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世界的にその価値が高く評価されている光州スピリット。
無等山の柱状節理帯や自然生態系、
また光州は、韓国国内では初め
てメディアアート・クリエイティブシティに選ばれました。
光州が世界歴史の中のユネスコ指定都市として
その地位を確かなものにしています。

ユネスコ3冠王の都市
光州

ユネスコ世界記録遺産
5・18民主化運動

（光州事件）の記録物

ユネスコメディアアート
(Media Arts)

クリエイティブシティに
選定(2回)

2011 2019

ユネスコ世界地質公園
無等山圏の地質公園

2018



「 五魅 」

光州広域市の紹介
· 面積_501.13㎢  · 人口_1,471,385명(2020年12月末基準)  · 言語_韓国語  · 気候_温帯性気候
· 貨幣単位_ウォン（₩）  · 時間_GMT+9(韓国基準時刻KST)  · 国際電話番号_+82
· 地域番号_062(海外から電話をかける時は、0を除き62をダイヤルしてください。)

無等山を背景に花咲いてきた芸術・義・味の里、光州

「五魅(オメ)」とは、全羅道地域で感嘆した時に使われる言葉で、驚いた時によく使われます。
また、「寝ても覚めても常に」という願いの意味も込められています。
何より光州を探す方が光州で出会える5つの魅力を示す。
藝義味興情溢れる光州であなただけの素敵な旅をお楽しみください。

過去・現在・未来の光州物語 荘厳な風光と義に従って
歩んできた光州精神

光州7味とトレンディな
グルメツアーの味香光州

Hotで Fantasticな
光州を24時間感じる

日常の活気に満ち、
生き生きとした光州

 Festival&Joy  Life&Feeling

Art&Culture People&History Taste of Gwangju
五魅浪漫(藝) 五魅不忘(義) 

五魅ワクワク(興) 五魅がいっぱい(情) 

五魅マンナ (味)  



[ テーマ型シティツアー ]
特別にデザインされたバスに乗って魅力的なガイド
パーフォーマーと一緒に楽しむテーマ型シティツアーだ。
詳細なスケジュールは、光州観光財団または光州
シティツアーのホームページで確認できます。 

（ツアー情報は今後お知らせ予定)

前売り : gwangjuct.com

[ 循環型シティツアー ]
無登山をめぐる光州～華順地質スポットツアー、光高を
故障、光州～木浦南道ツアーなど広州の隅々を多様に
楽しめる光州シティツアーバスが運行中だ。
詳細なスケジュールは、光州観光財団または光州
シティツアーのホームページで確認できます。

前売り : gwangjuct.com
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光州シティツアー

         無障害 シティツアー     2月から毎日2回 (予定)
  (午前 )光州総合バスターミナル到着▶中外公園▶光州伝統文化館▶ ACC ▶チョニルビル245▶楊林洞 ▶光州キムチタウン▶ 光州公演マル
  (午後) 光州総合バスターミナル到着▶ 中外公園▶光州伝統文化館▶ ACC ▶チョニルビル245▶楊林洞 ▶光州キムチタウン
 
         2 無等山圏の地質名所ツアー     4月～11月 土、日曜日 (事前予約制)
 光州松汀駅▶ 光州総合バスターミナル到着▶ 和順赤壁▶ 光州湖湖生態園
 ▶ 環碧堂(伝統体験) ▶瀟灑園▶ 光州総合バスターミナル到着▶ 光州松汀駅 

         ピッコウル南道ツアー     4月～11月 土、日曜日 (事前予約制)
  光州駅▶ 光州総合バスターミナル到着▶ 光州松汀駅▶ 月峰書院▶ 咸平自然生態公園
 ▶ 靈光 白岫海岸道路▶ 光州松汀駅▶ 光州総合バスターミナル到着▶ 光州駅

         南道味覚旅行ツアー     4月～11月 土、日曜日 (事前予約制)
  光州松汀駅▶ 光州総合バスターミナル到着▶ 北区旅行者センター(伝統料理体験) 
 ▶ 長城湖 吊り橋▶光州 光州公演マル公演観覧▶ 光州総合バスターミナル到着 ▶光州松汀駅

1

2

3

4



公演プログラム
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光州の美しい風流・栗の文化を知らせる公演で、風物
遊び、国楽公演などが繰り広げられる。無料の観覧で
あり、満月が盛り上がる土曜日の夜に広州観光スポッ
トで開かれる。詳細な日程は光州観光財団ホームペー
ジを参照してください。

     光州 一帯               
     +82-62-611-3635                           gjto.or.kr

風流月光公演

光州文化芸術会館
約30年間、光州文化の中心地としての役割を担っている
場所で、合計8つの芸術団体、約300人の専門常任団員
が所属し活動しています。 伝統音楽、交響楽、唱劇、バレ
エなど様々なジャンルのレベルの高い公演を披露し、文
化芸術の底辺を広げ、地域の人材養成に貢献していま
す。

     光州北区北門大路60
     +82-62-613-8333(土・日・祝日062-613-8240)
     gjart.gwangju.go.kr

光州国楽常設公演
光州の代表的な文化観光コンテンツの一つであるブラ
ンディング公演で、光州公演マルで火・水・木・金・土曜
日の午後5時から上演されます。伝統国楽、サムルノリ、
韓国の踊りだけでなく、創作国楽、フュージョン国楽な
ど、みんなで一緒に楽しめる国楽の宴の場です。 無料観
覧(指定席制)となっており、事前予約(2人以上)も受け
付けております。詳しい日程は、光州文化芸術会館ホー
ムページでご確認いただけます。(公演の日程は、諸事
情により変更される場合がございます。)

     光州西区尚武市民路3         
     +82-62-613-8372       gjart.gwangju.go.kr



半日
ツアーコース

5・18旧市街ツアー

旧市街歴史・文化ツアー

楊林の歴史文化村
(56ページ)

ペンギン村
(65ページ)

国立アジア文化の殿堂
(14ページ)

東明洞カフェ通り
(45ページ)

大仁芸術市場
(土曜日は夜市を運営)

(42ページ)

5・18民主化運動記録館
(33ページ)

5・18民主広場
(33ページ)

5・18民主平和記念館
(旧全羅南道道庁)

(33ページ)
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伝統文化

昼食
光州郷校

(31ページ)
無等山を探訪＆毅斎美術館

(26, 19ページ)

弓洞芸術通り
(16ページ)

AACC Bridge Market、
東明洞カフェ通り

(45ページ)

夕食大仁芸術夜市
(土曜日に夜市を運営)

(42ページ)

光州伝統文化館
(29ページ)

1日
ツアーコース

1日旅行

光州の通り

昼食
国立アジア文化の殿堂

(14ページ)

光州映像複合文化館
(ビューフォリー＆設置作業「自律建築」)

(20ページ)

忠壮路
(16ページ)

弓洞芸術通り
(16ページ)

夕食

楊林の歴史文化村＆ペンギン村
(56, 65ページ)

1日旅行
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1泊2日
ツアーコース

潭陽ツアーコース

光州伝統文化館
(29ページ)

光州
松汀駅

楊林歴史文化村
(56ページ)

5・18民主化運動記録館
(33ページ)

夕食尚武地区で宿泊チェックアウト竹緑苑

昼食

昼食サムジネ村 環碧堂、息影亭
(28ページ)

元曉寺 光州
松汀駅

潭陽瀟灑園
(28ページ)

雲林洞美術館通り
(19ページ)

2日目

1日目

芸術旅行

メディアアート・プラットホーム
(23ページ)

市立美術館
(18ページ)

南道郷土料理博物館
(61ページ)

夕食NC百貨店
でショッピング

呉之湖先生の生家、作家ギャラリー

昼食

証心寺商店街通り、 
昼食

国立アジア
文化の殿堂
(14ページ)

光州
フォリーツアー

(20ページ)

2日目

1日目
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2泊3日
ツアーコース

宝城-光州-順天-高敞コース

宝城・大韓茶園 宝城・
栗浦海水緑茶センター

国立光州博物館
(18ページ)

国立アジア
文化の殿堂
(14ページ)

忠壮路
(16ページ)

夕食光州伝統文化館
(29ページ)

昼食

順天湾湿地昼食 順天湾国家庭園 順天楽安邑城 順天
ドラマ撮影場

2日目

仙岩寺夕食宿泊高敞邑城昼食

高敞支石墓公園 高敞雲谷ラムサール湿地 夕食
(光州)

3日目

1日目

その他光州近郊のおすすめコース

雲林洞美術館通り(19ページ) ▶ 光州伝統文化館(29ページ)  ▶ 雲住寺 ▶ 和順支石墓遺跡地 ▶ 
金サッカッ文学トンサン ▶ 双峰寺 ▶ 白鵝山空橋 ▶ 環山停

光州ビエンナーレ・光州デザインビエンナーレ(48ページ) ▶ 国立光州博物館(18ページ) ▶ 筆岩書院 ▶ 
洪吉同テーマパーク ▶ 平林ダムバラ公園 ▶ 長城ヒノキ治癒の森 ▶ 金谷映画村 ▶ 南倉渓谷 ▶ 白羊寺

光州・和順コース

光州・長城コース
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光州の過去と現在、
先に進む未来の話を聞く

01
CHAPTER

五魅
浪漫(藝) 



＃五魅浪漫光州
＃芸術旅行代表都市 ＃光州文化ツアー

国立アジア文化の殿堂



複合文化空間の規模としては世界最大であり、アジア文化の交流、文化資源の収集・研究、コンテンツの創
制作、展示、公演などがここで行われます。 光州のテーマである「光と森」をテーマにした地上公園化建築
様式が象徴的で、展示、公演、図書館など様々な施設の文化を体験し、楽しむことができる遊び場であると
同時に、無数のアジア関連資料を探し出しては研究し、文化のスペシャリストになれる学びの場でもありま
す。 民主平和交流院、文化情報院、文化創造院、子ども文化院、芸術劇場、アジア文化広場、ハヌルマダンな
どの施設があります。

     光州東区文化殿堂路38
     +82-1899-5566
     acc.go.kr
     開館時間：室内施設10：00～18：00(水・土曜日～19：00)
    /屋外施設6：00～22：00(3月～11月)、
    7：00～22：00(12月～2月)、月曜日及び1月1日休館
    ※公演、展示、行事、教育の日程などにより開館時間に変動あり。

彫刻作品ビクトリー

国立アジア文化の殿堂

アジア文化と芸術が交流し、
一つになる光のプラットフォーム
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· 民主平和交流院
国内外の交流を通じて収集した文化資源を活用し、公演、展示、子ども向けコン
テンツなどを生み出し、全世界の芸術家たちに研究創作空間を提供しています。

· 子供文化院
韓国最大の子供用文化施設で、アジア文化を基盤にした体験、教育、公演が開かれ、
屋上には子供向けの遊び場や公園が完備されています。

· 文化情報院
アジア文化資源を研究、収集し、ライブラリー・パークを通じて体験、閲覧できる場所と
なっており、参加型文化教育や文化のスペシャリスト養成プログラムを運営しています。

· 文化創造院
人文、芸術、先端科学が１つになった融合・複合コンテンツを企画、開発する場所です。
また、屋上にあるハヌルマダンは、芝生の上で空と星が見られる人気スポットです。 

· 芸術劇場
大衆性と芸術性を盛り込んだ作品が上演され、自由でクリエイティブな
コンテンツを披露する公演芸術の場、制作の場です。

観光 Tip
ハヌルマダンで景色を眺め
ることもでき、展示、図書館、
博物館、劇場、アーカイブな
ど様々な文化空間となって
いるライブラリ・パークに是
非お立ち寄りください。

コース Tip
国立アジア文化の殿堂→
忠壮路→弓洞芸術通り→
東明洞→大仁芸術市場→
楊林歴史文化村

グルメ Tip
マハンジ(にんにく生カルビ)
光州東区文化殿堂路39-1
+82-62-234-9261

銀星のり巻き(サンチュの
天ぷら)
光州東区忠長路安吉40-1
+82-62-227-9642

宿泊 Tip
ザロフトハウス
光州東区東渓路12、3階
+82-10-6635-0019

ユユハン
光州東区白瑞路224番ギル
6-6
+82-504-0904-2444

動く劇場！テクニカルショー レックス(R.EX)：不滅の力

家族文化祭ハウ・ファン（How Fun）
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弓洞芸術の街

忠壮路
ショッピング、ファッション、グルメを楽しむための必須コースである忠壮から、夜
通し楽しむことができるクラブ、居酒屋が列をなす旧市庁まで、活力あふれるエ
リアです。 忠壮路はショッピングモール、飲食店、映画館、公演施設などが密集し
ている光州で一番の繁華街であり、思い出の忠
壮祭りが開かれる場所です。忠壮路の隣、旧市庁
は24時間眠ることのない若い熱気が溢れる場所
で、交差点周辺に位置した光州フォリー「開かれ
た空間」では、バスキングも行われます。

観光 Tip
忠壮路のファッション通り
でブランド衣類、保税衣類
、アクセサリーなど様々な
ショッピングをお楽しみく
ださい。

コース Tip
忠壮路→ 光州劇場→ 弓
洞芸術ストリート→ 国立
アジア文化殿堂→ 東明洞
→ 南光州市場 →旧市庁

グルメ Tip
民俗村
光州東区文化殿堂路 
37-2
+82-62-224-4577

宮殿製菓(恐竜の卵パン、, 
ナビパイ)
光州東区忠路93-6
+82-62-222-3477

宿泊 Tip
ACC DESIGNホテル
光州東区錦南路226-11
+82-62-234-8000

ホテルヤジャ光州忠壮路店
光州東区中央路160 番ギ
ル16-21
+82-503-5051-5172

ストリート芸術祭り

アジアの文化芸術が宿った休息の空間で、アジアの多様な文化を体験
する祭りであり、アジアと地域芸術家、市民たちが交流する場。今年は
「つながる心」というテーマでアジアを満喫できる「東区バッアジア
ン道」子供体験プログラム、新進有望作家アートマーケット「迷路マ
ーケットオンアンドオフ」などが開かれる。

     +82-62-229-0991/0223
     gwangjumiro.co.kr

錦南路のすぐ隣に位置しており、韓国画、書道、工芸など南道芸術を受
け継いでいるエリアです。ソウル仁寺洞のように表具店、画房、ギャラリ
ー、骨董品、 小劇場などがあります。忠壮路または国立アジア文化の殿
堂から徒歩5分以内なので、是非一度お立ち寄りください。

     光州東区芸術ギル一帯

“光州の明洞”忠壮路  
＆南道芸術を継ぐ弓洞芸術通り
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ポリム筆房
金大中(キム・デジュン)大統領から授与された表彰を含め
70回以上表彰された筆作り職人に会うことができます。

チャムェ
ストーリーのある美味しい
店に選ばれたサムパプ屋

中央小学校

← 忠壮路

トルシルナイ

密楽園

光州画廊

トクソン韓紙筆房

弓洞芸術劇場

星の輝く夜に

サウンド
オブ

ミュージック

芸術通り

芸術通り

光州市立美術館
錦南路分館

無等ギャラリ

2021アジア文化芸術活性化拠点プログラム

つながる心

17
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観光 Tip
国立光州博物館、市立美術
館、光州歴史民俗博物館、全
て中外公園内にあります。春
になると、市立美術館隣の
野外公演場の横道に紅梅
が咲きます。 中外公園の檜
林道もウッドデッキが設置
されているので、是非散策さ
れることをお勧めします。

コース Tip
国立光州博物館→市立美術
館→市立民俗博物館→中外
公園→雲林洞美術館通り

ピウム博物館→ウンアム美
術館→弓洞芸術通り→国
立アジア文化の殿堂のラ
イブラリ・パーク

グルメ Tip
* 国立光州博物館
薬水韓方サムゲタン(アワビ
参鶏湯)
光州北区北門大路173
+82-62-529-7700

* ピウム博物館
マムスクック（おにぎり）光
州東区桐渓川路143
+82-62-233-1233

宿泊 Tip
* 国立光州博物館
ダリハウス
光州北区北門大路42 番ギ
ル16
+82-10-6626-1941

* ピウム博物館
ジニーアイランド 
光州東区忠壮路58番ギル
14、1604号（忠壮コウンラ
フィネ）
+82-10-7606-5447

湖南地方の先史時代の遺物、百済・統一新羅・高麗・朝鮮時代にまたがる仏
教美術品や各種陶磁器、新安沖合の海底遺物などが展示されています。
     
     光州北区河西路110
     +82-62-570-7000
     gwangju.museum.go.kr

光州市立美術館は、湖南地域の作家たちの作品を展示、光州市立民俗
博物館は光州・全羅南道の多彩で豊かな生活文化や歴史を紹介してお
り、市民の文化的アイデンティティを育んでいます。

· 市立美術館
     광주�북구�하서로 52
     +82-62-613-7100
     artmuse.gwangju.go.kr

· 光州歴史民俗博物館
     光州北区西下路48-25
     +82-62-613-5337~8
     gwangju.go.kr/gjhfm

光州歴史民俗博物館市立美術館

館長が40年間集めた数万点の民俗品
( 各 種 陶 器 類や伝 統 生 活 道 具 など)
が四季のテーマごとに展示されています。
      
     光州東区斎峰路143-1
     +82-62-222-6668
     biummuseum.com

ダイナミックな文化-歴史-芸術
博物館＆美術館

国立光州博物館

ピウム博物館

市立美術館＆光州歴史民俗博物館
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G & Y 美術館

禹済吉美術館

デ・ヤング美術館

無等現代美術館

毅 斎 美 術 館

光州東区毅斉路82

光州東区毅斉路140-6

光州東区城村キル6

光州東区証心寺キル9

光州東区証心寺キル155

+82-62-232-7335      

+82-62-224-6601     

+82-62-223-6515

+82-62-223-6677      

+82-62-222-3040     

コンテナ27個と管理事務所を繋ぎ造成された産業団地の文化再生空
間です。 独特な空間的特性を生かしたキューブ美術館では、美術作品を
観覧したり音楽会を楽しんだりすることができます。
     
     光州光山区素村路85番ギル14-9
     +82-62-960-3637
     gwangsan.kr/sochon

城村文化村にある通りで、無等山の麓に沿って美術館が連なっています。 
韓国画の大家から光州の若い美術家まで芸術家を輩出した歴史が宿る
エリアです。

観光 Tip
素村アートファクトリーに
は、光州出身のK-POPス
ターユノユンホの国内外
のファンが寄贈してオー
プンした小さな図書館「
HUG」があります。

コース Tip
素村アートファクトリー→
ヨンア・パク・ヨンチョル（
龍兒・朴龍喆）生家→松
汀里郷土トッカルビ通り
→松汀5日市→1913松汀
駅市場

Ｇ＆Ｙ美術館→禹済吉美
術館→光州伝統文化館
→デ・ヨング美術館→無
等現代美術館→毅斎美
術館→証心寺

グルメ Tip
* 素村アートファクトリー
ソウル長寿麺
光州 光山区 松汀路 8番ギ
ル41
+82-10-4643-9139

* 雲林洞美術館通り
新楽苑（酢豚）
光州東区毅齋路71
+82-62-224-1650

宿泊 Tip
* 素村アートファクトリー
MGM観光ホテル
光州光山区武珍大路212
番ギル13-33
+82-62-944-8598

* 雲林洞美術館通り
COOホテル
光州南区対南大路117番
ギル3-3
+82-62-652-0554

観光 Tip
素村アートファクトリーに
は、光州出身のK-POPス
ターユノユンホの国内外
のファンが寄贈してオー
プンした小さな図書館「
HUG」があります。

コース Tip
素村アートファクトリー→
ヨンア・パク・ヨンチョル（
龍兒・朴龍喆）生家→松
汀里郷土トッカルビ通り
→松汀5日市→1913松汀
駅市場

Ｇ＆Ｙ美術館→禹済吉美
術館→光州伝統文化館
→デ・ヨング美術館→無
等現代美術館→毅斎美
術館→証心寺

グルメ Tip
* 素村アートファクトリー
ソウル長寿麺
光州 光山区 松汀路 8番ギ
ル41
+82-10-4643-9139

* 雲林洞美術館通り
新楽苑（酢豚）
光州東区毅齋路71
+82-62-224-1650

宿泊 Tip
* 素村アートファクトリー
MGM観光ホテル
光州光山区武珍大路212
番ギル13-33
+82-62-944-8598

* 雲林洞美術館通り
COOホテル
光州南区対南大路117番
ギル3-3
+82-62-652-0554

毅斎美術館

証心寺

鶴洞・ 
証心寺入口駅

無等現代美術館

禹済吉美術館

G & Y 美術館

デ・ヤング美術館

素村アートファクトリー

雲林洞美術館通り
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開かれた空間

疎通の小屋

フォリー(Folly)は、本来の機能を失い装飾的な役割を果たす建築物を意味します。 ヨーロッパの大邸宅
の庭園にある機能しない装飾的な建築物がその事例と言えます。しかし、光州フォリーは、公共空間の
中で装飾と機能を果たし、都市再生に貢献しています。光州ビエンナーレおよびデザインビエンナーレ
の一環として始まり、現在光州フォリーI、III、IIIが、群を成し、旧都心地域に強い文化的パワーを与えてま
す。予約を通してフォリーツアーに参加することができます。
     
     +82-62-608-4265           gwangjufolly.org

疎通の小屋

開かれた空間 記憶の箱

開かれた障壁

世界的な建築家たちが参加した都市再生プロジェクト

光州フォリー

集中ツアー  徒歩30分～40分
光州サランバン→開かれた空間→記憶の現在化→開かれた障壁→99間→流動性調節

光州フォリーI、II混合ツアー  徒歩1時間～1時間30分
ユネスコ化粧室→開かれた障壁→99間→投票→記憶の箱→光州サランバン

全体ツアー  徒歩1時間30分～2時間
光州サランバン→開かれた空間→記憶の現在化→開かれた障壁→99間→流動性調節→光州
の人たち→ 瑞元門の提灯→疎通の小屋→潜望鏡と亭子

ドライビングツアー  自家用車30分～40分
光州サランバン→開かれた障壁→99間→流動性調節→光州人たち→瑞元門の提灯→疎通の
小屋→プルンキル文化セムト

フォリーツアー
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流動性調節

ビューフォリー+設置作業「自律建築」

光州サランバン 光州川読書室

流動性調節光州の人々光州の人々 21



をこねまわしながら心の滋養分を満たしてみましょう。幼稚園児から大
人まで対象にした現場体験、進路体験など、様々な陶芸プログラムが
運営されており、約400人を教育することができる大規模な体験館があ
ります。殺伐としたコンクリートの環境をしばらく離れて、土をテーマに
した遠足へと出かけてみましょう。

     光州南区鴨村4ギル11
     +82-62-682-8979
     gccc.co.kr

観光 Tip
坪村は2016年、環境部に
名品村として選ばれた村
で、昔ながらの農村、山村
の風景をとどめており、ほ
たるの光を見ることがで
きます。

コース Tip
光州陶芸文化センター→
豆総合センター→コ・ウォ
ニ（高元熙）家屋→鴨村堤
→ 褒忠祠

坪村陶芸工房→坪村村
→歌辞文化圏→光州湖
生態園→忠孝洞大柳→
無等山粉青沙器展示室

グルメ Tip
* 光州陶芸文化センター
メウォル黒ヤギガーデン(
黒ヤギスープ＆水肉)
光州西区懐齋流通ギル
19-24
+82-62-374-6665

* 坪村陶芸工房
オヤンリトルソッパプ(サ
ムゲタン＆石釜飯)
光州北区パムシル路178
+82-62-267-8502

宿泊 Tip
* 光州陶芸文化センター
西倉韓屋文化館
光州西区ヌルジェ路420
+82-62-373-1365

* 坪村陶芸工房
無等パークホテル
光州東区芝湖路164番ギ
ル14-10
+82-62-226-0011

ろくろの上の陶磁器が7,000年の歴史を繋いできました。無等山粉青沙器
の脈を継ぐ場所でもあり、粉青土を利用してろくろを回しながら陶芸体験
ができる工房です。また直接作った陶磁器は、釜で焼いた後、配送もして
くれます。無等山国立公園内の生態観光地域として
選ばれた坪村村に位置しています。
     
     光州北区タマンピョンムギル77
     +82-62-266-8008
     pcdy.co.kr

光州陶芸文化センター

坪村陶芸工房
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観光 Tip
メディアアートプラットフ
ォームでは、個人別、団体
別ツアーコースが設けら
れており、詳細はホーム
ページを参照。

コース Tip
メディアアート・プラットフ
ォーム→ ユースクエア→ 
ハ・ジョンウ（河正雄）美
術館→ 青春鉢山村→良
洞市場

グルメ Tip
チョンウォンモミル（蕎麦）
光州東区中央路174-1
+82-62-222-2210

宿泊 Tip
ホテルザルア
光州東区文化殿堂路35
番キル3-10
+82-62-232-4696

ホログラムコンテンツやメディアアートを体験できる場所で、ユネスコメ
ディアアート・クリエイティブシティ光州の未来型人材へと成長できる教
育の場でもあります。ピッコウル市民文化館とアートスペースに位置し
ています。メディア遊技場、ホログラム劇場、メディアアート・アーカイブ
など6つのスペースで構成されています。

     光州南区川辺左路338番ギル7
     +82-62-670-7452~7
     gjmp.kr

· ホログラム劇場光州
手に取るように生き生きとしたホログラムと3面に広がる美しいメディ
アファサードを全身で体験できる地域初のホログラム専用館

· メディア遊び場光州
触って動いて全身で感じるニューメディア体験場で拡張現実、モーショ
ン認識など多様な技術を体験できるインタラクティブ空間

· ホログラムファサード
ピッコウル市民文化館の屋上に設置された透明スクリーンに映像を投
射してメディアアート創意都市光州を知らせる象徴的な作品

· スペース5Gネ
5Gベースの実感メディア技術に基づいて、光州ならではの差別化され
たメディアアートコンテンツに出会い、体験できる空間

· メディアアートアーカイブ
メディアアート関連資料を蓄積し共有する特化空間で、25人の地域メ
ディアアーティストのポートフォリオとデジタルソースを収集して展示

メディアアート・プラットフォーム

23



深く根付いた荘厳な風景と
義に従って歩んできた光州精神の出発点に立つ

02
CHAPTER

五魅
不忘(義) 



＃五魅不忘光州
＃ユネスコ世界遺産無等山 ＃5・18

無等山国立公園



国家地質公園であり、ユネスコ世界地質公園に指定された無等山国立公園は、光州の都心に位置し
ており、季節ごとに多くの人が訪れます。神の石柱と呼ばれる柱状節理、光州文化財資料第1号千年古
刹・証心寺、朝鮮時代の歌辞文学の趣が息づく歌辞文化エリア、文化・芸術の魂がこもった雲林洞美術
館、元暁渓谷の山々の狭間に位置する元暁寺など無等山国立公園には、光州のすべてがあります。そ
れだけでなく、青緑色の無等山スイカや素朴な健康食である無等山麦飯も味わうことができます。 

     光州広域市、全羅南道
     +82-62-227-1187
     無等山国立公園  knps.or.kr/mudeung
     無等山地質公園 geopark.gwangju.go.kr
    芝山遊園地のモノレール

＆リフトカー

ユネスコ世界地質公園に指定された
四季が美しい韓国の名山

無等山国立公園
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500年の歴史を持つ無等山のムドルキルは、私たちの暮らしと自然、歴史を抱い
た美しい道です。義兵道、元暁渓谷道、萩道など、先祖たちも歩いたであろう道を
歩いていると、すぐに超然となってきます。総延長は約51.8kmで、詳しい情報は
www.mudeungsan.org(無等山保護団体協議会)でご覧ください。

第1道～第4道(光州北区) 11.50km、3時間10分
角化村 ▶ 新村村 ▶ 登村村 ▶ 培材村 ▶ 金井村 ▶ 金谷里 ▶ 坪村里 ▶ 

東林村

第4道～第7道(全羅南道潭陽郡) 65km、2時間10分
盤石村 ▶ 蓮川里 ▶ 山陰 ▶ 正谷里 ▶ 京相里 ▶ 茂洞里

第7道～第12道(全羅南道和順) 18km、4時間50分
松渓村 ▶ 西東村 ▶ 龍江村 ▶ 永平里 ▶ チャンボク村 ▶ 安心里 ▶ 水万里 ▶ 

マンス洞 ▶ 中旨村

第12道～第15道(光州東区) 15.8km、4時間10分
龍淵村 ▶ ソンギョ村 ▶ 光州川(チュナム ▶ 池元洞 ▶ 所台洞 ▶ 鶴洞) ▶ 南光州歴史 ▶ 
プルンキル(鶴洞 ▶  瑞石洞 ▶ 山水洞 ▶ 豊郷洞 ▶ 鶏林洞 ▶ 中興洞) ▶ 光州駅

1区間(7.75km、3時間)：スジ寺 ▶ チョンアム橋 ▶ 忠壮祠 ▶ 元暁寺
2区間(4.12km、2時間)：元暁寺 ▶ 製鉄遺跡地 ▶ 瑞石台
3区間(11.3km、5時間)：チャンウォン三叉路 ▶ 

清風憩いの場 ▶ 忠壮祠 ▶ 忠孝洞陶窯址 ▶ 環碧堂

観光 Tip
スリル溢れる特有の揺れ
を体験できる無等山リフ
ト＆モノレールはいかが
でしょうか。所要時間は、1
時間30分ほどで、ご利用
の場合は、芝山遊園地入
口にお越しください。

コース Tip
証心寺→璽印峰→曙印
峰→チュンモリ峠→長仏
峠→柱状節理帯→立石
台→瑞石台→人王峰・地
王峰→中峰→ 桐華寺跡
地→トッキドゥン→証心
寺(所要時間徒歩4時間30
分～5時間)

グルメ Tip
チュンソルパン(春雪茶あ
んパン)
光州東区証心寺キル155
毅斎美術館
+82-62-222-3040

オヤンリトルソッパプ(サムゲ
タン＆石釜飯)
光州北区パムシル路178
+82-62-267-8502

宿泊 Tip
無等パークホテル
光州東区芝湖路164番ギ
ル14-10
+82-62-226-0011

ヨロ(山水店)
光州東区トンゲ路16-17
+82-62-227-8815

無等山旧道

ムドルキル

無等山

第1道

光州駅

第2道

第3道 第4道 第5道 第6道

第7道

第8道

第9道

第10道
第11道

第12道第13道第14道

第15道
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観光 Tip
瀟洒園を出てムドルキル
に沿って歩いていくと、坪
村陶芸工房や無等山スイ
カで有名な坪村村にたど
り着きます。

コース Tip
歌辞文化圏→光州湖生
態園→無等山粉青沙器
展示室→楓岩亭→忠壮
祠→ 忠愍祠

グルメ Tip
無等山カフェ通り
光州東区芝湖路
無等山麦飯通り

宿泊 Tip
無等パークホテル
光州東区芝湖路164番
ギル14-10
+82-62-226-0011

湖生態院一帯に造成された朝鮮時代、歌辞文学の遺跡で、自然と触れ
合いながら文章を書いた先人たちの息吹を感じることができます。チョ
ンアム チョ・グァンジョ（静庵 趙光祖）が自然を友として暮らすために作
った瀟洒園をはじめ、環壁堂、息影亭など歌辞文学が雲集しているの
は、全国的にも珍しいケースです。楼亭が数多く点在しており、文人たち
の作品を集めた韓国歌辞文学館もお勧めです。
  
     光州北区環碧堂キル387一帯

醉歌亭

環壁堂 醉歌亭

鳴玉軒
俛仰亭

瀟洒園韓国歌辞文学館
松江亭

息影亭

無等山のふもとで経験する
朝鮮ソンビたちの風流外出

歌辞文化圏
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観光 Tip
光州伝統文化館では、毎
週土曜日午後3時から伝
統芸術公演を無料で観覧
することができます。

コース Tip
光州湖生態園→無等山生
態探訪院→忠孝洞の大柳
→歌辞文化圏→無等山粉
青沙器展示室→楓岩亭→
忠壮祠→ 忠愍祠

光州伝統文化館→無等現
代美術館→許白錬春雪軒
→無等山圏の世界地質公
園センター→義斎美術館
→証心寺→薬師庵

グルメ Tip
* 光州湖生態園
無等山麦飯
光州東区芝湖路
無等山麦飯通り

* 光州伝統文化館
トンウォン・ケジャンペク
パン
光州東区芝湖路128
+82-62-223-7200

宿泊 Tip
* 光州伝統文化館
ヨロ(山水店)
光州東区トンゲ路16-17
+82-62-227-8815

無等パークホテル
光州東区芝湖路164番
ギル14-10
+82-62-226-0011

生物の生息地であり、市民に生態系を観察し、体験できるよう造られた
空間で、光州湖の開けた景色から柳の群落地、湿地保全地域、生態探
訪路、生態池などがあります。歌辞文化圏の環壁堂付近に位置してい
ます。

     光州北区忠孝洞905
     +82-62-613-7891

観察自然学習場・光州湖生態園と
伝統文化を継承する光州伝統文化館

光州湖生態園

光州伝統文化館
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証心寺バス停付近に位置しており、韓国の昔ながらの品々を見て学び、
楽しむのにぴったりの場所です。楽器場、 幀画場、南道儀礼料理場など
の作品が展示された無形文化財展示館や尚州文化財が直接指導して
くれる創作工房も是非ご覧ください。
     
     光州東区毅斉路222
     +82-62-670-8550
     gtcc.or.kr



無覚寺

観光 Tip
証心寺までの道のりは、
文彬精舎を過ぎた時点あ
たりから、その大半が森
の中であるため、真夏で
も暑さをしのぎながら歩
くことができます。

コース Tip
証心寺→薬師庵→義斎
美術館→無等現代美術
館→光州伝統文化館

無覚寺→5・18記念公園
→金大中コンベンション
センター→5・18自由公園
→光州公演マル

グルメTip
* 証心寺
雲林コル農園（鴨焼き）光
州東区雲林ギル57-7
+82-62-222-5778

* 無覚寺
ナクチマウル(タコ炒め)
光州西区尚武民主路6番
ギル36
+82-62-382-0799

宿泊 Tip
* 証心寺
無等パークホテル無等パ
ークホテル
光州東区芝湖路164番
ギル14-10
+82-62-226-0011

* 無覚寺
ノーブレスホテル
光州西区市庁路50番
ギル5
+82-62-385-1100

5・18記念公園に位置した無覚寺は、都心の中に建つ寺院です。宗教に
関係なく、単純に一休みしたい時、鳥の声を聞きながら森の道を歩いて
みるのはいかがでしょうか。自然に「摩訶般若波羅蜜」を詠み、煩悩など
吹き飛んでしまうことでしょう。本屋＆ギャラリーロータスでは、美術作
品展示会も開かれています。リサイクル市場「ポムルソム」も開かれ、テ
ンプルステイも運営しています。

     光州西区雲泉路230               +82-62-383-0108
     無覚寺 mugaksa.com  
     テンプルステイ mugaksa.templestay.com

光州の代表的な千年古刹であり、光州伝統文化館の近くに位置している。 
新羅ホニン王4年(860) 澈鑑禅師が創建したもので、境内には鉄造毘盧
舎那仏坐像(宝物第131号)、石造菩薩立像などが保存されています。テ
ンプルステイも可能で、証心寺バス停留所終点から徒歩約22分です。

     光州東区証心寺キル177
     +82-62-226-0108
     証心寺 jeungsimsa.org
     テンプルステイ
     jeungsimsa.templestay.com

テンプルステイができる
光州の代表的な寺院

証心寺

無覚寺
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観光 Tip
光州郷校で10：00～16：00
まで文化観光解説士の説
明を聞くことができます。
月峰書院では、徒歩で1時
間ほどの哲学者の道を散
歩するのもよいかもしれま
せん。

コース Tip
光州郷校→楊林歴史文化
村→社稷公園展望タワー
→ペンギン村→忠壮路→
国立アジア文化の殿堂→
東明洞

月峰書院→松山遊園地→
黄龍親水公園→1913松汀
駅市場→松汀5日市場→
松汀里郷土トッカルビ通り

グルメ Tip
* 光州郷校
木浦ポッチッ（韓式定食）
光州東区亀城路150
+82-62-223-8549

* 月峰書院
松汀里トッカルビ
光州光山区光山路
松汀里郷土トッカルビ通り

宿泊 Tip
* 光州郷校
ビジネスホテル デュウ 
光州東区亀城路114番
ギル9
+82-62-234-7755

アリネゲストハウス
光州南区川辺左路428番
ギル6
+82-10-2104-8899

朝鮮時代に民を教化し、風俗を純化させた教育機関であり、光州公園に
位置しています。東方礼儀之国の伝統を受け継ぎ儒教経書、書道、漢文、
冠婚葬祭、儒学大学など、様々な教育プログラムを提供しています。光州
市有形文化財第39号に指定されており、現存する建物としては大成殿、
明倫堂、東廡、西廡、東斎、西斎、内三門、外三門碑閣などがあります。
  
     光州南区中央路107番ギル5
     +82-62-672-7008
     gjhyanggyo.or.kr

コボン キ・デスン（高峰・奇大升）の学徳を称え、追慕する場所で春・秋香祭
が毎年開催されます。一時は、大院君の書院撤廃令によって毀損されまし
たが、1938年氷月堂を皮切りに1981年までに祠堂や外三門、蔵板閣、内三
門が建築されました。数十年にわたって一つずつ建てられたという点が特
徴的です。月峰書院では、遊びや芸術で哲学を学び、朝鮮ソンビ一日体験
など、多様な教育文化プログラムが運営されています。
  
     光州光山区広谷キル133
     +82-62-960-8255
     wolbong.org

五感を満足させてくれる風流散歩道
郷校・書院文化財

光州郷校

月峰書院
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観光 Tip
戒厳軍と市民軍が交戦し
た場所を再演した3階の
市民ギャラリーを訪問し
てみよう。ここの外壁だけ
で14発の弾痕が発見され
ている。

コース Tip
チョニルビル245→5・18
民主化運動記録館→5・
18民主広場及び時計塔
→5・18民主平和記念館

グルメ Tip
マムスクック（おにぎり）
光州東区桐渓川路143
+82-62-233-1233

マハンジ（ニンニクカルビ）
光州東区文化殿堂路39-1
+82-62-234-9261

宿泊 Tip
ACC DEISIGNホテル
光州東区錦南路226-11
+82-62-234-8000

ザロフトハウス
光州東区東渓路12、3階
+82-10-6635-0019

錦南路一帯でほぼ唯一、昔の姿をそのまま収めたチョニルビル245は、
245発の弾痕が発見され、5・18民主化運動の歴史的惨状を今日まで世
の中に知らせている。2020年には複合文化空間として生まれ変わり、特
に屋上にあるチョニルマルは、錦南路で最も高い所に位置し、無等山、
国立アジア文化殿堂、5・18民主広場などを眺望することができ、
19800518展示館を観覧する出発点として訪問客を導く。1階のチョニル
アーカイブでは、1968年の1次竣工から2020年のリモデリングまで、拡
張現実を体験することができ、花が咲く形を再解釈して、1階～3階まで
つながる咲け象徴階段は、新たに咲くチョニルビル245を意味する。2階
には様々なアート商品に触れることができる南道観光センター、3階に
はデジタル情報図書館、市民ギャラリーなどがあり、その他にも弾痕保
存区間、Moonラウンジ＆スタンドなど、展示と体験スペースが多様に設
けられている。

     光州東区錦南路245
     +82-62-225-0245

光州精神の昔の姿をそのまま収めた
歴史文化の代表空間

チョニルビル245

32



光州カトリックセンター跡地に位置している5・18民主化運動記録館は、
ユネスコ世界記録遺産に登録された5・18記録物が収集・保管されてい
ます。 1階～3階は常設展示室で、6階は、ユン・ゴンヒ（尹恭熙）大主教室
が復元されています。
     
     光州東区錦南路221                       +82-62-613-8204
     518archives.go.kr

旧全羅南道道庁は、最後の抗戦地と
なった場所で5・18とメディアを結合
した作品を鑑賞することができます。 
民主広場は、噴水台が演壇として使
われ、抗争の意志を燃やした場所で
もあります。
     
      光州東区錦南路1街41
     +82-1899-5566

※ 5・18と光州の文化資源を繋ぐ五月の山道を歩いてみましょう。

      +82-62-360-0518                      
      518road.518.org

観光 Tip
5・18民主化運動記録館、5

・18民主平和記念館、5・18
民主広場は、国立アジア文
化の殿堂一帯に位置して
おり、コースとして訪れる
のに良い場所です。

コース Tip
国立アジア文化の殿堂→5

・18民主広場→5・18民主
平和記念館→5・18民主化
運動記録館→4・19民主革
命歴史観→大仁芸術市場

グルメ Tip
高麗鳥参鶏湯
光州東区錦南路231
+82-62-224-2526

漢城会館（刺身）
光州東区忠壮路45-22
+82-62-224-2842

宿泊 Tip
ゲスト145
光州東区亀城路194番ギル
19
+82-62-233-0145

オガホン
光州東区亀城路194番ギル
24
+82-62-227-5557

5・18民主平和記念館

義を実践し、
民主化のシンボルになった5・18

5・18民主化運動記録館

5・18民主平和記念館(旧全羅北道道庁)＆5・18民主広場
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国立5・18民主墓地、民主の扉

国立5・18民主墓地は、民主主義を守り通した歴史的な象徴です。5・18
民主化運動の記録物が2011年ユネスコ世界記録遺産に登録され、こ
こは怒りと悲しみを超え、未来に対する希望や誓いの場となりました。
新たな生命の復活と希望を意味する5・18民衆抗争追慕塔、5・18映像
の上映や展示空間である崇慕楼、犠牲者たちを追悼する遺影奉安所な
どを見学するができます。

     光州北区民主路200
     +82-62-268-5189
     518.mpva.go.kr

5・18の教訓を受け継ぐ空間とし
て記念文化館および5・18施設物
を展示

     光州西区内防路152
     +82-62-376-5197

5・18民主化運動当時の尚武台
の法廷・営倉および資料、写真
などを展示

      光州西区尚武平和路13
     +82-62-376-5183

観光 Tip
錦南路では、5・18記念日
の前日に5・18前夜祭が開
かれます。 五月光州の大同
精神を盛り込んだ街頭行
進やグッ、プンムルペなど
見どころが満載です。

コース Tip
国立5・18民主墓地→国立
光州博物館→無覚寺→5・
18記念公園→金大中(キム

・デジュン)コンベンションセ
ンター→5・18自由公園

グルメ Tip
* 国立5・18民主墓地
チョルギパプサン(韓定食)
光州北区河西路672番ギ
ル45
+82-62-574-8220

* 5・18記念・自由公園
タルダキムパプ・おにぎり
光州西区治平路86
+82-62-381-1127

숙박 Tip
* 5・18記念・自由公園
ウィムズホーム
光州西区尚武大路1014番
ギル27-6 1階
+82-10-9240-1052

ベントレービジネスホテル
光州西区尚武平和路124
+82-62-352-7500

5・18の魂が眠る民主墓地、
光州役所一帯の5・18記念地

国立5・18民主墓地

5・18記念公園 5・18自由公園
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自由民主主義を守るため不義に抵抗した革命精神を称え、4・19の理念
を継承・発展させる場所です。 展示空間は「革命を呼び起こした政権、
湖南の4・19革命、4・19革命のジオラマ、追悼映像室」などから構成され
てます。
     
     光州東区無等路328
     +82-62-224-0419

観光 Tip
4・19民主革命歴史館およ
び記念館は、都心の5・18
に関するスポットとコース
で訪問することをお勧め
します。

コース Tip
4・19民主革命記念館→4・
19民主革命歴史観→5・18
民主化運動記録館→5・18
民主平和記念館→東明洞
カフェ通り→大仁芸術市場

グルメ Tip
* 4・19民主革命歴史館お
よび記念館
オルヌンイコウタケ入り鶏
肉の水炊き（ふぐスープ）
光州東区無等路326
+82-62-226-4743

* 光州学生独立運動記念館
カンチョン(ドジョウ鍋、ナ
マズ鍋)
光州西区マルクポクケ路
152-3
+82-62-374-3579

宿泊 Tip
* 4・19民主革命歴史館お
よび記念館
ゲスト145
光州東区亀城路194番
ギル19
+82-62-233-0145

* 光州学生独立運動記念館
Pedro’s House
光州西区ワールドカップ4
強路18番ギル42
+82-10-9592-9993

光州学生独立運動の崇高な精神を継承・発展させるために設立された
場所です。 多様な展示資料や歴史史料をもとに真実の歴史を紹介し、「
愛国歴史体験学習プログラム」も運営しています。 
全南女子高校では、学生独立運動
女子学徒記念歴史館を運営中です。
    
     光州西区学生独立路30
     +82-62-221-5500
     gsim.gen.go.kr

4・19民主革命歴史観は、正義・自由・平和に象徴される4・19革命の精神
を継承するため、光州高等学校に設立された歴史館です。 学生たちの歴
史文化体験学習空間として運営されており、常設展示館の床には、4・19
革命当時の新聞記事が飾られています。
     
     光州東区中央路302
     +82-62-225-0419

4・19革命歴史館＆記念館
民族独立の光州学生独立運動記念館

4・19民主革命記念館

4・19民主革命歴史館

光州学生独立運動記念館

35



光州7味とトレンディなグルメツアーの味香光州
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光州韓定食

＃五魅マンナ光州
＃光州7味 ＃光州カフェ通り



グルメの街・光州を代表する食べ物1位に選ば
れたおにぎりは、5・18民主化運動当時、市民た
ちが互いに励ましあいながら分け合った食べ
物で、分かち合いと連帯の意味が込められてい
る食べ物です。
        おすすめレストラン : タルダキムパプ、おにぎり
         Bob concert

光州おにぎり
分かち合いと連帯の代表的な食べ物

旬のナムルを入れた無等山麦ご飯は、ヨルムの
葉に包んで食べると、さらに美味しくいただけ
ます。約 30年前に、登山客たちを相手に麦飯屋
が一つ、二つと店を開き、今では特化通りとして
定着しています。     
     光州東区芝湖路無等山麦飯通り
    (約10店の麦飯関連飲食店があります。)

無等山麦飯
無等山の裾の健康食

1970年代に旧光州郵便局の裏で天ぷらを販売
していたキム・チャンシムさんが開発した料理
で、色々な天ぷらをレタスに包んで食べる光州
の郷土料理です。

      おすすめレストラン : ヒョンワンタンギョム, 
      ウ  ンソンキムパプ, 量産大当たり

光州サンチュの天ぷら
天ぷらとサンチュの絶妙な味わい

牛肉と豚肉のひき肉を混ぜた松汀里郷土トッ
カルビは、香ばしく淡泊な味わいが楽しめる逸
品です。1976年に始まり、現在は、特化通りとな
っています。
     
     光州光山区光山路松汀里郷土トッカルビ通り
     (約10店のトッカルビ店があります。)

松汀里郷土トッカルビ
香ばしくご飯がすすむ絶品料理

·  絶対に味わうべき光州グルメ  ·
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常連客のために肉でチヂミを作ったのがその
始まりで、薄く切った牛肉に卵ともち米粉をま
ぶした後、その場で焼き上げるのが特徴です。

     おすすめレストラン：テグァン食堂, 
      肉のチヂミ名家

光州肉のチヂミ
光州チヂミの品格

山、大地、海でとれた食材が豪華な食卓を彩り
、韓国の伝統的な美と味を同時に楽しむことが
できるため、海外からの観光客に脚光を浴びて
いる料理です。
     
     おすすめレストラン：ペンニョンミガ、チョソン   
     オク, ノルブシル、クムスジョ・ウンスジョ

光州韓定食
山海珍味のフルコース

発酵させた黒山島のガンギエイ、茹で豚、しっ
かり漬かった白菜キムチを一緒に食べる珍味
で、鼻先に漂うガンギエイのつんとした香りが
食欲をそそります。

     おすすめレストラン：キムガウォン

ホンオ三合
南道のソウルフード

アヒル、セリ、エゴマの粉が絶妙なバランスを成
す鴨鍋。1970年代、光州駅近くのカモ農場が発
展したことがきっかけで始まり、現在は特化通
りとなっています。
     
     光州北区景陽路鴨鍋通り
   (約10店の鴨鍋店があります。)

光州鴨湯
光州の伝統的なスタミナ料理

·  光州の味、そのプライドが込められた珍味を食す  ·
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深く独特な味わいを提供している代表的な12つのグルメ店で、
「ケミ」は南道料理の深い味を意味する方言です。

     
キムガウォン(エイ三合)
     光州西区尚武民主路123番ギル13-7          +82-62-382-8700

メウォル黒ヤギガーデン(黒ヤギスープ＆肉)      
     光州西区懐齋流通ギル19-24          +82-62-374-6665

ミョンファ食肉食堂(エホバクの昔風クッパ)
     光州光山区平洞路421          +82-62-943-7760

ヘナムソンネ食堂(韓牛味噌しゃぶしゃぶ)
     光州南区鳳仙路21          +82-62-672-5123  

海風にさらされほどよい塩味ともちもちした触
感が魅力的です。 冷たい緑茶をご飯にかけ、イ
シモチと一緒に食べたり、コチュジャンにつけ
て食べたりすると、さらに風味が増します。

     おすすめレストラン：チョソンオク、迎賓館

イシモチ定食
ほどよい塩味と海の香り

ケミグルメ店
代々引き継がれている深く独特な味わい

毎日夜になると光州公園前の広場に明かりが
点在しています。忠壮路から光州川を渡るとす
ぐに見つけることができ、日曜日や悪天候の場
合は、休業となります。

     光州南区光州公園広場
     (光州の広場(光州橋向かい側)

光州公園屋台通り
夜の趣とおいしい肴

·  光州を楽しむ個性溢れたグルメ旅行  ·

キムガウォン

ヘナムソンネ食堂
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良洞市場

光州のみならず全羅南道で最も規模が大きい
伝統市場で、何でも揃う総合市場として、 味の
ある方言が飛び交い全羅南道の人情が溢れ
る市場です。昔風チキンの店スイルトンダッや
良洞チキンが有名で、青春鉢山村が隣接して
いるため、コースで見て回ることをお勧めします。
     
     光州西区川辺左路238
     +82-62-366-0884
     yangdongmarket.modoo.at

南光州市場
南光州駅周辺の水産物特化市場で、海産物料理
、練炭焼き、クッパが有名です。早朝市場では、新
鮮な海産物や農産物がお手頃価格で取り引きさ
れています。尚、第1・第3日曜日はお休みです。   
  
     光州東区斎峰路17番ギル18-6
     +82-62-226-1101
     namgwangju.modoo.at

マルバウ市場
2、4、7、9日に開かれるマルバウ市場は、潭陽、
谷城、長城、和順などから農民たちが直接耕作
した農産物を持ちよる市場で、特に新鮮な野菜
類が有名です。
     
     光州北区東門通り85番ギル62
     +82-62-262-4082
     malbawoomarket.modoo.at

·  代表的な伝統市場で味わう珍味  ·
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味・趣・芸術が調和を成す
- 大仁芸術市場 -

대인예술시장
2018韓国観光の星に選定された場所で、伝統市場と芸術が結
合された独特の魅力があります。夜市が開かれる日には、ハン
ピョンギャラリー、想像共有ファクトリーハンス、大仁芸術の間
ミョス、体験ゾーン、セーラーゾーンなど多様な文化や芸術、公
演を楽しむことができます。それだけでなく、肉のチヂミ、キム
チのチヂミ、サムギョプサルキムパプ、チャントククス、タコの串
焼き、ドイツビールなど食べ物も豊富です。 夜市は土曜日19：
00～23：00まで開かれ、冬季の休場を除いて通常3月～4月に
始まります。
     
     光州東区独立路284-2
     +82-62-233-1420
     blog.naver.com/byeoljang
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ギャング少年

トア食パン

ケランパプ

カフェ1913

コロッケサムチョン

アカシア天然蜂蜜で甘さを加えた、
砂糖・防腐剤・化学添加物不使用の羊羹です。

パン好きには見逃せない
チョコ食パン、インジョルミクリームパンを

是非味わってみてください。

食べやすく包装されている上、
お手頃価格！思い出の味コロッケ！

遅い時間に行くと、品切れになって
いる場合があります。

紅参ラテ、
手作りヨーグルト、

ナッツ類を
お楽しみいただけます。

市場グルメツアーの極み
- 1913松汀駅市場 -

若い市場として新たに生まれ変わった1913松汀駅市場
は、歩いているだけで食欲がぐんと増します。100メート
ルほどの通りには、卵かけご飯、コロッケ、ホトッ、ようか
んや素麺、手作りビール、ミスッカルなど食べ処がいっぱ
いです。白黒写真館、制服体験ショップもあったり、地面
に書かれている建物の完工年度を見たりするのも楽し
いかもしれません。光州松汀駅から徒歩5分のため、観
光客も訪問しやすい場所です。 
     
     光州光山区松汀路8番ギル13
     +82-62-942-1914
     1913songjungmarket.modoo.at

1913松汀駅市場
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40年を超える全国5大パン屋の一つで、天然酵母
種を使って健康的なパンを作っており、代表的な
メニューは恐竜の卵パン、ナビパイ。

     光州東区忠路93-6
     +82-62-222-3477

永遠のパン職人を夢見るパティシエが運営す
るヴェルビエは、宮殿製菓と一緒に光州パン地
巡礼の代表的なコースに数えられ、魔王パイと
バゲットトーストが有名。

     光州東区瑞石路36
    +82-62-226-0696

全国のパンマニアをときめかせる
パン地巡礼の聖地

＃パン地巡礼  ＃全国5大パン屋  ＃光州ベーカリー

宮殿製菓 ヴェルビエ

小麦ベーカリー ユンスルベーカリー

良人製菓
良い町、良い人、良いパンというスローガンで
有機農パンを販売し、楊林洞を象徴するオーウ
ェンあんパン、チョコパンなどが人気。

     光州南区済衆路47番ギル1
     +82-62-651-8241

環境に優しい有機農小麦粉を使用する信頼で
きるパン屋のユンスルベーカリーは、カヌレ、ビ
ーガンパン、マドレーヌなど食欲をそそるパン
がいっぱい。

     光州東区桐渓川路166
     +82-62-224-3777

地球で最もおいしいパン屋を夢見る店で、父の
後を継いで兄弟で運営する小麦ベーカリーは、
大豆クリームパンが人気メニュー。

     光州東区文化殿堂路26番ギル10-2
     +82-62-223-0045
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光州を代表する
カフェ通り

ソウルの経理団道、延南洞のような東明洞。洗練
されたカフェ通りとして有名で、飲食店、ラウンジバ
ー、セレクトショップ、小劇場などが随所にあります。忠
壮路とはまた違った魅力を持ち、光州のトレンディな一面を見せてくれる代
表的な話題のスポットです。コーヒーやお茶だけでなく、色とりどりにリモデ
ルされた空間が与える魅力を感じたいのであれば、東明洞をお勧めします。
特に週末になると多くの人が訪れる通りで、小規模公演会場であるシアター
ヨンパラム、ミンドゥルレ小劇場を訪れるのもお勧めです。

     光州東区東明路一帯

東明洞カフェ通りに負けないくらい個性あふれ
るカフェがずらりと並んでいます。楊林洞を初め
て訪れる場合は、楊林洞観光案内所内にある村
ストーリー館を観覧した後、陽林五叉路近くのカ
フェを利用すると良いでしょう。古宅、西洋式の
建物など光州の近代および現代の遺跡を見学
することができる魅力があります。

     光州南区楊林五叉路一帯

無等山の風景と光州の夜景を眺めながらコーヒーを
楽しむことができます。新陽パークホテル周辺に形成
されており、都心の喧騒を離れ、静
かな落ち着いた雰囲気の場所を
探しているなら、この通りをお勧
めします。デートやドライブコース
としてもぴったりです。

     光州東区無等路592一帯

東明洞カフェ通り

楊林洞カフェ通り

コンベンションセンターカフェ通り

無等山カフェ通り
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金大中(キム・デジュン)コンベンションセンターの道路の向こう側
にあり、金大中(キム・デジュン)コンベンションセンターで開催され
る行事に出席したり、5・18自由公園、光州公演マル(国楽常設公
演)を訪れたりする予定がある場合は、こちらをお勧めします。
地下鉄を利用する場合は、金大中コンベンションセンター
駅5番または6番出口をご利用ください。

     光州西区尚武ヌリ路30一帯



Hotで Fantastic な光州、
そのユニークな魅力を24時間感じる。
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1995年に始まったビエンナーレは、光州の文化芸術的伝統と5・18民主
化運動後、国際社会で広く知られ始めた光州の民主精神に文化的価
値を与え展覧会です。クリエイティブで実験的な現代美術作品が空間
ごとに展示されています。

     ビエンナーレ展示館および国立アジア文化の殿堂
     +82-62-608-4114
     gwangjubiennale.org
     2023年4月7日~2023年7月9日

観光 Tip
ビエンナーレ展示館が位
置しているある中外公園
には、国立光州博物館、市
立美術館、市立民俗博物
館のみならず、雲岩堤、龍
鳳堤、公園の散歩道が造
成されており、芸術、自然、
ヒーリングの観光も楽しん
でいただけます。春になる
と桜の花が満開になる場
所でもあり、90年代の懐か
しい乗り物がある子ども
大公園もお勧めです

コース Tip
光州ビエンナーレ・デザイ
ンビエンナーレ→ 光州歴
史民俗博物館 →市立美
術館→国立光州博物館
→中外公園→アートピク
ニック

グルメ Tip
ケイツー(豚カツ)
光州北区龍峰路66
+82-62-529-5700

ウミイルシク(刺身定食)
光州北区北門大路33番
ギル3
+82-62-512-3302

宿泊 Tip
ヨギチョアホテル
光州北区北門大路13
+82-62-522-3700

光州ビエンナーレと同じ場所で開催される国際総合デザインイベント
です。デザインの美的・実用的・経済的価値に触れ、世界的なデザイン
の流れも把握できるよう、様々な展示や国際学術イベントなどが開か
れています。

     ビエンナーレ展示館および国立アジア文化の殿堂
     +82-62-531-7784
     gdb.or.kr
     奇数年9月～10月

文化
イベントを
もっと見る

光州ビエンナーレ

光州デザインビエンナーレ

48



観光 Tip
「思い出の忠壮祭り」のウ
ェブサイトで、イベント会
場の構成図を参考にして
いただければ、より一層
祭りをお楽しみいただけ
ます。 また世界キムチフェ
スティバルでは、韓国で唯
一大統領賞を授与する「
キムチ競演大会」が開か
れます。

コース Tip
* 思い出の忠壮祭り
忠壮路→光州劇場→弓
洞芸術の街→大仁芸術
市場

* 世界キムチ祭り
キムチ博物館→世界キム
チ研究所→豆総合センター
→南道郷土料理博物館

宿泊 Tip
* 思い出の忠壮祭り
プオンイサルリム
光州東区東明路20番
ギル5
+82-10-6425-8465

* 世界キムチ祭り
サムファホテル
光州西区楓金路177番
ギル3
+82-62-682-6811

秋になると忠壮路と錦南路には、サーカスとジーンズが人気を博しま
す。人々は、若かりしあの時代に戻り、ドレスコードであるジーンズを履
いて、ゴーゴー場に向かいます。忠壮パレード、大学歌謡祭リターンズ、
思い出のテーマ通り、忠壮月光キャンピング、Dancing 90's、制服体験な
ど全ての世代が一緒に盛り上がります。

     忠壮路、錦南路一帯
     +82-62-608-2421~4
     donggu.kr/cjf
     毎年9月～10月中

キムチ宗主都市・光州で毎年開かれる代表的な特産物祭りです。世界各
国から訪れた人々も韓国のキムチを体験できるよう、キムジャン体験、キ
ムチの展示、キムチトークショー、キムチコンテストなど多様なプログラ
ムが運営されます。また、キムチタウンで直接キムチを漬けてみるのも良
い思い出になるでしょう。

     光州キムチタウン
     +82-62-613-3955~6
     kimchi.gwangju.go.kr
     毎年10月～11月中

思い出の忠壮祭

世界キムチ祭り
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観光 Tip
フリンジフェスティバルの
大きな特徴は、制約が全
くないという点で、祭りの
現場には舞台や壇上があ
りません。チケットを購入
する必要もなく、時間に合
わせて公演会場に足を運
ばなくても、街角で数多く
の新鮮なコンテンツを楽
しむことができます。

コース Tip
国立アジア文化の殿堂→
忠長路→弓洞芸術の街
→東明洞→大仁芸術市
場

グルメ Tip
アラン（フランス料理）
光州東区東明路20番ギル
17-6
+82-62-228-2345

民俗村
光州東区文化殿堂路37-2
+82-62-224-4577

宿泊 Tip
光州パンダゲストハウス
光州東区斎峰路102
+82-10-2632-7323

オアシタ
光州東区東明路20番
ギル20
+82-10-4145-9965
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マイム、音楽、バスキング、サーカスなどジャンルや年齢を問わず、誰で
も自由にパフォーマンスを行うことができる広場文化プロジェクトです。
参加・体験、公演・競演などで構成されており、詳しくは案内所で配布し
ている公演プログラムリーフレットをご覧ください。

     光州一帯
     +82-62-670-7967
     fringefestival.kr
     毎年 7月~10月

青年が主催となり行う祭りで、青年の人生や逸話、ホットな若さの熱気
が共存するグローバルフェスティバルです。街頭公演、体験ブース、青年
マーケット、フードトラックなど、若者のアイデアにより構成される多様
なプログラムをお楽しみください。

     光州一帯
     facebook.com/wyouthfestival
     毎年10月 ~11月

フリンジフェスティバル

光州青年週間
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メディアアートフェスティバルは、先端技術と芸術を融合させ視聴覚体験、
パフォーマンス、VR展示、人間と技術が融合したパフォーマンスなど、好奇
心を刺激する多様なコンテンツを提供しています。

     国立アジア文化の殿堂
     gjmp.kr
     毎年  10月

家族で楽しめる芸術体験で、エアバウンス、ブロック遊び場、チョークア
ートファミリー、子供アートスクール、色彩遊び、お父さんとお母さんの
アート遊びなど、様々な体験や公演プログラムも用意しています。

     光州中外公園芝生広場
     +82-62-413-2530
     artpicnic.kr
     毎年5月～10月

光州の代表的な人文学祭りで、2018年度文化観光祭りに選ばれました
。秋の森の中の音楽会、展示、人文学講義、参加および体験プログラム
などを楽しむことができます。

     社稷公園一帯
     +82-62-671-7356
     goodmorningyangrim.com
     毎年10月～12月

観光 Tip
ホログラムファサード、メ
ディアアート・アーカイブ
など6つの光の空間から
成るメディアアート・プラ
ットホームがお勧めです。.

コース Tip
* メディアアートフェステ
ィバル
国立アジア文化の殿堂→
メディアアート・プラットフ
ォーム→社稷公園展望タ
ワー

* アートピクニック
市立美術館→ 光州歴史
民俗博物館→中外公園
→国立光州博物館

グルメ Tip
* メディアアートフェステ
ィバル
トゥランチェ（韓定食）
光州東区文化殿堂路26
番ギル10-4
+82-62-234-8118

* アートピクニック
ウミイルシク(刺身定食)
光州北区北門大路33番
ギル3
+82-62-512-3302

宿泊 Tip
* メディアアートフェステ
ィバル
ユユハン
光州東区白瑞路224番ギル
6-6
+82-504-0904-2444

* グッドモーニング楊林
ヒイラギの丘
光州南区済衆路47番ギル
20
+82-62-654-0976

メディアアートフェスティバル

アートピクニック

グッドモーニング楊林



52

国立アジア文化の殿堂(ACC)のハヌ
ルマダンでレジャーシートを広げて
楽しむ世界音楽フェスティバルで、友
達、恋人、家族、そして自分自身のた
めに終わりゆく夏に2度目の休暇を
過ごしてみるのはいかがでしょうか。

     国立アジア文化の殿堂一帯
     +82-62-601-4618
     毎年8月

ACCワールドミュージックフェステ
ィバルの熱気を受け継ぐ音楽祭で
、国内外の様々なジャンルの大衆
音楽に接することができるフェス
ティバルです。楊林洞歴史文化村
と合わせてお楽しみください。
     
     社稷公園
     +82-62-654-3627
     facebook.com/peakmusic
     毎年11月

楊林洞生まれで中国の3大近現代
音楽家と崇められているチョン・
ユルソンの業績と彼の作品の世界
に触れることができる音楽会とな
っています。
     
     チョン・ユルソン（鄭律成）の母校
     および 光州管内中高大学など
     +82-62-670-7466/7468 
     jysfestival.kr
     毎年10月

ACCワールドミュージック
フェスティバル

サウンドパークフェスティバル

チョン・ユルソン（鄭律成）
 音楽フェスティバル

観光 Tip
夏に光州を訪れる予定があ
るなら、スペインのフラメン
ゴ、ハンガリーの民俗音楽、
ヨーロッパのジャズ、アジア
の伝統音楽など、世界の音
楽が一堂に会するACCワー
ルドミュージックフェスティ
バルを強くお勧めします。

コース Tip
* ACCワールドミュージッ
クフェスティバル
国立アジア文化の殿堂 →
忠壮路→ 東明洞→ 弓洞
芸術の街→ 大仁芸術市場

* サウンドパークフェステ
ィバル
楊林歴史文化村→社稷ア
コースティックギター通り
→チェ・スンヒョ（崔昇孝）
家屋→イ・ジャンウ(李章
雨)家屋→ウ・イルソン宣
教師の社宅→ペンギン村

グルメ Tip
* ACCワールドミュージッ
クフェスティバル
海南食堂（ヘジャングク）
光州東区白瑞路125番ギル31
+82-62-225-0664

* サウンドパークフェステ
ィバル
パインツリー（ステーキ）
光州南区白瑞路97-1
+82-62-413-3266

宿泊 Tip
* ACCワールドミュージッ
クフェスティバル
ACC DESIGNホテル
光州東区錦南路226-11
+82-62-234-8000

* サウンドパークフェステ
ィバル
ホランイカシナムオンドク

・ゲストハウス 
光州南区済衆路47番ギル20
+82-62-654-0976
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光州の代表的な民俗祭りで、コサウムノリの発祥地である漆石オット
ル村で開催されます。前夜祭のイベントとして、どんどん焼き、堂山祭、
農楽が開かれ、小正月には、プンムルノリやコサウムノリが試演され、
綱引き、凧揚げ、ノルティギ、クネ遊びなど、四季の民俗遊びが繰り広
げられます。4D映像体験館、民俗遊び体験の場など、民俗遊びに先端
技術を取り入れたコサウムノリテーマ公園を
訪れてみるのも良いでしょう。

     コサウムノリテーマ公園
     +82-62-650-8382
     gossaum.com
     毎年小正月

すすきの間に広がる日暮れの壮観は、まるで一幅の絵のようです。栄山
江で開かれる西倉野原すすき祭りは、銀色に輝くすすきの道を歩きなが
ら、秋のロマンと趣を全身で感じることができる自然に優しいヒーリング
祭りとなっています。栄山江自転車道案内センター
では、自転車を無料で貸し出しています。

     栄山江親水公園一帯
     +82-62-350-4792
     sgfesta.co.kr
     毎年10月

観光 Tip
カーナビゲーションで「栄
山江自転車道案内センタ
ー」と検索すれば、駐車場
にアクセスできます。

コース Tip
* コサウムノリ祭り
コサウムノリテーマ公園
→ 褒忠祠→ 鴨村堤→ コ

・ウォンヒ（高元熙）家屋
→豆総合センター→光州
陶道芸文化センター

* 西倉野原すすき祭り
西倉橋→西倉郷土文化
村→晩帰亭→金大中(キ
ム・デジュン)コンベンショ
ンセンター→5・18自由公
園→無覚寺

グルメ Tip
* コサウムノリ祭り
メウォル黒ヤギガーデン
(黒ヤギスープ)
光州西区懐齋流通ギル
19-24
+82-62-374-6665

* 西倉野原すすき祭り
オカツ(豚カツ)
光州西区治平路112
+82-62-373-3355

宿泊 Tip
* コサウムノリ祭り,  
西倉野原すすき祭り
西倉韓屋文化館
光州西区ヌルジェ路420
+82-62-373-1365

コサウムノリ祭り

西倉野原すすき祭り



観光 Tip
光州ファミリーランドには
、韓国で最も高い75mの
大観覧車があり、晴れた
日には潭陽まで望むこと
ができます。

コース Tip
牛峙公園→国立5・18民
主墓地→ 光州湖湖生態
園→ 歌辞文学圏 →風流
タルピッ公演

芝山遊園地→無等山麦ご
飯通り→無等山カフェ通
り→雲林洞美術館通り→
証心寺

グルメ Tip
* 牛峙公園
チョルギパプサン(韓定食)
光州北区河西路672番ギ
ル45
+82-62-574-8220 

* 芝山遊園地
無等山麦飯 
光州東区芝湖路
無等山麦飯通り

宿泊 Tip
* 牛峙公園
サムモーテル
光州北区龍頭宅地路17
+82-62-573-1122

* 芝山遊園地
無等パークホテル
光州東区芝湖路164番ギ
ル14-10
+82-62-226-0011

動物園、植物園、光州ファミリーランドなどがある総合公園です。動物園
の職業探訪、動物生態解説、夏・冬休みの動物教室などの体験プログ
ラムが運営されており、ウェブサイトで申し込むことができます。乗り物
を色とりどりの照明で飾った光州ファミリーランドもお勧めで、自動車
劇場、グランピングなども牛峙公園で楽しむことができます。
     
     光州北区牛峙路677
     +82-62-613-5860
     gwangju.go.kr/uchipark

レトロなリフトと特有のドキドキ感でスリルを味わうことができるモノレ
ールが有名。八角亭展望台からは、無登山と光州の全景を眺めること
ができ、SNSと口コミでユニークな遊戯施設として人気を集めている。
     
     光州東区之湖路164番ギル23
     +82-62-221-2760 
      instagram.com/jisanyuwonji_official

牛峙公園

芝山遊園地
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社稷公園の入り口の通りの一方に並
ぶアコースティックギターカフェの通り
で、70～80年代には「ギターハウス」と
呼ばれ、当時の若者の間では有名な
場所で、現在の中壮年層のアジトでも
ある。今は特化通りとして造成され、多
様な造形物をはじめ、現在活動中のア
コースティックギター歌手たちの公演
も観覧できる。

     光州南区社稷路 17

手作りの看板が郷愁を呼び起こす光州劇場は、国内に唯一残る短観劇
場。マルチプレックスに慣れた現代人たちには、内部の木造装飾、ロビ
ーに展示された昔の映写機、映画上映前に鳴り響く重厚な鐘の音がレ
トロな魅力と郷愁で迫る。

     光州東区忠壮路46番ギル10
     +82-62-224-5858
     cafe.naver.com/cinemagwangju

観光 Tip
光州劇場の隣に位置する

「映画が流れる路地」を歩
き、光州の劇場、映画文化
史、ポスターなどに触れ
てほしい。

コース  Tip
* 光州劇場
光州劇場→独立本屋少
年の書→映画が流れる路
地→キムネックァ→弓洞
芸術ストリート→大仁芸
術市場

* 社稷洞アコースティック
ギター通り
楊林マウルイヤギ館→ペ
ンギン村→李章雨家屋→
ウィルソン宣教師私宅→
社稷公園展望タワー→社
稷洞アコースティックギタ
ー通り

グルメ Tip
* 光州劇場
清河会館
光州東区忠壮路45-12
+82-62-223-7037

* 社稷洞アコースティック
ギター通り
ファンソル村忠壮店（豚カ
ルビ）
光州東区中央路160番ギ
ル16-10
+82-62-222-4815

宿泊 Tip
* 光州劇場
ジニーアイランド
光州東区忠壮路58番ギ
ル14、1604号（忠壮コウン
ラフィネ）
+82-10-7606-5447

* 社稷洞アコースティック
ギター通り
青い園
光州南区済衆路39-5、2階
+82-10-8601-9886

光州劇場

社稷洞アコースティックギター通り

レトロな感性満載の
アンティーク＆ビンテージ
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観光 Tip
楊林洞観光案内所の隣
にある村ストーリー館を
観覧した後、観光解説士
と一緒に探訪されること
をお勧めします。 楊林五
叉路を基点に、トレンディ
なカフェや飲食店があち
こちにあります。

コース Tip
建築ツアー、宣教ツアー、
芸術ツアーなど詳しい内
容はホームページをご覧
ください。

グルメ Tip
パインツリー（ステーキ）
光州南区白瑞路97-1
+82-62-413-3266

キムヨンヒ江南スケトウ
ダラの蒸し物
光州南区独立路54番
ギル34
+82-62-655-7574

宿泊 Tip
アリネ・ゲストハウス
光州南区川辺左路428番
ギル6
+82-10-2104-8899

THM
光州南区良村ギル27-5
+82-10-2947-8800

李章雨(イ·ジャンウ) 家屋

カーティス・メモリアルホール

韓国と西洋、儒教とキリスト教、伝統と近代が共存する楊林歴史文化村。 
楊林歴史文化村は、「光州の原型」と言われたりもしている場所で、イ・ジ
ャンウ(李章雨)家屋やチェ・スンヒョ（崔昇孝）家屋が代表的です。宣教師
の献身を称える巡礼地でもあり、ウィルソン宣教師の社宅、オーウェン記
念閣、宣教師墓域などでは、彼らの痕跡と西洋式の建物を見学すること
ができます。また、詩人キム・ヒョンスン（金顯承）、作曲家のチョン・ユルソ
ン（鄭律成） をはじめ、傑出した作家、詩人、音楽人を輩出しました。

     光州南区ソソピョンギル7
     +82-62-676-4486
     visityangnim.kr

伝統韓屋と洋風の建物が調和を成す
近・現代歴史100年の軌跡
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ぎっしりと交差する路地に若い作家の作業室と工房、文化活動家のア
ジト、個性あるカフェや飲食店、おしゃれな商店が肩を並べている。沈滞
した旧都心にあった韓屋と古い住宅はリモデリングを経て、文化的活
気にあふれる空間に変身し、異色でおしゃれなカフェが集まってカフェ
通りと呼ばれることもある。

     光州東区東明路一帯

観光 Tip
東明洞にはトレンディな
カフェや食堂だけでなく、
演劇を観覧できるシアタ
ーヨンパラム、2万点以上
の伝統生活用品を観覧で
きるビウム博物館がある。

コース Tip
東明洞→ビウム博物館→
国立アジア文化殿堂→弓
洞芸術ストリート→忠壮
路→チョニルビル245→
旧市庁 

グルメ Tip
アラン（フランス料理）
光州東区東明路20番ギ
ル17-6
+82-62-228-2345

東明カウォン食堂（霜降り牛）
光州東区畢門大路230
+82-62-232-8877

宿泊 Tip
オアシタ
光州東区東明路20番ギ
ル20
+82-10-4145-9965

グローリー（シンシワ）
光州東区桐溪川路81-3
+82-62-233-2755

ドレンディなホットプレイス

東明洞
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日常に活気を吹き込み
共に調和して生き生きとした光州に出会う

05 
CHAPTER

五魅
がいっぱい(情) 



G-CULTURE拓本体験

＃五魅がいっぱい光州
＃体験名所  ＃町探訪



光州キムチタウン
観光 Tip

光州キムチタウンのキム
チ発酵食品館を訪ねてみ
ましょう。4つの発効ゾーン
に分けて情報を提供して
います。世界キムチ研究
所は、光州キムチタウンの
隣に位置しています。

コース Tip
光州キムチタウン→キム
チ博物館→世界キムチ研
究所→豆総合センター→
西倉郷土文化村→南道
郷土料理博物館

グルメ Tip
メウォル黒ヤギガーデン(
黒ヤギ鍋＆ゆで肉)
光州西区懐齋流通ギル
19-24
+82-62-374-6665

宿泊 Tip
サムファホテル
光州西区楓金路177番ギ
ル3 
+82-62-682-6811

ドリームモーテル
光州西区楓金路177ボン
ギル7
+82-62-681-3745

キムチの文化と歴史を学び、体験することができる複合テーマパークで
す。主な施設としては、キムチの歴史、遺物などを観ることができるキム
チ博物館、おいしい南道キムチを生産しているキムチHACCP工場、直接
漬けて試食することができるキムチ体験場、発酵について知ることがで
きるキムチ発酵食品館などで構成されています。
     
     光州南区キムチ路60
     +82-62-613-8222
     gwangju.go.kr/kimchitown

キムチの科学的な優秀さを解き明かし、キムチ文化を世界中に広める
ため関連分野の総合的な研究開発を行っている機関で、種菌培養や製
造施設も見学することができます。

· 個人(10人以下)：毎月第三水曜日10：00～11：00
· 団体：ご希望の日時に応じて協議。

      ※公休日、開所記念日、その他研究所全体の行事が行われる日などは除く。
見学のお申込み : ウェブサイトにアクセス→「機関紹介」ページ                     
 →見学申請又は+82-62-610-1831にお問い合わせください。

     光州南区キムチ路86
     +82-62-610-1700
     wikim.re.kr

見学プログラム

世界キムチ研究所
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観光 Tip
南道郷土料理博物館の「
おもしろい食べ物に関す
る物語」コーナーがお勧
めです。食べ物同士の相
性、体質ごとに良いとさ
れる食べ物を推薦してく
れます。

コース Tip
全羅南道郷土料理博物館
→国立光州博物館→市
立美術館→市立民俗博
物館→光州ビエンナーレ

・デザインビエンナーレ

国立光州科学館→尖端
ユリ道(光州市民の森)→
月桂洞長古墳→武陽書
院

グルメ Tip
* 全羅南道郷土料理博物館
ムンオク（韓定食）
光州北区日谷マウル路
152
+82-62-572-7027

* 国立光州科学館
ノルブシル（韓定食)
光州光山区大村 路 6番ギ
ル20-6
+82-62-972-8201

宿泊 Tip
* 全羅南道郷土料理博物館
光州観光ホテル
光州北区西下路183番ギル
56
+82-62-261-7777

* 国立光州科学館
ホテルザ・スポット
光州北区アムコ路32
+82-62-971-1362

南道料理について知りたいという場合は、こちらをお勧めします。長い
茶食板の形をした建物が印象的な博物館で、南道の食文化や郷土文
化を保存・継承するためにつくられました。各種展示室や体験室から構
成されており、伝統料理講座では、宮中トッポッキ、韓菓、ススプクミな
どを直接作って、先人たちの知恵を学ぶことができます。各種遺物も展
示されており、3階の湖南文化資料展示館も
見逃さずに見学してください。
     
     光州北区雪竹路477
     +82-62-575-8883
     bukgu.gwangju.kr/namdofood

宇宙船に乗った瞬間、科学に対する好奇心と創意力がみなぎってくるか
もしれません。宇宙船のようなこの科学館は、光を主なテーマとし芸術
と科学を融合させ、目や耳を刺激する様々な展示・体験プログラムを行
っています。こちらの科学館は、お越しになったお客様が参加できる体
験を中心とした展示物で構成されています。天文教育宿泊洞ピョルピ
ンヌリ館では、望遠鏡で宇宙の美しさを鑑賞することができ、宿泊する
こともできます。

     光州北区先端科学技術路235
     +82-62-960-6210
     sciencecenter.or.kr

南道郷土料理博物館

国立光州科学館
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観光 Tip
金大中ホールの隣には、
工芸品や記念品を購入す
ることができる、光州観光
記念品展示販売場があり
ます。金大中コンベンショ
ンセンター道路の向かい
側にあるカフェ通りもお
勧めです。

コース Tip
金大中コンベンションセ
ンター→コンベンション
センターカフェ通り→5・
18自由公園→尚武地区
繁華街→5・18記念公園
→無覚寺→雲泉湖公園

グルメ Tip
ヘドンファロ(韓定食)
光州西区尚武大路653-1
+82-62-515-3344

ミンドゥルレ(ケジャン, イ
シモチ)
光州西区尚武大路653-1
+82-62-374-8760

宿泊 Tip
ホリデーイン光州ホテル
光州西区尚武ヌリ路55
+82-62-610-7000

ラマダプラザ光州ホテル
光州西区尚武自由路149
+82-62-717-7000

MICE(Meeting会議、Incentivesインセンティブツアー、Conventionコンベンショ
ン、Exhibition展示)産業を率いる光州の代表的なプラットフォームが、こちら金
大中コンベンションセンターです。国際観光博覧会、農水産物博覧会、ホーム
ライフスタイルショー、SW祝典、公演、展示など国際的な商品、技術、情報、文
化が交流するグローバルコミュニケーションの場となっています。このような
様々なテーマで行われるイベントを臨場感あふれる中経験できるだけでなく、
MICE参加者を対象にした文
化芸術体験プログラムも提
供されています。展示場は、
500個以上のブースを設置す
ることができ、コンベンション
ホールは2,000人まで収容で
きる大会議室や26つの中小
会議室があります。

     光州西区尚武ヌリ路30
     +82-62-611-2000 
     kdjcenter.or.kr

位置_ 金大中コンベンションセンター、展示棟1階
見どころ_ 故金大中元大統領の胸像やハンドプリント、生前に使用したグッズ

金大中ホール

金大中(キム・デジュン)コンベンションセンター
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観光 Tip
光州ワールドカップ競技
場の近くには水面に映る
風景が美しい楓岩湖公園
があります。

コース Tip
光州起亜チャンピオンズフ
ィールド→ロッテアウトレ
ット→楓岩湖公園→光州
キムチタウン→キムチ博
物館→世界キムチ研究所

光州ワールドカップ競技
場→ロッテアウトレット→
楓岩湖公園→光州キムチ
タウン→キムチ博物館→
世界キムチ研究所

グルメ Tip
* 光州起亜チャンピオン
ズフィールド
オクチョンミョノク(冷麺)
光州北区無等路144
+82-62-528-3888

* 光州ワールドカップ競
技場
迎賓館(韓定食）
光州西区風岩循環路128
番ギル 75,2階
+82-62-384-6000

宿泊 Tip
* 光州起亜チャンピオン
ズフィールド
New光州ゲストハウス
光州北区西岩大路289番
ギル9
+82-507-1494-2245

* 光州ワールドカップ競
技場
ダイヤモーテル
光州西区楓岩1路21番ギ
ル9-18
+82-62-682-6673

観客席と競技場の距離が短く、大迫力の中、野球を楽しむことができま
す。最大27,000人収容することができ、外野サンドパークに設置されて
いるミニプールでは、水遊びをしたり、エアバウンスすべり台で遊んだり
することもできます。

     光州北区西林路10
     +82-70-7686-8000
     起亜タイガーズ  tigers.co.kr
     チケットの前売り ticketlink.co.kr

韓国が2002年、アジアでは初めてワールドカップ4強に進出し、神話を築
いた競技場です。 無等山の稜線を形象化した屋根が建築学的にも優れ
た堂々たる姿を見せており、2015年には、光州夏季ユニバーシアード大
会のメインスタジアムとして使用され、現在は、光州FCのホーム球場とな
っています。

     光州西区金花路240
     +82-62-604-2002

光州起亜チャンピオンズフィールド

光州ワールドカップ競技場
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観光 Tip
青春鉢山村では、カラフ
ルな108の階段を登って
みましょう。西倉郷土文化
村にある韓屋文化館では
、伝統文化講座、礼節学
堂などのプログラムを運
営しています。

コース Tip
西倉郷土文化村→晩帰
亭→西倉野原のススキ道
→金大中(キム・デジュン)
コンベンションセンター
→5・18自由公園→5・18
記念公園→青春鉢山村
→良洞市場

グルメ Tip
* 青春鉢山村
スイルトンダク
光州西区川辺左路262番
ギル1-1 
+82-62-369-8916

양동통닭
光州西区川辺左路262
+82-62-364-5410

* 西倉郷土文化村
メウォル黒ヤギガーデン      
(黒ヤギスープ)
光州西区懐齋流通ギル
19-24
+82-62-374-6665

宿泊 Tip
* 青春鉢山村
鉢山ハウス
光州西区川辺左路118番
ギル4-2
+82-507-1387-2701

* 西倉郷土文化村
西倉韓屋文化館
光州西区ヌルジェ路420
+82-62-373-1365

朝鮮中期の韓屋の姿が残る場所で、伝統文化や郷土文化を体験するこ
とができます。 路地の石垣道を歩きながらゆったりとした時間を過ごす
ことができます。また、村から見下ろす西倉の夕陽は壮観です。

     光州西区ヌルジェ路420
     +82-62-373-1365
     schanok.or.kr

青春鉢山村

西倉郷土文化村

カラーアートが魅力的な青春鉢山村と
韓屋の美を秘めた西倉郷土文化村
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7～80年代の紡織女工たちが集まり暮らしていた村が、カラーアートプ
ロジェクトと公共デザインを通じて、色彩感あふれる場所へと衣替えし
ました。村の入口の壁画やあちらこちらに設置された造形物、鉄材で作
られたポンポンブリッジなど、活気にあふれています。

     光州市西区川辺左路12-16
     +82-62-464-0020                       bal-san.com



観光 Tip
ペンギン村の代表的パン
であるペンギンパンも食
べ、すぐそばにあるBTS 
J-Hope壁画で記念写真
も撮影してみよう。

コース Tip
* ペンギン村
ペンギン村→BTS J-Hope
壁画→ペンギン村工芸通
り→李章雨家屋→ウィル
ソン宣教師私宅→社稷公
園展望タワー

グルメ Tip
* ペンギン村
楊林ペンギン村協同組合
カフェ（ペンギンパン）
光州南区川辺左路450番
ギル8-9
+82-62-676-0007

* 坪村村
オヤッリ釜飯（参鶏湯＆釜
飯）
光州北区バムシル路178
+82-62-267-8502

宿泊 Tip
* ペンギン村
アリネゲストハウス
光州南区川辺左路428番
ギル6
+82-10-2104-8899

* 坪村村
無等パークホテル
光州東区之湖路164番ギ
ル14-10
+82-62-226-0011

村の野のピョンム野では、環境にやさしいタニシ米を栽培しており、
村の中心を流れる豊岩川には、都心ではすでに姿を消したホタルが
生息し、無等山の代表種である天然記念物カワウソが生息している。
生態環境に優れた村で、2016年に環境部が指定した生態観光地域
であり、古くから粉青沙器を作った南道の魂が息づいている。

     光州北区坪村ギル15
     +82-62-266-2287
     bandivill.net

廃品が芸術作品に生まれ変わったジャンクアート村で、膝の不自由な高
齢者が歩く姿がまるでペンギンのようだとして付けられた名前です。 楊林
洞行政福祉センター隣の道しるべに沿って狭い路地に入ると、個性的な
展示場に様変わりした昔ながらの村の姿を見学することができます。

     光州南区川辺左路446番ギル7

ペンギン村

坪村村

廃品・骨董品で飾られたジャンクアート村と
自然が息づく平和な坪村村
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無等山チャッ峠
無等山の自然と光州の夜景が調和をなす
場所です。チャッ峠は、代表的な夜景の名
所で、高い場所から眺める光輝く光州の景
色が魅力的です。展望台カフェを利用する
のもお勧めです。

     光州東区無等路669

ビューフォリー
「CHANGE」と書かれた大型サインボードが

目に付く場所が、光州フォリーIIIです。光州映
像複合文化館の屋上にあり、無等山、国立ア
ジア文化の殿堂、錦南路などの夜景をみる
ことができます。

     光州東区斎峰路96
     光州映像複合文化館 8階

社稷公園展望タワー
社稷公園の頂上付近に位置した夜景スポ
ットで、4階にある展望台に上れば爽やかな
風と共に、光州の全景を眺めることができ
ます。望遠鏡が設置されており、毎日9：00
～22：00まで利用することができます。

     光州南区楊林洞の社稷公園

朝鮮大学師範大学
朝鮮大学で最も高い建物に位置した展望台
で、隠れた夜景スポットでもあります。山の中
腹にある休憩所のような空間で、比較的静
かな場所です。自家用車や校内バスを利用
されることをお勧めします。

     光州東区畢門大路309

色とりどりに輝く光州の夜景が一番よく見える場所

夜景スポット
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香り立つ光州旅行を楽しむ方法

季節ごとの花見観光地

皇龍親水公園菜の花
光州の菜の花の“真髄”を満喫し
てください。まっ黄色に染まった
27,000m²にのぼる菜の花畑が、
訪れた人々を魅了してくれること
でしょう。菜の花と合わせて美し
い水辺の景観も是非お楽しみく
ださい。

     光州光山区仙岩洞241-31

春

ヤブラン林道
毎年8月には紫のヤブランが満開
になる道で、2018年、全羅道の代
表的な観光地100選に選ばれまし
た。メタセコイアがうっそうと茂っ
ているため真夏でも比較的暑さを
しのいで歩くことができます。

     光州北区文興洞803-1

夏

楓がトンネルのようにうっそうと茂る
場所で、光州の代表的な紅葉の名所
です。楓岩堤から徒歩でアクセス可
能です。
     
     光州北区楓岩斎キル117

無等山楓岩亭の紅葉秋

ユリの木が生い茂る道で、秋のロ
マンを全身で感じるのに最適な
場所です。光州市民の森付近に形
成されています。

     光州北区鷲岩路30

尖端ユリ道秋

湖の隣に長い桜並木があります。
桜と湖の景色を一度に観ること
ができるため、春のお出かけ先に
はぴったりです。牛峙公園で桜を
見物して、“人生の花道”を満喫し
ましょう。

     光州北区牛峙路677

牛峙公園桜春

朝鮮大学のバラ園には、色とり
どりのバラが咲き乱れています。
5月～11月まで運営され、開放
時間は9：00～21：00となってい
ますので、ご訪問の際は、参考に
してください。

     光州東区畢門大路309

朝鮮大学の薔薇夏
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※体験観光プログラムは有料です。

体験内容 : パラムトッ、ススプクミ、チャプチェ、キムバプ、宮廷トッポッキ、                   
                       季節の麺作り、郷土料理展示場見学
所要時間 : 1時間30分
収容人数 : 30人

南道郷土料理博物館

体験内容 : 宮中トッポッキ、チャプチェ、参鶏湯、餅ケーキなどを作り、名人常設展示場を見学          
所要時間 : 1時間30分
収容人数 : 40人

光州伝統文化館

体験内容 : 三色プクミ、トッポッキ、ビビンバ を作り
所要時間 : 1時間30分
収容人数 : 100人

JSクイジンアカデミー

体験内容 : トッカルビ、参鶏湯、チャプチェ、五色キビ餅、キムパプ、トックッを作り
所要時間 : 1時間30分
収容人数 : 120人

イェミ料理職業専門学校

体験内容  : 湯平菜、オイソン、餃子、九折板を作り
所要時間 : 1時間30分
収容人数 : 118人

トンガン料理学院

体験観光プログラム
G-FOOD
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※体験観光プログラムは有料です。

ピッコウル自然精進料理体験館
体験内容 : 精進料理作り
所要時間 : 2時間
収容人数 : 30人

饗宴
体験内容 : 伝統韓食作り、茶道
所要時間 : 2時間
収容人数 : 15人

ウェルネス観光地

テラピースパ・ソベ
体験テーマ : ビューティースパ
体験内容 : 個人に合わせたスパ
テラピープログラムを提供

ヒノキの国ヒョソグン
体験テーマ : ビューティースパ
体験内容 : ヒノキ、ハーブ、酵素をテー
マにした5つのヒーリング体験

体験内容 : 最新K-POPダンスを学ぶ
所要時間 : 1時間30分
収容人数 : 30人

ジョイダンスプラグインミュージックアカデミー

体験内容 : ： 韓流スタイリング、特殊メイクを学ぶ
所要時間 : 1時間30分
収容人数 : 30~50人

光州女子大学校

体験内容 : 韓流スタイリング、特殊メイクを学ぶ
所要時間 : 1時間30分
収容人数: 50人

エルモソビューティアカデミー

 · 特別体験プログラム · 

体験観光プログラム
G-WAVE
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G-CULTURE

※体験観光プログラムは有料です。

体験内容 : ソンビ体験、拓本体験、昔ながらの本作り、茶礼体験、
                       月峰書院見学
所要時間 : 1時間30分
収容人数 : 50人

月峰書院

体験内容 : 茶道、伝統婚礼体験、韓服体験、扇子-足子作り、
                                 装具体験、書道体験、文化遺産解説士との郷校見学
所要時間 : 1時間30分
収容人数: 100人

광주향교

体験内容 : テコンドー公演、試割観覧、テコンドーの基本動作を学ぶ
所要時間 : 2時間
収容人数 : 100人

湖南大学校

체험내용 : 伝統公演観覧、工芸体験、伝統楽器(チャング)体験、                         
                 茶礼体験、文化遺産解説士ツアー
所要時間 : 1時間30分
収容人数 : 30人

光州伝統文化館

体験観光プログラム
G-CULTURE 
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追加情報

&
光州交通情報

観光案内所およびショッピング
宿泊施設

5つの区別テーマ観光
主要エリア別テーマ観光

五魅光州



光州観光情報

ソウル、仁川空港などからアクセスが便利で、航空、KTX、高速バスなどを利用しアクセスすることができます。

交通情報

交通 区間 所要時間 その他

※光州駅(ITX、ムグンファ号) +82-1544-7788

航空機
KTX
SRT

高速バス

金浦空港 - 光州空港 50分 光州空港 +82-1661-2626

光州松汀駅 +82-1544-7788

光州総合バスターミナル
+82-62-360-8114

1時間50分
1時間30分~50分

3時間 20分

ソウル龍山駅 - 光州松汀駅
ソウル水西駅 - 光州松汀駅

ソウルセントラルシティーターミナル 
- 光州総合バスターミナル

光州広域市バス運行情報
ピッコウルコールセンター 

:  局番なしの120

公共交通機関
バスは、一般バスと座席バスがあり、地下鉄は1号線が運行中です。交通カードを利用した場合、 初めて降車
後30分以内に乗り換えると無料で、回数に制限はありません。

コールタクシー
光州コールタクシー : +82-62-368-5000 
ピッコウルコール : +82-62-525-2555
交通弱者移動支援センター： +82-62-600-8900

地下鉄のご案内  grtc.co.kr

平洞 道山 光州松汀

松汀公園

空港 金大中(キ
ム・デジュン)

     コ
ンベンションセンター

尚武 雲泉 サンチョン

花亭

花亭

トル峠
良洞市場

錦南路5街

錦南路4街

文化の殿堂

南光州
鶴洞 

   ·
証心寺入口 

所台鹿洞

文化観光解説士
観光資源に関する専門的な解説を提供(10人以上の団体観光客が事前に予約した場合にご利用いただけます。)
活動時間 : 10:00~17:00     お問い合わせ : 光州観光財団 +82-62-611-3650

관광�통역�안내전화

Korea Travel Hoteline

いつでも、どこでも旅行情報が必要な時は局番なしの1330
観光地・宿泊案内サービス8ヵ国語24時間ご利用可
(海外からご利用の場合は、+82-2-1330)

72



本と生活
Pedro's House

キムネッカ
オアシタ

タソムチェ

光州市民会館

松亭村カフ理工

坪村陶芸工房

漆石路1
New光州ゲストハウス

麦畑醸造所

茶生園
光州東区斎峰路100-1, 2 階
光州西区ワールドカップ4強路181番ギル42

光州東区亀城路204番ギル13
光州東区東明路20番ギルル20

光州光山区ネサン路51番ギル27

光州南区中央路107番ギル15

光州光山区松島路257-1

光州北区タマンピョンムギル77

光州南区漆石路1
光州北区西岩大路289番ギル9

光州光山区松汀路8番キル29

光州東区毅斉路100
+82-70-8639-9231
+82-10-9592-9993

+82-62-229-3355
+82-10-4145-9965

+82-70-8831-7700

+82-62-672-0660

+82-62-941-7978

+82-62-226-8008

+82-10-3312-7116
+82-10-6286-2224

+82-62-233-3225

+82-62-232-3973

ショッピング

ロッテデパート
新世界百貨店
NC百貨店

光州東区独立路268
光州西区武珍大路932
光州北区景烈路249

+82-1577-0001
+82-1588-1234
+82-62-510-7000

NCウェーブ
ワイズパーク
錦湖ワールド
ロッテアウトレット光州ワールドカップ店
光州アウトレット
セジョンアウトレット
インパクトラグジュアリーモール
ロッテアウトレット光州水莞店

光州東区中央路163
光州東区忠壮路72
光州西軍盆路2で54
光州西区金花路240
光州西区尚武大路627
光州西区尚武大路773
光州光山区尚武大路509
光州光山区長新路98

+82-62-718-9300
+82-62-236-5989
+82-62-350-8114
+82-1577-0001
+82-62-384-5100
+82-62-370-9000
+82-62-946-3333
+82-1577-0001

アウトレットおよびショッピングモール 住所 電話

国立アジア文化の殿堂観光案内所
光州総合バスターミナル観光案内所 
金大中コンベンションセンター観光案内所
楊林洞観光案内所
光州駅観光案内所
光州松汀駅観光案内所

光州空港観光案内所

光州東区文化殿堂路38
光州西区武珍大路904
光州西区尚武ヌリ路30
光州南区川辺左路418番ギル2
光州北区無等路235
光州光山区尚武大路201

光州光山区尚武大路420-25

+82-62-601-4261
+82-62-365-8733
+82-62-611-3616
+82-62-676-4486
+82-62-233-9370
(1階)+82-62-941-6301
(2階)+82-62-944-9044
+82-62-942-6160

旅行者プラットフォーム

観光案内所

73

場所 住所 電話

デパート 住所 電話

場所 住所 電話



宿泊_観光ホテル

宿泊所 住所 電話

宿泊_外国人観光都市民宿

宿泊所 住所 電話

宿泊_ユースホステル。

オアシタ 光州東区東明路20番ギル20 +82-10-4145-9965

宿泊所 住所 電話

74

無等パークホテル

ベントレーホテル

ACC DESIGNホテル

ラマダプラザ光州ホテル

マスターズ観光ホテル

CSホテル

フィレンチェ観光ホテル

ホテルフランス

ホリデーイン光州ホテル

光州観光ホテル

MGM観光ホテル
エンパイア観光ホテル

光州東区芝湖路164番ギル14-10

光州東区瑞石路10番ギル5

光州東区錦南路226-11

光州西区尚武自由路149

光州西区尚武蓮下路 46 

光州西区尚武平和路128

光州西区尚武中央路38番ギル5-8

光州西区市庁路20番ギル21-6

光州西区尚武ヌリ路55 

光州北区西下路183番ギル56

光州光山区武珍大路212番ギル13-33
光州光山区林芳蔚大路800番ギル25

+82-62-226-0011

+82-62-236-5881

+82-62-234-8000

+82-62-717-7000

+82-62-382-7700

+82-62-363-3300

+82-62-380-0000

+82-62-382-6000

+82-62-610-7000

+82-62-261-7777

+82-62-944-8598
+82-62-962-2000

光州パンダゲストハウス 

プオンイサルリム

ジニアランド

ロイス

ザロフトハウス 

Pedro guesthouse

Pedro's house 2

ウィムズホーム

鉢山ハウス

ヒマンゲストハウス

ソの家

光州東区斎峰路102 (壮洞)

光州東区東明路20番ギル5 (東明洞)

光州東区忠壮路58番ギル14、1604号(忠壮コウンラフィーネ) 

光州東区ペクソ路、210、301号 (瑞石洞)

光州東区東渓路12、3階 (東明洞)

光州西区尚武大路935番ギル 18-3 (双村洞)

光州西区ワールドカップ4強路181番ギル42 (双村洞)

光州西区尚武大路1014番ギル27-6 (花亭洞)

光州西区川辺左路118番ギル4-2 (良洞)

光州西区白石道19、101洞601号(馬勒洞,ヒマンカドゥクアパート) 

光州西区 軍盆 2路45、1洞1107号(花亭洞 無等パーク マンション)

+82-10-2632-7323

+82-10-6425-8465

+82-10-7606-5447

+82-10-7121-8837

+82-10-6635-0019

+82-10-9592-9993

+82-10-9592-9993

+82-10-9240-1052

+82-10-6627-6000

+82-10-9626-9305



宿泊所 住所 電話

宿泊_韓屋体験

五魅光州のお勧め宿泊所をもっと見る
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グリーンゲストハウス

タリハウス

光州北区景陽路63番ギル15 (林洞)

光州北区北門大路42番ギル16 (雲巖洞) 

+82-10-6630-3835

+82-10-6626-1941

株式会社アートジュ(ヒイラギの丘)

青い園

アリネゲストハウス

THM

光州南区済衆路47番ギル20 (楊林洞）

光州南区済衆路39-5、2階 (楊林洞)

光州南区川辺左路428番ギル6 (楊林洞)

光州南区良村道27-5 (楊林洞)

+82-70-4240-0976

+82-10-8601-9886

+82-10-2104-8899

+82-10-2947-8800

タソムチェ

サンウォルゲストハウス

チョアゲストハウス

光州松汀駅ゲストハウス

ジニーハウス

ジニーハウス2

ウォラベルハウス

光州光山区内上路51番ギル27-1 (松汀洞）

光州光山区ウォルボンバヌォルギル143-5、3階301号 (山月洞）

光山光山区新道山ギル52 (道山洞）

光州光山区松汀路65番ギル6、2階 (松汀洞）

光州光山区平洞路1115番ギル53-3 (松汀洞）

光州光山区平洞路1115番ギル53-3( 松汀洞）

光州光山区月谷路40番ギル5、2階 (月谷洞）

+82-70-8831-7711

+82-10-3608-7467

+82-10-2388-4651

+82-10-9399-0302

+82-10-8032-3533

+82-10-5506-9824

タソムチェ

安淸家家

ヨロ(山水店)

ヨロ(東明店)

ユユハン

グローリー（シンシワ）

オガホン

バラ屋(ローズハウス)

西倉韓屋文化館

光州光山区内上路51番ギル27-1 (松汀洞）

光州光山区ケアンキル 31-14(安淸洞)

光州東区トンゲ路16-17 (山水洞)

光州東区東明路37-5 (東明洞)

光州東区白瑞路224番ギル6-6 (東明洞)

光州東区桐溪川路81-3 (東明路)

光州東区亀城路194番ギル24 (錦南路4街)

光州東区畢門大路210-6 (芝山洞)

光州西区ヌルジェ路420 (細荷洞)

+82-70-8831-7700  

+82-62-446-2255

+82-62-227-8815

+82-62-227-8815

+82-504-0904-2444

+82-62-233-2755

+82-62-227-5557

+82-10-5090-7982

+82-62-373-1365



5つのエリアごとテーマ観光

文化-芸術
国立アジア文化の殿堂
忠壮路
弓洞芸術通り
ピウム博物館
雲林洞美術館通り
光州フォリー
光州伝統文化館

自然-歴史
5・18民主化運動記録館
5・18民主平和記念館(旧全羅北道道庁)
5・18民主広場
4・19民主革命歴史観・記念館
証心寺
朝鮮大学の薔薇

市場
大仁芸術市場

食べ物
無等山麦飯
光州肉のチヂミ
光州公園屋台通り
東明洞カフェ通り
無等山カフェ通り

フェスティバル
思い出の忠壮祭
フリンジフェスティバル
メディアアートフェスティバル
ACCワールドミュージックフェスティバル

夜景
無等山チャッ峠

14
16
16
18
19
20
29

33
33
33
35
30
67

42

38
39
40
45
45

49
50
51
52

66

観
光

地
イ

ン
デ

ッ
ク

ス

東区 西区

朝鮮大学師範大学
ビューフォリー

文化-芸術
青春鉢山村
西倉郷土文化村
金大中コンベンションセンター
光州ワールドカップ競技場
光州国楽常設公演(光州公演マル)

自然-歴史
5・18記念公園
5・18自由公園
光州学生独立運動記念館
無覚寺

市場
良洞市場

食べ物
おにぎり
コンベンションセンターカフェ通り

フェスティバル
西倉野原のすすき祭り

文化-芸術
楊林歴史文化村
ペンギン村
光州フォリー
光州キムチタウン
光州陶芸文化センター
メディアアート・プラットフォーム

66
66

64
64
62
63
05

34
34
35
30

41

38
45

53

56
65
20
60
22
23
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南区



31

41

38
45

49
51
52
52
53

66

18
18
18
20
28
61
61
63
22
05

34
26

歴史
光州郷校

市場
南光州市場

食べ物
光州おにぎり
楊林洞カフェ通り

ファスティバル
世界キムチ祭り
グッドモーニング楊林
サウンドパークフェスティバル
チョン・ユルソン（鄭律成） 音楽フェスティバル
コサウムノリ祭り

夜景
社稷公園展望タワー

文化-芸術
国立光州博物館
市立美術館
光州歴史民俗博物館 
光州フォリー
歌辞文化圏
南道郷土料理博物館
国立光州科学館
光州起亜チャンピオンズフィールド
坪村陶芸工房
風流タルピッ公演

自然-歴史
国立5・18民主墓地
無等山国立公園

29
67
67
67
67
54

41

39

48
48
51

19

31
67

43

38

光州湖生態園
牛峙公園の桜
ヤブラン林道
無等山楓岩亭の紅葉
尖端ユリ道
牛峙公園

市場
マルバウ市場

食べ物
光州鴨湯

フェスティバル
光州ビエンナーレ
光州デザインビエンナーレ
アートピクニック

文化-芸術
素村アートファクトリー

自然-歴史
月峰書院
黄龍親水公園の菜の花

市場
1913松汀駅市場

食べ物
松汀里郷土トッカルビ

5つ
の

エ
リ

ア
ご

と
テ

ー
マ

観
光
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北区

光山区



主要エリア別テーマ観光

無等山エリア

観
光

地
イ

ン
デ

ッ
ク

ス

文化-芸術
雲林洞美術館通り
光州伝統文化館
風流タルピッ公演

自然-歴史
無等山国立公園
歌辞文化圏
光州湖生態園
証心寺
無等山楓岩亭の紅葉

食べ物
無等山麦飯
無等山カフェ通り

文化-芸術
国立アジア文化の殿堂
忠壮路
弓洞芸術通り
ピウム博物館
光州フォリー
メディアアート・プラットフォーム

歴史
5・18民主化運動記録館
5・18民主平和記念館(旧全羅南道道庁)
5・18民主広場
4・19民主革命歴史観・記念館

市場
大仁芸術市場

食べ物
光州公園屋台通り
東明洞カフェ通り

フェスティバル
思い出の忠壮祭
フリンジフェスティバル
ACCワールドミュージックフェスティバル

夜景
無等山チャッ峠
朝鮮大学校師範大学校
ビューフォリー

文化-芸術
楊林歴史文化村
ペンギン村

市場
南光州市場

食べ物
楊林洞カフェ通り

歴史
光州郷校

19
29
05

26
28
29
30
67

38
45

14
16
16
18
20
23

33
33
33
35

 
42

40
45

49
50
52

66
66
66

56
65

41

45

31

忠壮路エリア

78

楊林洞エリア



主
要

エ
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ー

マ
観

光

フェスティバル
グッドモーニング楊林
サウンドパークフェスティバル

夜景
社稷公園展望タワー

文化-芸術
金大中コンベンションセンター
光州国楽常設公演(光州公演マル)

自然-歴史
5・18記念公園
5・18自由公園
無覚寺

食べ物
光州おにぎり
コンベンションセンターカフェ通り

文化-芸術
素村アートファクトリー
国立光州科学館

自然-歴史
月峰書院
黄龍親水公園の菜の花
先端ユリノキ道

51
52

66

62
05

34
34
30

38
45

19
61

31
67
67

43

38

18
18
18
48
48

51

79

河南＆尖端エリア

尚武地区エリア

市場
1913松汀駅市場

食べ物
松汀里郷土トッカルビ

文化-芸術
国立光州博物館
市立美術館
市立民俗博物館
光州ビエンナーレ
光州デザインビエンナーレ

フェスティバル
アートピクニック 

松汀里郷土トッカルビ







(財）光州観光財団
光州西区尚武ヌリ路30 金大中コンベンションセンター 
コンベンション棟1階

2021. 12
光州観光財団ホームページ(www.gjto.or.kr)問い合わせ受付くださ。

(株)ダースデザイン

発 行 元

発 行 日

問 議

デザイン

五魅光州モバイルブック
https://tour.gwangju.go.kr/omae/kr/index.html

本冊子の著作権は光州観光財団にあります。グルメ店 Tipは、光州第8期グルメ店、
模範飲食店情報を活用し、宿泊 Tipに掲載されている情報は観光ホテル、クリーンホテル、
クリーン宿泊施設、ホステル、韓屋体験業者、外国人観光都市民泊業者情報を活用しました。
グルメ店と宿泊に掲載されている情報は、徒歩10分、乗用車30分以内を基準としました。
本冊子に掲載されている情報は2021年12月基準であり、現地事情によって情報が変更される
ことがありますので、必要事項は事前にご確認ください。
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