんある。

  37.284019, 127.013196

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
 人数 5~15人 / 無料
 031-290-3615
   www.swcf.or.kr

ベロタクシー MAP 12 

2人が乗れるベロタクシーは、電気で動く自転車タクシー。10~15㎞の
速度で生態交通村と行宮洞一帯を見て回ることができる。運転手か
ら水原華城や路地のよもやま話を聞くのも楽しい。

 華城行宮広場内観光案内所の隣
   09:30~17:20, 一日7回運行50分所要(昼休み12:20~13:30)
 平日 10,000ウォン / 休日 14,000ウォン         031-290-3600 

耳より情報
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水原伝統文化館  MAP 16

水原伝統文化館は、伝統食生活体験館と礼節教育館の2棟が一
緒に運営されている。水原の伝統と正祖大王の歴史を土台にし
たストーリーのある国内最高の伝統文化体験スポットで、健康的
な伝統食教育や正しい礼節教育、文化行事、企画展示など多様な
プログラムを行っている。(事前問い合わせ必須)

 水原市八達区正祖路893      09:00~18:00, 毎週月曜日休館
  031-247-3765 (展示、婚礼、行事) / 031-247-5614 (教育、貸館)
 www.swcf.or.kr          37.287101, 127.014581

オルタナティブスペース目(行宮洞壁画村)  MAP 17

「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。すべての展示を無料で観覧できる。芸術体験空間で所定の費
用を払えば、モザイクやウッドバーニングなどが体験できる。2011年に空間文化大賞大統領賞を受賞した。

 水原市八達区華西門路82-6      11:00~19:00(月曜日休館)
 031-244-4519        www.spacenoon.co.kr        37.285810, 127.016594

水原郷校  MAP 13

水原郷校の歴史は、1291年の高
麗時代に遡る。その後、1789年
に水原邑治が4大門の中に移し、
現在の位置に移転された。1795年
の行 幸の際には、正祖 大 王が
訪れた。毎年、釈奠大祭や伝統
成年礼などの多くの行事をはじ
め、多様な教育プログラムも行
われている。

 水原市八達区郷校路107-9
  09:00~17:00 

(昼休み12:00~13:00)
 031-245-7639
   www.skk-suwon.com

  37.272540, 127.012109
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水原駅ロデオ通り・梅山路テーマ通り
水原駅ロデオ通りはショッピングにぴったりの場
所で、国内外の有名ブランドが手頃な価格で購入
できる。周辺には、水原カルビ、うなぎ焼きなど
の有名店も多い。梅山路テーマ通りは流動人口
が多い地域で、飲食店や見どころ満載の店が並
び、10代から20代の若者が多く訪れる。

   水原駅ロデオ通り  
水原市八達区郷校路3-2 
水原駅7番出口から梅山交差点まで。

  37.267648, 127.001609

  梅山路テーマ通り   
水原市八達区梅山路1街17、水原駅ロデオ通りとつながっている。

 031-257-9997        37.269493, 126.998482 

南門ロデオ通り  MAP 25

工房通りとつながっており、毎週土曜日には「南
門ロデオ土曜フリーマケット」が開かれる。多様
な商品や個性あふれる販売者との出会いも楽し
い。青少年文化公演場を中心に各種文化イベント
が行われ、思いがけない楽しみが発見できるか
もしれない。

  中洞交差点から水原郷校方向の郷校路 
(水原市八達区正祖路777番キル16)

 031-228-2765
  37.277493, 127.015397

工房通り  MAP 20

行宮洞工房通りは華城行宮から八達門までの約
500ｍの道で水原の仁寺洞と呼ばれる。工芸品
店が30軒とグルメのお店、ギャラリーカフェ約50
軒が集まっている。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。

   華城行宮広場から八達門までの行宮道(水原市
八達区南倉洞)

 031-290-3541
  37.279659, 127.014918
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チキン通り  MAP 27

水原へ来たら、必ず味わいたいのがチキンだ。
かわいた喉を冷たいビールで潤し、チキンを一
口食べると自然と笑顔になる。1970年代からチ
キンの店が水原川周辺で一つ二つとでき、チキ
ン通りが生まれた。現在は、八達路100mの通
りに10店以上のチキン専門店がある。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。安い上に量も多く、学生の客が多
い。噂が広まり、全国各地からの客でいつも混
み合っている。

池洞市場スンデタウン  MAP 28

スンデタウンがある池洞市場は、南水門の近く
にある。水原華城を観光して空いたお腹には、
スンデ(豚の腸詰め)入りスープが最高だ。池洞
市場1階にあるので訪れやすく、スンデタウンに
入れば20店以上のスンデ専門店が目に入る。ど
の店でも、スンデタウンならではの安くてボリ
ュームたっぷりのおいしさと情が感じられる。

 水原市八達区八達門路19
 031-256-4314      06:00~23:00
  37.277996, 127.019504

 水原市八達区八達門路一帯  
  12:00~24:00      

  37.279511, 127.017723

池洞スンデタウン

수원화성박물관

01 鍾路チキン

02 メヒャンチキン

03 ジョンガクチキン

04 ヘミチキン　

05 アシチキン

06 水原チキン

07 ジンミチキン

08 中央チキンタウン

09 ヨンソンチキン

10 南門チキン

11 束草市場チキン

12 ジャンアンチキン

13 イルミチキン화성행궁

2017年9月現在

수원문화재단

팔달문
여민각

01

02

03

04 05 06
07

08

09

10

11

12

13
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水原華城の伝統市場  MAP 26

水原華城には、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。公共交通を利用する場
合、八達門で降りればすぐ目の前が八達門市場だ。衣
類やかばん、靴、アクセサリー、貴金属店などに特化
されている。

   水原市八達区八達門路5-10    
 031-228-4675, 251-5153     37.277794, 127.018391

栄洞市場は、八達門市場と接している。3階建ての建物
の中に200店舗以上集まっており、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。韓服以外に麻布
や木綿、カーテンなどの取引も活発だ。
注目したいのは、2017年7月にオープンした「28青春青
年モール」だ。栄洞市場の2階にある540坪の文化体験
ショッピング空間で、28人の青年商人が固く団結して
文化特化商品やデザート、フードを販売している。池洞
橋と車のない通りでは、文化夜市が開かれる。フードト
ラック18台が17時から23時まで営業しており、新しい
観光スポットとして注目を浴び、すでに多くの人が訪れ
ている。

 水原市八達区水原川路255番キル6   
 031-251-0171    37.276855, 127.018707
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池洞市場とミナリグァン市場、モッコル総合市
場は、栄洞市場の向かいにある市場で、スン
デや餠、茹で豚、農畜産物、韓薬の材料など
食品を主に販売している。池洞市場は、100年
以上前の行商人の活動に伴って成長した市場
で、今も多くの市民が安くて質のよい食品を買
うために訪れる。
水原華城の伝統市場は、水原川を挟んでファ
ッションと食品を一度にショッピングできるた
め、大きな魅力がある。伝統市場だけを見る
ために、水原を訪れる人も多い。

池洞橋
池洞市場

ミナリグァン市場

モッコル
総合市場 

南門ファッション1番街市場

八達門市場 栄洞市場

八達門

  池洞市場 _ 水原市八達区八達門路19 
 031-256-0202      37.277645, 127.019249

  ミナリグァン市場
 水原市八達区水原川路264番キル13 

 031-254-7795      37.277113, 127.020127

    モッコル総合市場    
水原市八達区水原川路258番キル10-12 

 031-246-5638      37.275460, 127.021115

意外な面白さ

池洞壁画村 MAP 23 
夕焼展望台&ギャラリー MAP 24

村の古い建物と暗い路地の雰囲気を変えよう
と、2011年に池洞壁画プロジェクトが始まっ
た。このプロジェクトにより、村は様々な顔を
持つようになった。路地ごとに多様なテーマ
の壁画が描かれ、注目を集めている。蒼龍村創
作センターで、村に関する情報が得られる。
夕焼展望台&ギャラリーは、水原第一教会の屋
上にある。海抜138mの高さで、13階の屋外展望
台に上ると、水原華城と街並みが一望できる。
教会事務室で鍵を受け取って上れば良い。

蒼龍村創作センター   
  031-248-7881     37.280398, 127.021548

水原第一教会 
  031-244-1004     37.279907, 127.022642



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。

東水原
光教の自然と博物館が勢揃い
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おすすめコース
東水原には、光教湖水公園、光教貯水池、光教山などがあり、自然環境が広がっている。軽い
登山や散歩など、のんびりと滞在しながらくつろげる観光地だ。水原の代表的な博物館である
水原博物館、光教新都市造成の際に出土した遺物を集めた水原光教博物館、安貞桓選手の
ゴールデンボールが展示されているサッカー博物館、国内唯一の地図をテーマにした地図
博物館など、ユニークなテーマを掲げた博物館も見どころである。
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東水原IC 

光教上峴IC

水原光教博物館
MAP 2

光教湖水公園
 MAP 8

水原博物館
MAP 1

地図博物館
MAP 3

蒼龍門  MAP 4    
(水原華城) 

サッカー博物館 
MAP 4

奉寧寺
MAP 9

蒼龍門  MAP 4   
(水原華城) 

光教貯水池 MAP 6  
(光教公園、光教山) 

水原カルビ
MAP 10

水原カルビ
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水原博物館  MAP 1

水原の歴史と文化が分かる「水原歴史
博物館」と韓国書道史が一目で見られ
る「韓国書道博物館」で構成されてい
る。先史時代から1960年代の栄洞市
場通り再現まで、水原の歴史と文化、
人物に関する資料が展示されている。
韓国書道博物館は書道専門の博物館
で、所蔵遺物は約6千点に及ぶ。英祖
と正祖が自ら筆をとった御筆帖などが
ある。

 水原市霊通区蒼龍大路265
 09:00~18:00(毎月第一月曜日休館)
    大人 2,000ウォン / 青少年・軍人  

1,000ウォン / 子供・高齢者無料 
   031-228-4150
 swmuseum.suwon.go.kr 

  37.297540, 127.035860

水原光教博物館  MAP 2

光教新都市開発過程で発掘された遺物をはじめ、独
島に関する資料、近代歴史と風俗、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。子供の
目線に合わせた体験など多様なプログラムも運営して
いる。

 水原市霊通区光教路182
 09:00~18:00(毎月第一月曜日休館)
  大人 2,000ウォン / 青少年・軍人 1,000ウォン

 子供・高齢者無料
   031-228-4175      ggmuseum.suwon.go.kr
  37.296377, 127.051389

 

地図博物館  MAP 3

国内唯一の地図博物館で、地図の発達過程や製作過
程が見られる。韓国や世界の古地図、各種測量遺物な
どが展示されており、「訪ねて行く地図博物館サービ
ス」などを運営している。

 水原市霊通区ワールドカップ路92
 10:00~17:00        無料           031-210-2667
    museum.ngii.go.kr        37.276134, 127.055174
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サッカー博物館  MAP 4

韓国サッカーの歴史に出会える博物館である。韓国で初めて
使用されたサッカーシューズやサッカーボールが展示されて
いるほか、2002年ワールドカップ太極戦士、パク・チソン記念
コーナーが設けられている。アン・ジョンファン選手のゴール
デンボールも注目の展示だ。

 水原市八達区ワールドカップ路310
 10:00~17:00(毎週月曜日休館)
   大人・青少年 1,000ウォン / 子供・高齢者 500ウォン 
 031-259-2070        suwonworldcup.gg.go.kr
  37.286088, 127.035791

 

奉寧寺  MAP 9

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、薬師殿の神衆幀画、現王幀画が京畿道有
形文化財に指定されている。樹齢800年の保護樹であるイ
ブキが歴史を物語っている。また寺院料理フェスティバルが
毎年開催され、多彩な寺院料理文化がその場で体験できる。

 水原市八達区蒼龍大路236-54       無料
 031-256-4127         www.bongnyeongsa.org
  37.291515, 127.037473

逃すと後悔

水原カルビ MAP 10

19 4 0 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。
水原全域で味わうことができるが、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。

※  カルビ店と模範飲食店の詳細情報は、水原市ホー
ムページで確認できる。
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光教公園  MAP 5  
光教貯水池  MAP 6  

光教山  MAP 7

光教山は海抜582mで、水原市、龍仁市、義王市に
またがる名山である。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。彰聖寺址をはじめ、多くの古跡
があるほか、10コースの登山コースもある。光教山
森林浴場には、チョンニョン庵入口から京畿道保健
環境研究院まで散策路が造成されており、水原八
色道のジゲ道とモス道につながっている。
光教公園は都心の中の緑地公園で、広い芝生や散
策路、音楽噴水、生態河川がある。季節に応じて様
々な花や木が彩りを添え、散歩にぴったりの場所
だ。光教貯水池には、水辺に沿って約10㎞のヌリ道
(ドゥルレ道)が造成されている。春になると、水辺に
咲いた桜を見るために多くの人が訪れる。レンタサ
イクルがあるため、自転車に乗って水辺を見て回る
のも良い。

S
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S

S

S
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京畿大学校

百年水頂上

ヤンジ峠

トキ峠

ノルモク 

ススキ畑 通信大ヘリポート 

光教ヘリポート 

遅遅台

上光教バス終点

ハンチョル薬水場

壺トイレ
亀岩

青蓮庵
蛍のトイレ

下光教沼

百年薬水場

キョンドンウォ
ン分かれ道
光教休憩所

ムンアムゴル入口 

ハンマウム広場

京畿道保健環境研究院

砂防ダム

寺址薬水場

光教山登山コース
光教山

 水原市長安区上・下光教洞 
 031-228-4574, 228-5575   
 greencity.suwon.go.kr

  37.328058, 127.015085

光教公園・光教貯水池  
 水原市長安区光教山路159
 031-228-4508
  37.301633, 127.030769

公営レンタサイクル  
  行宮広場、華西門、長安門、錬武台、

ホタル休憩所、光教橋、バス終点
  09:00~18:00(夏季 19:00まで)  

毎年 3.1~11.30 運営
   1回  / 1,000ウォン 

(スマートフォンで本人認証後利用)
 031-228-3434

コース別距離

① 13㎞ ② 2.2㎞ ③ 4.0㎞
④ 1.6㎞ ⑤ 1.9㎞ ⑥ 2.2㎞
⑦ 1.9㎞ ⑧ 6.5㎞ ⑨ 1.7㎞
⑩ 2.0㎞
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光教湖水公園  MAP 8  
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、多目的体験場、家族連れがピクニックできる野
外公演場、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。2019年には、ここに水原コンベンションセンターが建設
される。展示場や会議室、MICE複合団地施設に加え、センター周辺
にはデパートやホテル、大型水族館ができるため、水原の新しいラン
ドマークとなる予定だ。

 水原市霊通区光教湖水路 57
 070-8800-2460
  37.281651, 127.070650

アーバンレヴィ
水辺のデッキから湖周辺の美しい景観を眺める
ことができる。 

スポーツクライミング場
直径110mの大規模な芝生広場で簡単なピクニッ
クができる。レジャー活動と公式大会が可能な
高さ17mの人工岩壁場が設置されている。

光教カフェ通り
水原のカロスキルと呼ばれ、カフェやレストラン、
工房、オーガニックパンや衣類の店、美容室など
が並んでいる。麗川の両側に屋外カフェや飲食
店が多くあり、のんびりとした時間が楽しめる。

 水原市霊通区セントラルパーク路127番キル一帯 

耳より情報

家族キャンプ場
   抽選受付 :毎月1日~15日  

先着順予約 :毎月17日午前11時から 
 031-548-0075
 www.suwonfmc.or.kr/ggcamping

施設別 使用
基準

オン
シーズン

(7~8月)

オフシーズン

週末·祝日 平日

オート
キャンプ

場
1ヶ所

(1台当たり) 25,000ウォン 25,000ウォン 20,000ウォン



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。

水原市庁周辺
歴史と文化が薫るテーマ通り

03

나혜석상

霊通区庁

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
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国際姉妹都市
テーマ通り
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観光案内所
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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
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1  ナ・ヘソク通り
2  国際姉妹都市
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自然環境
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国際姉妹都市
テーマ通り   MAP 2

ナ・ヘソク通り 
MAP 1

水原市庁駅 
(盆唐線)

粤華苑 MAP 3  
(中国伝統公園)

KBS水原ドラマセンター
MAP 4

サムスンイノベーション
ミュージアム
MAP 5

水原市庁駅周辺の
ショッピング街で
夕食

10:00

18:30

11:00

16:00

13:00

14:30

おすすめコース
韓国初の女性西洋画家ナ・ヘソクを記念したナ・ヘソク通りと水原市と姉妹提携を結んだ16都
市の象徴造形物が設置された国際姉妹都市テーマ通り(マロニエ通り)が都心にある。ドラマの
ロケ地として有名な粤華苑(孝園公園)、ドラマ制作過程が見られるKBS水原ドラマセンター、サム
スン電子の歴史と技術を知ることができるサムスンイノベーションミュージアムがある。デパート
やアウトレットなど大型ショッピングモールも中心部に位置している。
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ナ・ヘソク通り  MAP 1

韓国の代表的な新女性であり、独立
運動家、西洋画家であるナ・ヘソク
(1896~1948)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、歩行者専用道路では、ストリート
パフォーマンスやイベントなどが楽し
める。

※   水原市立アイパーク美術館には、
 ナ・ヘソクの絵が常設展示されている。
 (33p 参照)

  水原市八達区権光路
   www.suwon.go.kr

  37.263888, 127.034634

粤華苑(中国伝統公園)  MAP 3

孝をテーマに造成された公園。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。池の中には中国園林の代表的な
建築物の一つ「越房」がある。ドラ
マ「月の恋人－歩歩驚心 麗」が撮影
された場所でもある。

 水原市八達区東水原路397 
 031-228-4192
  37.264303, 127.038210
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国際姉妹都市テーマ通り  MAP 2

(マロニエ通り)

水原市と姉妹提携を結んだ世界16都市のうち、13都市の象徴造形
物が設置されている。水原市と国際姉妹都市間の友好を記念する
ために造成された。都市造形物には説明資料があり、ゆっくり読
みながら歩くと、その都市を旅しているような気分になれる。

 水原市八達区権光路142番キル   
  37.259769, 127.033236

サムスンイノベーションミュージアム  MAP 5

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        031-200-3113 
 www.samsunginnovationmuseum.com

  37.257656, 127.055581

KBS水原ドラマセンター 
MAP 4

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を
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 
/ 無料(KBS会員登録必須)

 031-219-8081, 8082, 8014
 office.kbs.co.kr/suwon

  37.271173, 127.030873
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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。

西水原
解憂斎と都心で出会う美しい水辺
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おすすめコース
水原旅行で外せないのが、万石渠と祝万堤だ。都心にあるため、アクセスが良く、気分を爽
快にしてくれる水辺の空間と夕日が美しい。正祖大王が築いた貯水池で、歴史的意味も深
い。別名「糞博物館」と呼ばれる解憂斎(トイレ文化公園)も異彩を放つ観光スポットだ。
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祝万堤  MAP 1  
(西湖公園)

万石渠 MAP 2  
(万石公園)

西水原IC - 水原市美術展示館
MAP 4

解憂斎  MAP 5

10:00 11:30 13:00

14:30
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万石渠(万石公園)  MAP 2

万石渠は水原華城を築きながら、近隣の人々が
農業をすることができるように、正祖大王が1795年
に作った貯水池だ。貯水池の水辺に沿って散歩
にぴったりの道がある。春になると水辺に桜が咲
き、華やかになる。また、5~9月まで音楽噴水ショ
ーが開かれ、一味違った楽しさが味わえる。

 水原市長安区松竹洞434 
 031-243-8366
  37.301607, 127.001058

水原市美術展示館  MAP 4

水原華城を形象化して作られ、1999年12月に開
館した。万石公園内に位置する。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,  

毎週月曜日、1月1日、旧正月と秋夕休館
 無料 
  031-243-3647
   www.suwonartcenter.org

  37.297011, 126.999421

祝万堤(西湖公園)  MAP 1

祝万堤は1799年、正祖大王が干ばつの備えと
して築いた。水原華城の西にあることから「西
湖」とも呼ばれる。2016年に国際かんがい排水
委員会(ICID)によって世界かんがい施設物遺産
に登録された。湖の南側にある杭眉亭から眺め
る景色は美しく、純宗皇帝も訪れた。特に夕日
が美しく、水原八景(西湖落照)の一つに数えら
れている。

 水原市勧善区西屯洞
 031-228-4192
  37.280710, 126.989364
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解憂斎(トイレ文化公園)  MAP 5

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。三国時代から朝鮮時代ま
でのトイレの変遷史が一目で分かる。世界のトイレ
文化をリードするトイレ文化の中心地として位置付
けられている。

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

冬期(11月~2月) : 10:00~17:00  
(毎週月曜日休館)

 無料
 031-271-9777
   www.haewoojae.com

  37.319201, 126.977981

七宝山  MAP 3

海抜238mの山で樹林が生い茂り、あちらこ
ちらに自然湿地が造成されている。谷には
四六時中澄んだ水が流れており、多くの市民
が訪れる。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

  37.263416, 126.942737

S

S

S

S

S

S

SS

A

2

3

5

6

7

1

1

8

4

七宝薬水場(基点) 

オリョンコル入口

舞鶴寺

舞鶴寺入口

開心寺

上村小学校
LGビレッジトイレ

チョンソッコル薬水場

龍華寺入口

龍華寺

第3展望台

通信大
第2展望台 

泉川IC

七宝山頂上

チョンソッコル
薬水場頂上

LGビレッジ頂上 

開心寺頂上

舞鶴寺頂上

第1展望台 

オリョンコル頂上

七宝山登山コース

コース別距離

① 合計7.0㎞ ② 合計1.0㎞
③ 合計1.0㎞ ④ 合計0.75㎞
⑤ 合計0.7㎞ ⑥ 合計0.43㎞
⑦ 合計1.9㎞ ⑧ 合計0.5㎞
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水原華城が完成した後、正祖大王は檀園 金弘道に水原の春と秋の 景色をそれぞれ8枚ずつ描くよう

に命じた。 春八景、秋八景はその後少しずつ変形し、今日、次のように伝えられている。

水原の四季が盛り込まれているため、気長に訪れたい。

光教積雪
光教山に白い雪が降ると、山の景色が一変   
する。真冬に山を覆う白い雪や早春のシル峰の
春雪が美しい。

場所  光教山

季節  冬

花山杜鵑
春が来ると、隆陵、健陵のある花山周辺で    
ツツジが咲き誇る。春風とともに山全体が赤く
染まる。

場所  隆陵、健陵 

季節  春

八達晴嵐
夏に雨が降った後、空が晴れ渡ると八達山の
森に霧が立ち込める。八達山と自然がもたらす
霧は神秘的でもある。

場所  八達山

季節  夏

南堤長柳
華虹門から華山陵まで水原川の堤防の両側に
柳が生い茂っている。垂れ下がった柳の枝の
間を散歩するのは格別だ。

場所  水原川

季節  春・夏

水原を代表する美しい八ヶ所

水原八景

木が垂れ下がった水原川の堤防 万石渠の春の風景
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北池賞蓮
夏の終わりになると、万石渠に紅白の蓮の花が
咲く。色々な花とともに美しい景観を醸し出す。

場所  万石渠(万石公園) 

季節  夏・秋

龍池待月
龍淵から訪花随柳亭の上に浮かんだ月を眺め
ると、訪花随柳亭の夜景と月が調和して魅力的
な雰囲気を醸し出す。

場所  訪花随柳亭(東北角楼) 

季節  秋

西湖落照
夕暮れ時、西湖を麗妓山の影が覆う。その上に 
夕陽が落ちると一面が黄金色に染まり、訪れた
人々に深い感動を与える。

場所  西湖公園

季節  通年

華虹観漲
光教山の深い渓谷から湧き出た水が華虹門の
7つの水門を抜け、凉しい水しぶきを上げる。  
まるで玉のように明るく清らかである。

場所  華虹門

季節  夏

万石渠の春の風景 龍淵から眺めた訪花随柳亭

華虹門の夜景
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八色道 
済州島にオルレ道があるように、水原には八色道がある。水原全域を
つなぐドゥルレ道で、水原の歴史や文化、自然に出会える。都心の中の
生命の道である「モス道」、水原を代表する風景の道「ジゲ道」、川と
森の情緒がたっぷり漂う「メシル道」、光教貯水池と遠川湖をつなぐ
「ヨウ道」、霊通の市街地をつなぐ「ドラン道」、水原市の境界を回る
「水原ドゥルレ道」、正祖大王が顕隆園を往復した「孝園道」、水原華
城を一つにつなぐ「華城城郭道」があり、合計8コース、147.8㎞の道の
りだ。

   水原市公園緑地事業所 
031-228-4568 

 www.koreatrails.or.kr 

道で水原の歴史と自然に会う

水原の道
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自転車道(コース)
水原の自転車コースは、「水原華城観光コース」、「華
西駅周辺循環コース」、「黄口池川循環コース」、「霊
通駅循環コース」で構成されている。水原華城観光コ
ースは八達門から始まり、蒼龍門、水原華城博物館へ
の1コースと長安門、華西門、京畿道庁、華城行宮への 
2コースがある。長安門、華西門、錬武台、華城行宮など
にレンタサイクルがあるので、便利だ。他にも、自然河
川を横切る黄口池川循環コース、霊通駅を中心に都心
を回る霊通駅循環コース、祝万堤と西湖公園が観光で
きる華西駅周辺循環コースがある。

 水原市道路交通管理事務所道路管理課 031-228-3434
 www.suwon.go.kr

蒼龍門

長安門

華西門

水原華城
博物館

烽墩

東南角楼八達公園

八達山

八達門

池洞

長安洞

華西2洞 

西屯洞

華城行宮

華西駅

華山橋
交差点

麗妓山公園

西湖公園

西湖貯水池

祝万堤

華西住公3団地

熟知中交差点

泉川地下車道

程川小学校交差点

1

2

華西駅周辺循環コース
走行距離6.89㎞ 所要時間26分

水原華城観光コース
① 走行距離2.67㎞ 所要時間10分
② 走行距離4.84㎞ 所要時間25分

公営レンタサイクル 

  行宮広場、華西門、長安門、錬武台、
 ホタル休憩所、光教橋、バス終点

  09:00~18:00(夏季19:00まで)  
毎年3.1~11.30運営

   1回  / 1,000ウォン
 (スマートフォンで本人認証後利用)

 031-228-3434
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水原華城文化祭 
2018年で55回を迎える水原の代表的なイベント
で2018京畿観光代表イベントに選定される程、
韓国固有の伝統や文化そして歴史が含まれてい
る。その荘厳な儀式を見るだけでも十分に楽し
める。正祖大王御陵行幸をはじめ、恵慶宮洪氏
進饍宴などが再現され、水原華城文化祭に合わ
せて色々な祭りが水原のあちらこちらで開催され
る。

水原だけの燦爛たる文化・芸術の饗宴

水原の祭り
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正祖大王王陵行次の共同再現
「正祖大王陵行幸」は、朝鮮22代正祖
大王の1795年の乙卯年華城遠行を再
現した大規模行列である。ソウルの昌
徳宮から出発して思悼世子の墓であ
る華城隆陵までの59.2㎞を移動しな
がら披露される韓国最大の王室パレ
ードで多様な再現プログラムや体験
プログラムが用意される。

武芸ブランド公演「夜操」
『園幸乙卯整理儀軌』に記録された壮勇営兵士の

夜間軍事訓練を現代的な感覚で再現する。蒼龍門
や城郭、広い芝生の舞台で開かれる大型野外公演
で、大規模な出演陣と光、音、映像、武芸パフォーマ
ンスが一つになった華やかな公演を披露する。

宮廷文化再現 
正祖大王が母の恵慶宮洪氏のために用
意した回甲宴(還暦の祝宴)をはじめ、
正祖大王親臨科挙試験が再現される。
韓国固有の伝統文化に出会え、市民や
観光客にユニークな見どころを提供
する。

 華城行宮広場、水原川、国弓場など水原華城一帯
  毎年10月第一週(詳しい日程はホームページ参照)         031-290-3600         www.swcf.or.kr
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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、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、興味深い
水原の歴史と文化についての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、華城行宮、水原伝統文化館、
 水原市立アイパーク美術館、水原華城博物館 

  毎年8月(日程詳細と参加方法はホームページ参照)
 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。また、市民戯曲朗読など市民が舞台の主人公と
なる市民主導型プログラムが楽しさを加える。

  華城行宮一帯
 毎年5月初め(日程詳細はホームページ参照)
 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(日程詳細は「水原観光」ホーム

ページ参照)
 031-250-5300
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水原バレエ祭り 
全国の民間バレエ団体の公演が誰でも楽しめるバレエ
祭り。「バレエ、美しい分かち合い」というテーマで開催
され、クラシックバレエから創作バレエ、「バレエミュー
ジカル」まで多様なバレエ作品に出会える。

 水原第1野外音楽堂 
  毎年9月(日程詳細はホームページ参照)
 02-2263-4680 
 www.balletstp.kr

水原華城国際音楽祭
世界的なアーティストが水原華城に集まり、水原が国際
的な音楽都市になる。本格的なクラシック公演だけでは
なく、老若男女誰もが一緒に楽しめる多彩な音楽会が
繰り広げられる。

 水原第1野外音楽堂、水原SKアトリウム
  隔年開催(2018年日程は後日「水原観光」ホームページに

掲載)
 031-250-5300

水原情報科学祭り 
水原情報科学祭りは、青少年の健全な情報文化の普及
と未来の科学人材育成のために毎年水原で開催される。
科学と最先端のIT文化が体験できる。

 水原総合運動場一帯 
  毎年10月(日程詳細は「水原観光」ホームページ参照)
 031-228-2671

水原観光ホームページ   www.suwon.go.kr/visitsuwon

水原食物文化祭り 
水原の伝統的な料理である水原味付け
カルビをはじめ、中国料理、日本料理、国
際姉妹都市の料理などの試食や割引販売
イベントが行われる。他にも多様な食べ物
体験プログラムやイベント公演があり、 
見どころ、食べどころ、楽しみどころが  
満載だ。

 水原総合運動場
 水原華城文化祭期間中 

 (日程詳細はホームページ参照)
 031-228-2233
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水原観光のための交通情報

水原は京畿道中南部にある都市で、首都圏交通の中心地である。ソウルとは一時間の距離(電車と
バス利用時)で、龍仁市、華城市、義王市、安山市と接している。首都圏地下鉄や列車、KTX、広域バスなど、
公共交通を利用しても速く簡単に水原にアクセスできる。自動車の場合は、嶺東高速道路、京釜高速
道路、水原光明高速道路など、水原を通る高速道路を利用すれば良い。
水原交通情報  its.suwon.go.kr

ソウルを出発するすべてのセマウル号、ムグンファ号列車が水原駅に停車する。(30分所要)料金は、
2,700 ~4,800ウォンで列車の種類によって金額が異なる。電車やバス利用が不便な場合、近隣に
列車の駅があれば利用すると良い。ただし、KTXは一日に二本しか水原駅に停車しない。

KORAIL   www.letskorail.com
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ソウルと水原は広域バスで結ばれて
いる。広域バスは、蚕室、江南、舍堂、
ソウル駅などから出発する。
(料金2,500ウォン前後) 
交通カードを利用すると少しお得で
ある。
京畿バス情報   www.gbis.go.kr
BUSTAGO  www.bustago.or.kr

首都圏1号線と盆唐線、新盆唐線で水原に来ることができるが、1号線九老駅で水原行きと仁川行きの
電車に分かれるので注意が必要だ。1時間程で水原に到着する。(料金2,000ウォン前後)急行電車も
運行している。1号線急行電車には、ソウル駅または龍山駅で乗車できる。

電車

広域バス 出発地 バス路線 出発地 バス路線

江南

3000

舍堂

7000

3002 7001

3003 7002

3007 7700

M5422 7780

5100 7790

ソウル駅

7900 7800

M5107
蚕室

1007

M5115 1007-1

M5121
城南 

2007

8800 4000

光教 光教中央 上峴 星福 水枝区庁 東川 清渓山
入口

良才
市民の森

新盆唐

藪内

亭子

二梅

板橋

メボン

良才

駅三

江南

成均館大 華西 水原 細柳 洗馬

梅橋

烏山大 烏山 振威 松炭

水原市庁 梅灘勧善 網浦 霊通 清明

1号線

盆唐線

餅店

西東灘

京江線
2号線
3号線

水原市電車路線
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水原駅
水原市八達区徳霊大路924 
1544-7788 / www.letskorail.com

水原総合バスターミナル
水原市勧善区京水大路270 
1688-5455
www.suwonterminal.co.kr

西水原市外バスターミナル
水原市勧善区水仁路291 
1688-8507
www.seosuwonterminal.co.kr

水原は隣接する都市だけでなく、国際 空港のある都市との交 通ネットワークも整っている。大邱、
釜山、光州などは列車とバス、春川、江陵、清州などはバスを利用するとよい。

どこからでも簡単に
アクセスできる 
水原

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
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水原観光記念品

水原観光記念品には、水原の歴史と文化がそっくりそのまま盛り込まれている。ユネスコ世界遺産の水原華
城をモチーフにして、「陵行図名刺入れ」、「陵行図ミニ屏風」、「水原華城手鏡」、「アートランプ」などが作られ
た。韓国の文化や情緒が感じられる宝石箱や多様な実用品も販売されているほか、水原を象徴するキャ
ラクター「スウォン」などの記念品もある。

水原観光記念品販売所 

販売所 住所 電話

水原市庁(観光課) 水原市八達区孝園路241(仁渓洞) 031-228-3834

水原(駅)総合観光案内所 水原市八達区徳霊大路924(梅山路一街) 031-228-4672

水原博物館 水原市霊通区蒼龍大路265(二儀洞) 031-228-4150
水原華城博物館
ミュージアムショップ 水原市八達区蒼龍大路21(梅香洞) 031-204-6126

水原華城アート名品館 水原市八達区行宮路11(南昌洞) 031-252-5652

錬武台売店(錬武亭) 水原市八達区蒼龍大路103番キル20(梅香洞) 031-241-8065

長安サランチェ 水原市八達区ジョンジョロ89３（長安洞） 031-247-8100

陵行図ミニ屏風
28,000ウォン

アートランプ
30,000ウォン

水原八景扇子
11,000ウォン

水原華城手鏡(ワンタッチ)
15,000ウォン

扇錘宝石箱
23,000ウォン

キーリング
4,000ウォン

陵行図名刺入れ
17,000ウォン

2018년 1월 12일 기준
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水原シティツアー

専門解説者が同行して、主要コースについての説明をしてくれるので、深みのある旅行ができる。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、光明洞窟が含まれた2コース、隆
陵、健陵とムルヒャングギ 樹木園などが含まれた3コースがある。 水原華城を中心として見回るコース１、光
敎湖水公園が含まれるコース２、 隆健陵と龍珠寺が含まれるコース３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 
· 水原駅(1号線、盆唐線)下車後4番出口に移動 
· バス 3000、1007、7770、8409、10、1番

※龍南高速バスの場合、水原駅で下車後、4番出口に移動
 通年運行(毎週月曜日は定期休業 
  031-256-8300 

  www.suwoncitytour.co.kr

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

1
コース

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

大人 11,000원

学生・軍警 8,000원

高齢者 5,000원

未就学児童 4,000원

※3月～10月は金曜日、土曜日除外

09:50~12:50 / 約4時間
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※ 2018年5月現在。 路線は変 更されることがありますので、ご利用になる前に電話にてお問い合わせ下さい。]

水原•隆健陵コース 
毎週日曜日
(09:30 ~ 17:00)

3
コース

水原総合案内所
(水原駅)S

大人 12,000원

学生・軍警 9,000원

高齢者 6,000원

未就学児童 5,000원

09:30~17:00 / 約7時間

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

2
コース

水原総合案内所
(水原駅)S

大人12,000원

学生・軍警 9,000원

高齢者 6,000원

未就学児童 5,000원

※3月～10月運行

09:50~17:00 / 約7時間

解憂齎
華城行宮
(武芸24技)

錬武臺
(国弓体験)

華虹門
(訪花隨柳亭)

光教湖水公園 池洞市場
(昼食)

水原華城博物館

華西門•長安門
(経由)

華虹門
(訪花隨柳亭)

華城行宮
(武芸24技)

錬武臺
(国弓体験)

八達門
(経由)

池洞市場
(昼食)

龍珠寺 隆•健陵

期間 年中無休

予約 Let’s Korailのホームページ（www.letskorail.com）にてお願いします。

コース コレール　rail シティーツアー

割引  シティーツアー搭乗 券　1,000ウォン値引き 

列車料金　約10～30％割引

ユネスコ世界文化遺産の水原
華城一周

列車ツアー
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宿泊

観光ホテル業現状
ホテル名 住所 客室数 電話番号
(株)コリア観光ホテル 八達区ゴンガンロ175ボンギル62(仁溪洞） 70 031-221-5678

HOTEL EAST 八達区ゴファロ9ボンギル25(メサンロ2ガ) 21 031-245-0003

MS HOTEL 勧善区ヒョウォンロ220ボンギル22(勧善洞) 56 031-221-1100

グットモーニングハウス 八達区パルダルロ168(華西洞、支社官舎) 5 031-248-2903

ニュー水原観光ホテル 八達区ファソムンロ72ボンギル33(北水洞) 56 031-245-2405

ドノホテル 八達区シンプンロ68(長安洞)  41 031-258-8881

ラマダプラザホテル水原 八達区ジュンブデロ150(仁溪洞） 288 031-230-0012

ランドマークホテル 霊通区ボンヨンロ1591(霊通洞) 64 031-202-3773

マルホテル 八達区ゴファロ9ボンギル33(メサンロ2ガ)  32 031-8019-8090

マルⅡ 八達区ゴファロ9ボンギル34(メサンロ2ガ)  31 031-8019-8090

バリホテル 霊通区バンダルロ35ボンギル17(霊通洞) 41 031-202-2500

ビズホテル 八達区ゴメロ5(高等洞) 100 031-245-5588

シャンハイホテル 八達区ヒャンギョロ3ボンギル52(メサンロ1ガ) 70 070-4169-0324

サンシャインホテル 八達区インゲロ94ボンギル39ー14(仁溪洞) 47 031-233-9984

ベニキア水原観光ホテル 勧善区ヒョウォンロ266ボンギル9(勧善洞) 40 031-236-7112

ノボテルアンバサダー(水原) 八達区ドクヨンデロ902(メサンロ1ガ、ノボテルアンバ
サダー水原)  

287 031-547-6600

水原ホステル 八達区ヘングンロ11(南昌洞) 31 031-254-5555

シルクロードホテル 八達区インゲロ94ボンギル27ー19(仁溪洞)   90 031-232-9981

シンポニー観光ホテル 霊通区バンダルロ128ボンギル13(霊通洞)  64 031-206-2107

アモール観光ホテル 霊通区バンダルロ128ボンギル9(霊通洞)  64 031-206-0942

アイビーステー 八達区ガッメサンロ76ボンギル9(高等洞)  67 031-246-7799

アイワイ観光ホテル 八達区ギョンスデロ466ボンギル27(仁溪洞)   52 031-235-7001

アレックス72ホテル 八達区ヒョウォンロ235ボンギル35(仁溪洞)  72 031-8019-8880

屋上パーティー 長安区パルダルロ271ボンギル8、ジャンアンジャン旅
館4階(迎華洞)  

3 070-7709-7024

ユソンホテル 八達区ガッメサンロ25ボンギル3(メサンロ2ガ)  90 031-245-1188

イビスアンバサダー水原 八達区ゴンガンロ132(仁溪洞) 240 031-230-5130

ジャニビ 勧善区ジャンダリロ75(勧善洞)  31 031-221-8008

ジョイプラスホテル 八達区インゲロ166ボンギル23(仁溪洞) 42 031-221-6817

タソスホテル 勧善区ゴンソンロ669ボンギル26(勧善洞) 42 031-237-3400

ホメシルホテル 勧善区グ厶ゴクロ197ボンギル17ー10(金谷洞) 64 031-246-1000

ホテルガーデン 勧善区ギョンスデロ335ボンギル12(勧善洞)  45 031-245-1989

ホテルアルテ 八達区インゲロ108ボンギル37(仁溪洞) 54 031-8067-6600

ホテルイッツダブリュー 八達区ゴファロ13ボンギル23(メサンロ2ガ)  47 0312451989

ホテルガーデンビズ 勧善区ギョンスデロ335ボンギル10(勧善洞)   18 031-239-5572

ホテルリッツ 八達区ゴンガンロ134ボンギル46(仁溪洞)   45 0312241100

ホテルクイーン 八達区ジュンブデロ10ボンギル9(亀川洞)  43 031-253-7999
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外国人観光都市民泊業現状

※ 2018年10月現在
観光振興法規定により観光ホテル業として登録されている営業所である。

営業所名 住所 電話番号

ワイイージぇー 八達区ファサンロ57、146洞14階1404号(華西洞、コッムェボドゥルマ
ウル振興アパート)  

010-9252-9889

ロットゲストハウス 霊通区セントラルパークロ127ボンギル103、4階401号(二儀洞、スジョ
ンハウス)  

010-2395-5456

バンバンゲストハウス 八達区チャンヨンデロ41ボンギル16、2階(梅香洞)  031-241-3525

共存空間89ー2 八達区ファソムンロ45ボンギル31、2階(長安区) 070-4241-2116

ヘングンチェゲストハウス 八達区シンプンロ55(長安洞) 031-258-7851

JUNHO HOUSE 勧善区セファロ151ボンギル40ー19(西屯洞) 031-291-4738

ユンジョンハウス 勧善区サムチョンビョンマロ1598ボンギル28ー16(梧木川洞、ナムグァ
ンハウストーリ)  

010-3388-0355

ウエルカムハウス 霊通区ワールドカップロ97ボンギル35(遠川洞) 010-2816-2057

水原駅ゲストハウス 八達区ガッメサンロ71ボンギル21ー11(メサンロ2ガ) 010-8345-1009

pine view 霊通区ドンスウォンロ432、3洞813号(梅灘洞、ドンナムアパート）  010-9688-8827

SYJ House 霊通区ワールドカップロ97ボンギル76、401号(遠川洞)  010-4123-0454

ソンアダン 八達区ジョンジョロ905ボンギル19(長安洞) 010-8337-8685

ザペントハウス 長安区ソンウォンロ20、A洞4202号(松竹洞) 010-6344-2001

J&K, SWEET HOME 霊通区ゴンガンロ260ボンギル36、105洞2203号
(梅灘洞、ヒョンデヒルステートアパート)  

010-8463-3276

ロットⅡゲストハウス 霊通区ジュンブデロ462ボンギル41ー21、304号(遠川洞）  010-3897-4000

「韓屋体験」水原ハンオクミガ 八達区ジュンブデロ87ボンギル20(池洞）  010-7589-8658

「韓屋体験」ハンオクノアジェ 八達区ファソムンロ42ボンギル36(新豊洞）  031-245-2456

「韓屋体験」スウォンサ 八達区スウォンチョンロ300(南水洞）  031-245-9670

「韓屋体験」シンプンジェ 八達区ファソムンロ42ボンギル34(新豊洞）  010-4144-9339

ホテル名 住所 客室数 電話番号
ホリデーイン・エクスプレス水
原仁溪 八達区インゲロ116(仁溪洞) 242 031-5177-0000
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水原グルメ

優秀模範飲食店

店名 メインメニュー 住所 電話番号

ソンプンガーデン
がルビ、がルビスープ、
ビビンバ

長安区ギョンスデロ1013（松竹洞）　 031-252-4700

ファホン・チュオタン どじょうスープ 長安区ソンウォンロ42ボンギル９（松竹洞） 031-245-3660

ゴンドゥレバプチプ コンドゥレナムル定食 長安区ジャンアンロ346ボンギル8（梨木洞） 031-255-4833

トキジャンイユファンオリ 硫黄鴨肉 長安区ソブロ2178（泉川洞） 031-271-1118

マサン・アグチム アンコウスープ 長安区デピョンロ90ボンギル32、201号（亭子
洞、ソンイルジュチャタウンビルディングドン） 031-269-9595

ドゥンチョンシャブカルグク
ス カルグクス 長安区デピョンロ90ボンギル32、203号（亭子

洞、ソンイルジュチャタウンビルディングドン） 031-269-2626

ベク・チョンウカルグクス 海鮮カルグクス 長安区グムダンロ1（棗園洞） 031-246-2005

ジェイルスップルガルビ 豚カルビ、牛カルビ 長安区ヨンムロ19（練武洞） 031-248-3392

ジョガネカボジンオ
(萬石公園店）

甲イカプルゴギ 長安区ジョンジョロ1051（松竹洞） 031-244-4520

ドンスベク ソルロンタン 長安区ギョンスデロ880（棗園洞） 031-241-7300

マンソッゴル スップルファロ
グイ カルビ焼き 長安区パルダルロ247ボンギル4（迎華洞） 031-242-8592

デバク食堂 魚焼き 長安区デピョンロ80、1洞126号（亭子洞） 031-268-8782

ジェジュハン 刺身 長安区ユルジョンロ108ボンギル16、ガ洞1階
（梨田洞） 031-291-9009

ブクムンへムルタン 海鮮スープ 長安区ジョンジョロ922ボンギル27（迎華洞） 031-243-2441

ナムガネソラくチュオタン
どじょうスープ、
スンデスープ

長安区マンソクロ19ボンギル11－7（泉川洞） 031-271-5567

ソクサンジョン 味付け豚肉焼き 勧善区ジョンジョロ388ボンギル7－7（細柳
洞） 031-232-5589

ソルイップヒャンギ ワタリガニ 勧善区スインロ317（区雲洞） 031-293-4321

ウェシク中学校 牛肉、豚肉 勧善区メソンゴセクロ634－17、1～2F（古索
洞） 031-227-3988

シャブヒャン・ホメシル店 しゃぶしゃぶ 勧善区グムゴクロ102ボンギル15（金谷洞、ムニ
ョンビズワークス210,211,212,213,214,215号） 031-295-2788

ナムチョン ガンギエイの刺身 勧善区ゴンガンロ123ボンギル15（勧善洞） 031-239-0411

マイオス ビュッフェ 勧善区ギョンスデロ270（勧善洞、ファッション
アイランド4階） 031-267-5500

ジョンガチプチュオタン どじょうスープ 勧善区ドンスウォンロ146ボンギル233－25（谷
泮亭洞） 031-234-3454

ナムオンチュオタン どじょうスープ 勧善区スインロ11（西屯洞） 031-278-2522

マポチプソンカルグクス カルグクス、手作り餃子 勧善区ソブロ1780－24（塔洞） 031-296-6686

ドゥンチョンシャブカルグク
ス カルグクス 勧善区ヒョウォンロ230ボンギル10（勧善洞） 031-235-2005

2005ジンドンカス とんかつ 勧善区セゴンロ316ボンギル12－16（勧善洞） 031-221-9507

（株）セジョンビチウォン 中華料理 八達区ジュンブデロ203（牛満洞）　 031-211-6666

ガボジョン1館  炭焼きカルビ 八達区ジャンダリロ282（仁溪洞） 031-238-3883

ゴジンポセンテドルムク スケトウダラチゲ 八達区ジュンブデロ128ボンギル49（仁溪洞） 031-222-2381
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※ 2018年６月現在（水原市庁衛生政策課031－228－2770）

店名 メインメニュー 住所 電話番号
ドゥコビチプ 部隊チゲ 八達区ヒャンギョロ100（メサンロ3ガ） 031-242-4267

ボンスウォンガルビ カルビ 八達区ジュンブデロ223ボンギル41（牛満洞） 031-211-5952

シジェーフードビル（株）
ビップススウォンヨクサ店

ステーキ 八達区ドクヨンデロ924、3階（メサンロ1ガ） 031-241-1997

シジェーフードビル（株）
ビップスアジュデ店

ステーキ 八達区ジュンブデロ233（牛満洞） 031-216-1997

ワンコムジャンオ ウナギ 八達区ヒャンギョロ49－1（メサンロ2ガ） 031 246-6996

ユチへグァン 牛血入り酔い覚ましスー
プ 八達区ヒョウオンロ292ボンギル67（仁溪洞） 031-234-6275

ガボジョン2館 炭焼きカルビ 八達区ジャンダリロ281（仁溪洞） 031-238-3883

ギンジャスウォンマンポ店 刺身 霊通区ボンヨンロ1377,1階の一部,2階（望浦
洞） 031-273-8213

ウパンドゥンシムスウォン店 牛肉 霊通区ゴンソンロ908ボンギル10（新洞、ウパ
ンドゥンシムスウォン店） 031-204-0086

ゴグリョスウォン店
(株)ポシピクスタ

豚カルビ 霊通区チョンミョンナムロ31（霊通洞） 031-205-2255

ナムオンチュオタン どじょうスープ 霊通区ジュンブデロ447ボンギル35、2階（遠
川洞） 031-217-9911

ボリピリ コンドゥレナムルご飯 霊通区チョンミョンロ88（霊通洞） 031-273-2688

ドンサンチャムスッガルビ 味付けカルビ 霊通区ヨントンロ305（梅灘洞、551－1） 031-216 2772

ジホハンバンサムゲタン サムゲタン 霊通区チョンミョンナムロ28ボンギル2（霊通
洞、1009－1アイテンテンビルディング203号） 031-203-8533

ナムギョン ジャージャー麺  霊通区メタンロ108ボンギル52 031-214-7667

ビョルビッバダ 
ダルビッチョウォン

刺身 霊通区チョンミョンロ28 霊通洞、1025－1
（103,104,105,106,107号） 031-205-1008

シングルボングルボゴ ふぐ 霊通区メタンロ108ボンギル10（梅灘洞、1262
－1モーニングプラザ201号） 031-216-5007

キチンシャボル 牛肉しゃぶしゃぶ 霊通区ボンヨンロ1612,2階（霊通洞,ボボスプ
ラザ） 031-206-9501

チョンジヨンシンヨントン店 カルビ 霊通区ボンヨンロ1377,1,2階（望浦洞） 031-202-5502

ボドゥルチ プルゴギ 霊通区ウェルビンタウンロ36ボンギル46－
252、２階（二儀洞） 031-212-8989
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華城周辺の駐車場案内

3

八達門

여민각

5

八達区役所 
（水原華城博物館駐車場）수원시립

아이파크미술관

수원문화재단

4 錬武台駐車場

6 華虹門駐車場

華
西
門

長安
門

華虹門

화
성
행
궁

화
령
전

방화수류정

서
장
대

蒼
龍
門

봉
돈

華城行宮
광장

華城行宮 
駐車場

행궁동
주민센터

2 第一教会駐車場

1
水原市立ソンギョ
ン図書館駐車場

駐車場名 電話番号 住所 営業時間
１．水原市立ソンギョン図書館駐車場 031-228-4734 八達区シンプンロ23ボンギル68（新豊洞） 12:00~20:00

２．第一教会駐車場 031-244-1004 八達区パルダルムンロ57ボンギル3（池洞）
３．華城行宮駐車場 031-228-4486 八達区ヘングンロ18（南昌洞68－5）
４．錬武台駐車場 031-251-4518 八達区梅香洞233 09:00~18:00

５． 八達区役所 
(水原華城博物館駐車場） 031-207-6470

八達区チャンニョンデロ23
(梅香洞、八達区役所）

６．華虹門駐車場 031-242-8366 長安区パルダルロ280 SBS「王と私」セット場
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場所：水原華城一帯
運行日：毎日（但し、華城行宮の場合は行宮の営業時間を参照）
問い合わせ：031－290－3573

水原華城郭の道スタンプツアー
体験観光プログラム

世界文化遺産である水原華城郭の道5.7㎞を歩 きながら

城郭の道の途中にあるスタンプを歩集めて

さらに しい観 光が しめる。

城郭の道を歩かたどったスタンプを歩集め

完走認定証 と記念品を歩もらおう。

ツアー方法

スタンプブックをもら
う。水原華城内の観
光案内所又はチケット
売り場で入手できる。

一つ目のスタンプを押
して、旅の始まりを楽
しもう！

好きな順番でスタン
プを集めよう！

ワクワクしながら

観光案内所で記念品
をもらおう！

南水門

華城行宮

華虹門

長安門

水原伝 統文化館

八達門

水原伝華城博物館

西將台

蒼龍門

華西門

ステップ１ ステップ3ステップ2 ステップ4
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観光地入場料サービス

入場料無料(5ヶ所)
水原華城、華城行宮、水原博物館、水原華城博
物館、水原光敎博物館

入場料50％割引(１ヶ所)
水原市立アイパーク美術館

韓服(ハンボク)貸出料割引

行宮娘子、チャングミ 
(韓服貸出1時間当たり2,000ウォン割引)  

イ・チュンソプ名人伝統服飾研究所 
(華城行宮駐車場提供)

スポーツ観戦ホーム試合割引

水原FC  一般席50％割引

水原サムスンブルーウィングスー自由席

2,000ウォン割引

Kt-wiz  スカイゾーン2,000ウォン割引

観光体験割引

シティーツアーバス割引 
大人2,000ウォン割引

ベロタクシー割引 
14,000ウォン → 10,000ウォン

国弓体験割引 平日50％割引

劇場及び公園割引

メガボックス水原南門店 
全席6,000ウォン観覧（平日と週末同一) 
コンボセット2,000割引

ミリネ魔術劇団―50％割引

光明洞窟20％割引

韓国100大代表観光地

水原市とカカオトークの

友達になると

無料割引サービス提供

水原市の
カカオトーク

からの
大イベント

2018. 3. 1 ~ 12. 31

시즌 
SEASON32018

提供範囲： 観光地、観光体験、韓服（ハンボク）貸出、
スポーツ観

提供対象者：カカオトーク友達の本人と同伴の未成年者
※ 提供範囲はサービス提供機関により異なることがあります。

※ 団体客には適用不可

問い合わせ   水原市広報企画官（031－228－3621）
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