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セクション

韓国を訪問したり、韓国生活を
始めようとする外国人が、入国
前に知っておくべき韓国につい
て紹介します。

• 韓国の紹介

- 韓国の紹介
- 天気

- 韓国に関する面白い事実

• ビザ
• 検疫

• 外国人支援サービス
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韓国の紹介

韓国の紹介

概況

アジア大陸の東に位置し、一般的に「韓国」と呼ばれているが、正式な
国名は｢大韓民国｣である。南北に分断されていることから｢南韓｣と呼
ばれることもある。南北に長く伸びた半島と約3,000の島から成り立っ
ている。地理的には日本、中国と共に東北アジアに区分される。
韓国の行政区域は､１特別市､１特別自治市､６広域市､１特別自治道､８
道で構成されている。その他の行政単位は、大きさにより市–郡または
区-邑、面、洞、里などに区分されている。
行政区域
ソウル特別市、釜山広域市、大邱広域市、仁川広域市、光州広域市、大
田広域市、蔚山広域市、京畿道、江原道、世宗特別自治市、忠清北道､
忠清南道、全羅北道、全羅南道、慶尚北道、慶尚南道、済州特別自治道
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国名

大韓民国

国旗

太極旗

国花

ムクゲ

気候

四季がはっきりとした
大陸性気候

首都

ソウル
（1394年朝鮮王朝の
首都に指定）

時差

GMT + 9時間

面積

100,188.１㎢ (世界109位)

政体

民主共和制

人口

50,687,682人 (’16. 11)
（世界28位）

経済

GDP 14,044億$ (IMF 2016)
（世界11位）

言語

韓国語

通貨

ウォン(KRW)

宗教

仏教、キリスト教、
カトリックなど

主要産業

半導体、自動車、船舶、
フラットパネルディスプレイ、
石油製品など

*資料出所：統計庁、IMF
*最終更新日：2016年 11月
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韓国の紹介

祝祭日

10

韓国の祝日は年に15日だが、2013年から振替休日制が導入され、年
平均1.1日増えた。

名称

月日

備考

新正月
(新暦の正月)

1月1日

-

旧正月
(旧暦の正月)

旧暦 1月1日

1989年に旧正月の名称を｢ソルナル｣に、
前後日合わせて三連休になる。
トックク(お雑煮)を食べ､目上の人に歳拝をする。

三一節

3月1日

1919年3月1日の独立運動を記念して制定。

釈迦誕生日

旧暦 4月8日

釈迦が生まれた日。仏教の代表的な祭日。
｢釈迦来世の日｣とも言う。

子供の日

5月5日

-

顕忠日
（忠霊記念日）

6月6日

殉国者と戦没将兵の忠誠を称えて制定。

光復節
（独立記念日）

8月15日

1945年の日本の植民地統治からの解放を記念して制定。
南北朝鮮唯一の共通の祝日。

秋夕

旧暦 8月15日

1989年に制定。前後日合わせて三連休。
ソンピョン(松餅)を食べ､墓参りと先祖に供え物をする。

開天節
（建国記念日）

10月3日

韓国史上最初の国である檀君朝鮮の建国を記念して制定。

ハングルの日

10月9日

固有の文字であるハングルの公布を記念して制定。
2012年に祝日に再指定。

クリスマス

12月25日

-

■ その他の記念日(法定休日ではない)
•植樹祭

4月5日

•労働者の日

5月1日

•父母の日

5月8日

•先生の日

5月15日

•制憲節 		

7月17日

※旧正月や秋夕(中秋節)の連休、子供の日の振替休日制(2013年5月施行)
旧正月や秋夕の連休が他の公休日と重なったり、子供の日が土曜日
または公休日と重なる場合は、その日が過ぎた最初の平日を振替え
休日とする制度。
例) 2015年の秋夕連休：9月26日(土)、9月27日(日)【秋夕】、9月28日(月)､
9月29日(火)【振替休日】
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韓国の紹介

天気
春

3～5月。朝と夕方は寒く、昼は暖かい。花と木が美しく咲く。3月は暖かい冬服が必要
で、4月は軽装が良い。5月は夏のような暑さの日も多い。

夏

6～8月。25～35℃程度の暑さ。6月下旬から7月下旬の間に梅雨があるが、雨が毎日
降るわけではない。8月から9月の間に台風が何度か起こる。

秋

9～11月。10～25℃と寒くなる。11月には冬のように寒い日も多い。冬服を事前に準
備し、暖房器具も用意しておく。紅葉がとても美しい。

冬

12～2月。-10～10℃と非常に寒い。3日間寒く、4日間やや暖かい天気が続く。
雪が降り、冷たい風が吹く日が多い。暖かい服と暖房器具が必要だ。2月末になるとだ
んだんと暖かくなる。

Tip

注意

花冷え
春になると、冬を通して韓国を支配していたシ
ベリア気団の勢力が弱まって気温が上昇する

が、突然この気団が一時的に強化されること

で発生する異常低温現象。特異日でもあり､韓
国の春にだけ現れる。日常で人々が感じる花

冷えは2月末から4月中なのに反し、この寒さ

の発生期間は3月から5月までと分析される。

最近では花冷えが長くなり、春が短くなってい
る。この時は突然寒くなるので、健康管理に
注意するべきだ。

黄砂注意報
中国とモンゴルの砂漠や乾燥地帯の小さな砂が､
春に乾燥した強い風に乗って空に上り、偏西風に

乗って数千kmを飛んでくる黄色の土ぼこりで覆
われる現象。主に、大気が乾燥になる3～5月の

春に集中的に発生する。黄砂は、韓半島の大気を
土ぼこりで覆い、視界を曇らせ、ひどい場合は空

が一面黄褐色に変わり目の前すらよく見えないほ

どで、自動車や建物などの屋外はもちろん、屋内

にも土ぼこりがたまることもある。そして、1～10
μm程度の微細粉塵によって、眼病などの眼疾患
はもちろん、呼吸器を通じて人体の奥深くに蓄積

され、気管支や呼吸器に疾患を引き起こすことも

あり、最近では鉛、カドミウムなどの有害重金属
と発がん性物質まで含まれており、その被害がさ

らに深刻になっている。この時期にはマスクを着
用し、手足を頻繁に洗うのが良い。
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韓国に関する面白い事実
恩返しをする国

日本の植民地支配(1910～1945)と朝鮮戦争(1950～1953)の傷を癒
して経済開発に向けて、1945～1999年の約55年にわたって約330億
ドルに達する有・無償援助を受けた韓国は、1987年から援助活動を始
め、2001年に韓国国際協力団(KOICA)を設立して本格的に援助に参
加して来た。そして2009年に国連から有・無償援助を受けた国から援
助を提供する国として認められた。これは韓国が世界唯一だ。

唯一の分断国家

1953年7月に朝鮮戦争休戦協定が締結されて以来、朝鮮半島は北緯
38度線を境に韓国と北朝鮮に分断された。この状況は現在も進行中
で、ドイツとベトナムが統一された今、韓国は地球上に残った唯一の分
断国家だ。
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ビザ

ビザ

一般情報
査証とは

外国人に対して、その国に入国できることを認める「入国確認」、外国
人の入国許可申請に対する領事の「入国推薦行為」の意味で見る国に
分けられる。韓国では査証を外国人の入国許可申請に対する領事の「入
国推薦行為」の意味で見ているため、外国人が査証を所持している場
合でも、空港湾の出入国管理事務所審査官の入国審査結果により入国
の許可要件を満たしていない場合は、入国を許可しないことがある。
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査証発給手続き

査証発給を申請する際、外国人は入国目的に合った在留資格を確認

査証の書類

有効期間内に1度のみ入国できる単数査証と、2度以上入国できる複

し、その添付資料を在外公館に提出しなければならない。

数査証に区分される。

査証申請先

海外にある大韓民国大使館または領事館

外国人の滞在

•滞在期間に応じて短期滞在、長期滞在、永住に区分される。

•提出書類：旅券、査証発給申請書、在留資格別の申請書類

- 短期滞在：滞在期間90日以内
- 長期滞在：滞在期間91日以上
- 永住(F-5)資格：在留期間の制限なし

在留外国人の活
動範囲と韓国内
就業

•外国人は在留資格と在留期間の範囲内で滞在することができ、法律
が定める場合を除いては、政治活動を行うことができない。
•外国人が滞在しながら就職をしようとするときは、就業をすることが
できる在留資格を所持しなければならず、指定された勤務場所での
み勤務しなければならない。
•外国人がその滞留資格の範囲で、勤務先を変更･追加する場合は､
事前に許可を受けなければならない。ただし、専門的な知識、技術、機
能を持ち大統領令で定められた人は、勤務先を変更･追加した日から
15日以内に申告しなければならない。
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ビザ

•就職活動をすることができる在留資格は以下の通りである:
短期就業(C-4)、教授(E-1)、会話指導(E-2)、研究(E-3)、技術指導(E-4)､
専門職業(E-5)、芸術興行(E-6)、特定の活動(E-7)、非専門就業(E9)、船員就業(E-10)、観光就業(H-1)、訪問就業(H-2)
※居住(F-2)資格、結婚移民(F-6)資格、永住(F-5)資格：就職活動は制
限されない。
※在外同胞(F-4)資格は、単純な労務(但、製造業は可能)業種に就職す
ることができない。
※在留資格別の提出書類は、www.hikorea.go.krで確認できる。さら
に、審査過程で必要に応じて追加書類を要請する場合がある。

企業投資 (D-8)ビザ
発給対象

•「外国人投資促進法」による外国人投資企業である大韓民国法人の
経営、管理または生産、技術、研究分野に従事しようとする必須専門
人材[以下、
「法人に投資(D-8-1)」に区分]
•知
 的財産権を保有するなど、優れた技術力でベンチャー企業確認を
受けた企業の代表者、または技術性が優れていると評価された企
業の代表者[以下、
「法人に投資(D-8-2)」に区分]
•
「外国人投資促進法」による外国人投資企業である大韓民国国民
(個人)が経営する企業の経営、管理、または生産、技術、研究分野に
従事しようとする必須専門人材[以下、｢法人に投資(D-8-3)｣に区分]
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• 学士以上の学位を有する者で、知的財産権を保有しているか、これに
準ずる技術力などを持つ法人創業者[以下、｢法人に投資(D-8-4)｣
に区分]

査証発給申請

•申請人：申請人本人

•申請先：大韓民国大使館または領事館
在留資格認定証明書、または在留資格認定番号のある場合、旅券､査
証発行申請書、在留資格認定証明書(または在留資格認定番号)のみ
提出する。

在留資格認定証
明書申請

•申請人：申請人本人または招へい人

•申請先：招へい人の住所地管轄の出入国管理事務所、または出張所
在留資格認定証明書、または査証発給認定番号を所持して大韓民国
大使館または領事館に査証発給を申請する。

在留資格変更許
可申請

韓国に入国する前、D-8ビザの発給を受けられなかった外国投資家
は、ノービザ(査証免除協定締結国または無査証入国許可対象国に限
る)、または、C-3-4(短期商用）ビザで入国し、業務活動を開始する前
に滞在資格変更を申請することができる。とくに、KOTRA投資総合相
談室ではこれらの手続きを申請したその日のうちに処理できる。
•申請人：申請人本人

•申請先：住所地管轄の出入国管理事務所、

またはKOTRA投資総合相談室 (82-2-3497-1055､ 1056)
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ビザ

査証発給(また
は在留資格認定
証明書、在留資
格変更)申請の
必要書類

※審査過程において、必要に応じ追加提出書類が生じることもある。
- 旅券(在留資格認定証明書申請の際には旅券写し)
- 査証発給申請書、または査証発給認定申請書
- 事業者登録証写し
- 法人登記事項全部証明書
- 本社派遣命令書(派遣期間を明示)および在職証明書
- 外国人投資企業登録証写し
- 外貨申告書(携帯して入国した場合)
- 株主変動事項明細書原本
- 決算書内の損益計算書
- 事務室賃貸借契約書
- 在留地賃貸借契約書
- 標準規格写真(3.5㎝×4.5㎝)1枚
※追加書類(新規投資の場合）
- 投資金運営内訳
(投資金使用明細書、通帳の原本と写しおよび物品購入領収証など)
- 投資金送金関連立証書類
(該当国の税関や本国銀行の外貨搬出許可書や送金確認書、外国
為替買入証明書の原本)
-営
 業実績証明書(輸出入申告済み証、B/L、国内物品購入領収証､
輸出入の実績証明書の原本, 税関申告書など）
- 事業場全景、事務空間、看板などの写真資料

同伴(F-3)ビザ
発給対象

18

企業投資（D-8）資格に該当する者の配偶者および20才未満の子で、
配偶者のいない者

査証発給の申請

•申請人：申請人本人

•申請先：大韓民国の大使館または領事館
在留資格認定証明書、または在留資格認定番号持ちの場合、旅券、査証発
行申請書、在留資格認定証明書(または在留資格認定番号)を提出する。

在留資格認定証
明書交付申請

•申請人：申請人本人または招へい人

•申請先：招へい人の住所地管轄の出入国管理事務所または出張所
在留資格認定証明書、または在留資格認定番号をもらい、大韓民国大
使館または領事館に査証発給を申請する。

在留資格変更許
可申請

•申請人：申請人本人

•申請先：住所地管轄の出入国管理事務所、
またはKOTRA投資総合相談室

家事整理、その他止むを得ない理由により、無査証、または短期滞在の
査証で入国した場合に限り、在留資格変更などの申請ができる。とくに､
KOTRA投資総合相談室ではその日で処理できる。

査証発給(また
は在留資格認定
証明書、在留資
格変更)申請の
必要書類

※審査過程において、必要に応じ追加提出書類が生じることもある。
- 旅券(在留資格認定証明書申請の際には旅券写し)
- 査証発給申請書、または査証発給認定申請書
- 家族関係証明書類(婚姻証明書∙戸籍謄本、または出生証明書)
- 招へい人の在職証明書および納税証明書
- 標準規格写真(3.5㎝×4.5㎝)1枚
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ビザ

外国投資家および専門人材の外国人家事使用
人(F-1)ビザ
発給対象

投資家および専門人材が申請時を基準に少なくとも１年以上国外で雇

査証発給の申請

•申請先：自国に所在する韓国公館

必要書類

在外公館の長は入国目的、招請の真正性、招請者および被招請者の資格

用した家事使用人

確認などを審査するために必要な場合、添付書類を一部加減すること
ができる。
- 旅券
- 査証発給申請書
- 手数料
- 標準規格写真(3.5cm × 4.5cm)1枚
- 外国人投資企業登録証写し
- 雇い主の所得要件立証資料(給与所得の源泉徴収票、所得額証明
書、給与明細書、通帳の写しなど)
- 家事使用人の雇用契約書
- 身元保証書
- 卒業証明書など家事使用人の学歴を証明する書類
- １年以上雇い主の家事使用人として勤めた事実を立証する書類
- 招へい人の外国人登録証写し
※50万ドル未満の投資家の場合(招へい人)
- 雇用中の韓国人の常時勤務者(従業員)の給与所得の源泉徴収票､
または所得額証明書
※外国人投資企業の役員の場合
- 在職証明書
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在留資格の取得(出生)
出生

•対象：大韓民国で出生し、滞在する外国人
•申請期限：事情により90日(出生)

•申請場所：住所地管轄の出入国管理事務所

※90日以内に在留資格の取得を申請しなければ出入国管理法違反に
より罰金が科せられる
•申請方法：申請人本人、または代理人が住所地管轄の出入国管理事
務所、またはKOTRA投資総合相談室にて申請

•提出書類
- 旅券

- 申請書
- 出生証明書
- 父親または母親の外国人登録証写し
- 手数料

外国人登録
対象および期限

•対象

- 大韓民国に入国した日から90日以上滞在する予定の外国人
- 大韓民国で出生した外国人が在留資格を取得し、その日から90日以
上滞在予定のある外国人

•登録期限

- 入国日から90日以内
- 在留資格取得、または在留資格変更許可を受けた外国人は、その
許可を受けた時点で可能

•申請先：住所地管轄の出入国管理事務所、またはKOTRA投資総合
相談室

21

ビザ

必要書類

•提出書類
- 申請書
- 旅券
- 標準規格写真(3.5㎝×4.5㎝)1枚
- 手数料(但し、企業投資(D-8)は免除）
※企業投資(D-8)
- 外国人投資企業登録証写し
- 事業者登録証写し
※同伴(F-3)
- 長期滞在者(配偶者、または両親)の外国人登録証写し

再交付

•再交付の事由

- 外国人登録証を紛失、滅失した場合
- 外国人登録証を毀損した場合
- 必要事項の記載欄が不足している場合
- 外国人登録の内容(氏名∙性別∙生年月日∙国籍)が変更された場合

•申請期限：再交付の事由が発生した日から14日以内

•申請場所：住所地管轄の出入国管理事務所、またはKOTRA投資総合
相談室

•提出書類
- 旅券

- 申請書
- 紛失事由書
- 以前の外国人登録証(紛失時を除く)
- 標準規格写真(3.5cm×4.5cm)1枚
- 手数料(但し、企業投資(D-8)は免除)

返納

•返納期限

- 完全出国者は、出国審査の際出国審査官に返納
*外国人登録証を期間内に返却しなければ過怠料が課される。
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変更申告

外国人登録を受けた外国人が以下の申告事由が発生した場合、申告事
由の発生日から14日以内に管轄の出入国管理事務所に外国人登録事
項変更申告を行わなければならない。これに違反した場合、出入国管
理法第35条違反により、過料が科せられる。
•外国人登録事項変更申告の事由

- 氏名、性別、生年月日、国籍が変更された場合
- 旅券番号、発行日、有効期間が変更された場合

-企
 業投資(D-8)、貿易経営(D-9)資格の外国人が属している機関又は
団体が変更(名称変更を含む)された場合
•申告期限

- 上の申告事由日から14日発生以内

•提出書類

- 旅券および外国人登録証
- 申告書
- 変更事項の立証書類

在留期間の更新
以前に許可を受けた滞在期間以上、大韓民国に在留しようとする外国
人は在留期間の更新を受けなければならない。
•申請期限：滞在期間満了の2月前から満了の当日まで

※滞在期間満了日が過ぎて更新の申請をする場合、過料が科せられる。

•申請方法

- 申請人本人、または代理人が住所地管轄の出入国管理事務所および
KOTRA投資総合相談室にて、必要な提出書類を準備し、申請する｡
- 但し、申請当日、申請人本人が国内に滞在している場合にのみ申請
可能(海外からの申請、代理による申請は不可)
23
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•提出書類

※審査過程において必要に応じ提出書類が追加されることがある｡
- 旅券
- 外国人登録証
- 申請書
- 外国人投資企業登録証明書写し(KOTRAまたは外国為替銀行による発行)
-派
 遣期間が明示された派遣命令書(滞留資格変更の際に提出した
派遣命令書で期間確認が可能な場合､提出した派遣命令書で可能)
- 個人納税事実証明書類：乙種勤労所得税納付内訳が記載された給
与所得の源泉徴収票または納税事実証明
- 事業者登録証写し
- 法人登記簿謄本
- 法人納税事実証明
- 在留地を証明する書類(賃貸借契約書など)
- 手数料(但し、企業投資(D-8)は免除)

在留資格外活動の許可
許可

外国人がその在留資格に該当する活動と一緒に別の在留資格に該当
する活動をする場合は、事前に許可を受けなければならない。ただし､
新たに従事しようとする活動が全日勤務など主な活動である場合に
は、在留資格の変更許可を受けなければならない。
•申請方法

本人または代理人が住所地管轄の出入国管理事務所に必要な提出
書類を準備して申請する。ただし、企業の投資(D-8)資格対象者のう
ち、同じ系列会社内での駐在(D-7）資格の資格外活動または外国人
投資企業のCEOなど、優秀な専門人材が大学での講演活動のため
の資格外活動の許可はKOTRAでも許可。
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出入国優遇カード発行のご案内
｢出入国優遇カ
ード」とは

KOTRAは、産業通商資源部の委託を受け、国家経済に貢献している
外国投資家を対象に、空港利用時に迅速な出入国ができるように、｢出
入国優遇カード(Immigration Priority Card)」を発行している。同カ
ード保有者は出入国の際、投資家(または外交官)専用審査台を利用し
て迅速な出入国が可能だ。2014年2月から新たに発行された優遇カ
ードには、専用のセキュリティチェック利用が追加され、より迅速な出
入国手続きが可能になる。
•発行対象者

以下の直接投資額(申告額基準)を超える外国人投資企業の海外親
会社の役職員

分類

基準(海外直接投資申告額)

製造業

1,500万米ドル以上

金融業、保険業

5,000万米ドル以上

観光業

1,000万米ドル以上

物流業、流通業

500万米ドル以上

R＆D、高度技術事業

200万米ドル以上

•在韓外国経済団体の役職員
•関係のある中央行政機関と地方自治体の招待投資視察団
※事業所単位別のカード発行人数は全体申請者の現状に応じて、その数を制限することがある｡
•申請方法

毎月1日〜10日KOTRA担当者に申請書および証明書類の送付

•提出書類

- 発給申請書1部
- 在職証明書1部(またはカード申請者がカード発行対象に含まれる会
社、団体等に所属している者であることが確認できる書類)
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- 外国人投資企業登録証のコピー1部(外国の経済団体は、法人登記
簿謄本、投資視察団は招待状の提出)
- パスポートのコピー1部、写真2枚(3cmx4cm)
- JPG写真ファイル1部
※申請書および書類をPDFファイルで添付したメールでも申し込み可能
•申込およびお問い合わせ

- 投資総合相談室：朴志浩(パク・ジホ)代理

- 住所：ソウル市瑞草区献陵路７ KOTRA IKP203号 投資総合相談室
- お問い合わせ: 82-2-3497-1741
- FAX: 82-2-3497-1129
- E-mail: jhp@kotra.or.kr
※上記の内容は、法務省の指示より変わることがある。

再入国許可
対象

- 外国人登録を受けている者が在留期間内に1年以上大韓民国を離
れ、再入国とする場合は数次有効の再入国許可を受けなければなら
ない。
- 外国人登録が免除された外国人も1年以上大韓民国を離れ、再入国
する場合は数次有効の再入国許可を受けなければならない。

提出書類

- 旅券
- 外国人登録証
- 申請書
- 手数料(但し、企業投資(D-8)所持者は、免除)

申請方法

-申
 請人本人、または代理人(委任状、委任者の身分証明書などで代
理人であることを立証する)が必要書類を所持し、管轄の出入国管
理事務所、または出張所にて申請する。
- オンライン申請：ハイコリアの電子窓口(www.hikorea.go.kr)
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規制情報ポータルサービスを開始！
規制関連の最新情報を提供します。
韓国政府と国会が提案した法案をご覧ください。
そして法案について、
ご意見やご提案を提出してください。
規制関連で提出されたご意見については、14日以内にフィードバックをお送りいたします。
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検疫

検疫

目的

ここ数年間、世界でなりを潜めていた感染症が再発生したり、サース
(SARS）や鳥インフルエンザ、
マーズ(MERS)といった新型感染症が発
生したりし、世界を緊張させている。また、海外旅行者や取引量の継続
的な増加により、感染症拡散のリスクはさらに高まっている。したがっ
て、船舶や航空機、列車、自動車などの乗組員や乗客、貨物の検疫と
予防措置に必要な手順等を詳細に規制することにより、感染症の韓国
内への流入と国外での伝播を防止することが目的である。

申告

- 検疫所では、外国旅行者、動植物の検疫証明書を発給している。
-渡
 航先の国によっては、検疫証明書を確認する場合があるので､
必ず確認しておく。

28

旅行者の検疫
予防接種

国別の黄熱病やコレラ、
マラリアといった主要感染症の予防接種情報
を確認
•予防接種および証明書
- ターミナルの中央ミレニアムホール、２階５区域の国立仁川空港検
疫相談室（2106C）で予防接種と証明書発行。
- 平日(月～金、09：00～18：00)、電話で事前予約。
•予防接種および証明書発行の手数料
- 黄熱28,600ウォン、コレラ25,300ウォン(2回の訪問が必要)、証明
書発行1,000ウォン
•ホームページと電話番号
- 国立検疫所旅行者検疫ホームページ：travelinfo.cdc.go.kr/travelinfo
- 国立仁川空港検疫所の予防接種室：82-32-740-2703
- 旅行者の検疫申告およびお問い合わせ：82-32-740-2700､2706
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動植物検疫案内
輸入検疫

•動物検疫(犬や猫等の伴侶動物）
- ペットを連れて入国する場合、仁川国際空港CIQ内(荷物受取所の
周近）で、必ず動物検疫を受けなければならない
•仁川空港の動物検疫事務所

- 仁川国際空港CIQ内の荷物受取台 5､8､15､19番の周辺

•輸入伴侶動物の検疫要件

- 提出書類：輸出国の政府機関が発行した動物検疫証明書
- 動物検疫証明書の記載事項
①マ
 イクロチップ移植番号：ISO11784/11785以外のタイプは、保
護者がリーダーを準備
②狂
 犬病中和抗体価の検査結果(サンプル採取日から24ヵ月以
内のもので、0.5IU/ml以上)、検査日、検査機関名
   ※但し、生後90日未満または狂犬病未発生地域の場合は例外と
する。
③ハ
 ンドラとニパウイルス非発生に関する証明(マレーシア犬、猫
およびオーストラリアの猫に限る)
④出
 生日、検疫証発行番号、輸出国政府のスタンプ押印と獣医官の
署名等
    ※上記の記載内容は変更することがあり、入国時に正確な内容を
確認する必要がある。
    ※OIE（世界動物保健機構）からのレポートによると、各国の病
気の発生状態により異なる場合がある。

•検疫要件を満たしている場合は当日その動物を引き取れるが、要件
を満たしていない場合は検疫期間が延長されることがあり、これに
伴う追加費用は保護者が負担する。
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•畜産物および植物検疫
-旅
 行者が植物(果物、野菜、苗木、種子など)や畜産物(ソーセージやビ
ーフジャーキーなどの肉加工品、乳加工品、卵加工品)、生きている昆
虫・病原菌を所持して入国する場合には必ず検疫を受けなければなら
ない。
- ほとんどの果物類・果実野菜類や土が付いている植物、肉類およ
びハム、ソーセージ、ジャーキー、生きている昆虫・病原菌などは搬
入が禁止されている。

輸出検疫

•動物検疫
-ペ
 ットを連れて出国するとき、相手国が韓国発行の動物検疫証明書
を要求する場合には、農林畜産検疫本部の検疫を受け、動物検疫
証明書を持参して出国しなければならない。
· 輸出検疫を申請する人は、その国の動物検疫機関、韓国駐在大
使館などを通じて相手国の検疫要件を必ず確認しなければならない｡
- ペットの種類に応じて、一部の国は、輸入を禁止しているので、事前
に必ず確認しなければならない。
-仁
 川国際空港の輸出検疫事務所所在地：旅客ターミナル3階の
中央、3037号(7番出入口内)
- 検疫申請時に必要な書類
· 狂犬病予防接種証明書、健康診断書など、当該国の検疫条件を満
たす書類
· 勤務時間
平日：09：00〜18：00
休日および夜間の問い合わせ：82-32-740-2660、2661、2671
•お問い合わせ
- 携帯動物検疫: 82-32-740-2660、2661
- 動物の係留検査: 82-32-752-1271、1272
- 貨物動物検疫: 82-32-740-2678
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•畜産物および植物検疫
- 畜産物および植物を所持して出国する際、相手国が韓国発行の動物
検疫証明書を要求する場合には、農林畜産検疫本部の検疫を受け､
動物検疫証明書を持参して出国しなければならない。
· 輸出検疫を申請する人は、その国の検疫機関、韓国駐在大使館な
どを通じて相手国の検疫要件を必ず確認しなければならない。
-  畜産物および植物の種類に応じて、一部の国は、輸入を禁止してい
るので、事前に必ず確認しなければならない。
■お問い合わせ
- 携帯畜産物検疫: 82-32-740-2660, 2661
- 携帯植物検疫: 82-32-740-2077
- 貨物畜産物検疫: 82-32-740-2673
- 貨物植物検疫: 82-32-740-2074
- 特送貨物の畜産物検疫: 82-32-740-2627
- 特送貨物の植物検疫: 82-32-740-2073
- 郵便畜産物検疫: 82-32-740-2683
- 郵便植物検疫: 82-32-740-2088
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農林畜産検疫本
部

動植物に関する病気と病害虫、動植物の輸出入と海外旅行者のための
検疫案内情報を提供(www.qia.go.kr)

■全国農林畜産検疫本部の案内
区分

住所

連絡先

京畿道安養市万安区安養路175

(動物)
82-31-467-1994
(植物)
82-31-250-9179

仁川市中区空港路424番ギル47 政府合同庁舎

(動物)
82-32-740-2660
(植物)
82-32-740-2077

嶺南地域本部

釜山市中区中央大路30番ギル8

82-51-600-6250

中部地域本部

仁川市南区朱安路129

82-32-722-8237

ソウル市江西区登村路39街ギル46

82-2-2650-0617

湖南地域本部

全羅北道群山市文化路96弘仁ビル3階

82-63-460-9430

済州地域本部

済州市庁舎路59政府済州地方合同庁舎4階

82-64-728-5350

農林畜産検疫本部
（総括）

仁川空港地域本部

ソウル地域本部
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外国人支援サービス

外国人支援サービス

外国人支援サービス
政府と民間団体が外国人の韓国生活を支援するために韓国語教育、文
化教育、カウンセリングなどを提供している。特に言葉が通じなく、韓
国文化に不慣れで、韓国人とのつきあいが難しい入国初期に、外国人
支援機関からの各種サービスを利用すると非常に便利だ。

韓国語教育
韓国生活をスムーズに行い、韓国文化を理解するためには、韓国語は
不可欠だ。それで外国人が韓国語を無料で学べる機関が多数ある。例
えば、多文化家族支援センター、外国人労働者支援センター、韓国語
学堂などがある。多文化家族支援センターでは、教師が結婚移民者の
家に訪問して授業をする訪問教育プログラムを運営している。最近で
は、オンライン教育プログラムも増えており、好きな時間に自宅で手軽
に韓国語教育が受けられる。
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ソウルグローバ
ルセンター韓国
語教室（無料）

ソウルに住む外国人なら誰でも申し込むことの出来る、各レベルの韓国
語講座を無料で提供している。
ホームページ: global.seoul.go.kr
電話番号: 8
 2-2-2075-4105(日本語), 82-2-2075-4130~1(英語)
82-2-2075-4113(中国語)
E-mail: hotline@seoul.go.kr

国際外国人セン
ター

多文化家庭のためのフェスティバル、キャンプ、韓国語教室など様々な
プログラムを運営している。プログラムリストはホームページ、またはコ
ミュニティのお知らせページから確認することができる。
ホームページ: www.migrantcenter.net
住所: 82-31-795-5158

コミュニティ
共同体を意味するコミュニティは、他国にいる人々にとって大きな力を
発揮する。情報を交流し、互いの立場を理解することのできる人々と､
親睦を深め、楽しむことは、他国での暮らしに大きな活力を与えてくれ
る。韓国には駐韓外国人のためのコミュニティが多い。さらに外国人団
体主管のイベントもあるが、外国人支援機関による様々なテーマの恒
例行事もある。韓国人とともに参加するコミュニティもあり、団体によ
ってその範囲とテーマはバラエティだ。
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ソウル国際女性
協会(SIWA)

韓国最大規模の国際女性団体である。毎月、モーニングコーヒーミーテ
ィングがあり、SIWAメンバーには写真、料理など40以上の授業、韓国文
化体験イベント、ネットワークセクションなどにも参加できる機会を提供
する。恒例のチャリティー・バザーを開催するなど、ボランティア活動に
も積極的である。外国人女性におすすめしたい。
ホームページ: siwapage.com
E-mail: contact@siwapage.com

イギリス人韓国
生活コミュニティ

お茶会、講演、麻雀、ハロウィンパーティーなどが恒例になっている。募
金活動も同団体の一つの重要活動である。
ホームページ: www.britishseoul.com
E-mail: www.britishseoul.com/contact

コミュニティ
コリア

４つのアクティビティに分かれてある。例えば、language exchange
(語学交換)は韓国人と外国人と会って会話をする。Foreign activityは
コンサート、キャンプ、韓国の歌授業などのイベントや恒例のパーティ
も開催し、テンプルステイプログラムも紹介している。
ホームページ: www.communitykorea.com
E-mail: info@communitykorea.com
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外国人国楽講座

韓国国立国楽院では韓国に駐在している外国人のため、韓国の国楽
が体験できる文化講座プログラムを運営している。チャングとサムルノ
リ、民謡、パンソリを学ぶ時間で講習は簡単な韓国語で行われる。
ホームページ: www.gugak.go.kr
電話番号: 82-2-580-3300

駐韓外国人動物
保護コミュニティ
(Animal
Rescue
Korea)

動物を愛する外国人のネットワークであり、市民団体である。野良の動

ソウルジャパン
クラブ(SJC)

ソウル首都圏で活動する日本人商工会議所である。互いに親睦を深

物のために飼い主を探し、保護が必要な動物の面倒を見る。恒例のボ
ランティア活動と募金活動を行っている。
ホームページ: www.animalrescuekorea.org
E-mail: www.animalrescuekorea.org/contact

め、日本の企業活動における問題などについて意見交換し、解決を図
る活動も行っている。
ホームページ: www.sjchp.co.kr
電話番号: 82-2-739-6962
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ソウル外国人労
働者センター

外国人労働者のための様々なプログラムを定期的に行っている。
ホームページ: withmigrants.org
電話番号: 82-2-3672-9472

アイパークデパ
ート文化センタ
ー(龍山)

英語でバレーや料理講座を行っている。外国人だけでなく韓国人も参加
できる様々なプログラムを運営している。
ホームページ: www.iparkculture.com
電話番号: 82-2-2012-4050

大田国際交流セ
ンター

大田に住んでいる外国人のための講座(料理、伝統文化など)やイベント
を主催している。
ホームページ: www.dicc.or.kr
電話番号: 82-42-223-0789

ソウル市ボラン
ティアセンター

主に外国人のためのボランティアプログラムを行っている。
ホームページ: volunteer.seoul.go.kr
電話番号: 82-1670-1365
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Tip

外国人村(ソウル)

出入国外国人本部が発表した統計資料によると、2015年3月31日現在、韓国に滞
在している外国人は約181万人である。国際結婚などが増えるにつれ、ソウル市だ
けで約10の外国人村と外国人街があり、地方には安山(アンサン)外国人村、仁川チ
ャイナタウン、南海ドイツ人村、巨済(コジェ)北欧タウンなどが広く知られている。
昔は、外国人は駐韓外国大使館の周辺に多く住んでいたが、今では居住地域が広
がっている。しかし、特定の場所に多く住む傾向は依然として残っている。

■ソウル市内にある主な外国人村

朝鮮族村
(延辺街：九老区・加里峰
洞)

朝鮮族は九老区一帯に多く住んでいる。500mほどの
路地に沿って商圏が形成されており､韓国語と中国語が
併用されている。

イスラム村
(イスラム寺院：龍山区・
梨泰院洞)

イスラム教の礼拝が始まる金曜日の午後から週末にか
けてイスラム教徒が多く集まり､その周辺にはイスラム
関連の商圏ができる。

華僑村1
(リトルチャイナタウン：
西大門区・延禧洞、麻浦区
・延南洞)

西大門区・延禧洞に位置する漢城華僑中学・高等学校
を中心に自然と居住地域が形成された。華僑による飲
食店と居住地が混在している。

華僑村2
(中華街：中区・明洞・中
国大使館前)

中国大使館前、漢城華僑小学校の周辺にある華僑商店
街を中心に文化街が形成されている。延辺街のような
朝鮮族村ができて、以前ほど盛んではないが、韓国の
都心で｢中国文化｣に触れる場所として認識されている。
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フランス村
(ソレ村：瑞草区・方背洞､
盤浦4洞)

フランス人学校を中心に住居や商店街が立ち並んでい
る。フランス語サービスなど､区庁による積極的な支援
を受け､様々な文化イベントや行政サービスが提供され
ている。

日本村
(リトル東京：龍山区・二
村1洞)

ソウルで最も歴史の古い外国人居住地域。幼稚園など
の教育施設､宗教施設､商店街など､全般的な生活利便施
設が備えられている。ほとんどの店や施設で日本語が
通じ､日本人のためのサービスが充実している。

モンゴル村
(モンゴルタワー：東大門
区・光熙門・ポルウムルキ
ル)

｢ソウルに浮かぶモンゴル島｣という別名が付けられた
モンゴルタワーでは､韓国語はほとんど表示されておら
ず、週末には近くに住むモンゴル人が集まって情報交
換の場として活用している。

イタリア村
(クラブイタリア：龍山区
・漢南洞・Francisco聖
堂)

韓国に居住するイタリア人の数は比較的少ないが、宗
教的に結束しており､文化村を形成している。日曜日に
は多くの人が聖堂に集まる他､この聖堂が運営する幼稚
園やイタリア文化院による様々な文化行事が開かれて
いる。

フィリピン街
(日曜市場：鍾路区・恵化
洞・恵化洞聖堂前)

毎週日曜日､恵化洞聖堂の前はまるで「リトルマニラ」
のようだ。日曜日の礼拝の時間に合わせ、商人達がト
ラックの屋台などでフィリピン関連の商品を販売して
いる。

※参考文献：ソウル市政開発研究院<ソウル政策フォーカス>
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多言語サポートウェブサイト

情報通信が発達した韓国では、ウェブサイトを通じて生活情報を取得したり、韓国
語教育、社会理解教育などをインターネット教育で受講できる。特に、外国人支援
機関などが運営しているウェブサイトは、各国の言語で利用でき、非常に便利だ。

ウェブサイト

アドレス

運営機関

提供サービス

タヌリ
(多文化家族支援
ポータル)

www.liveinkorea.
go.kr

全国多文化家族
事業支援団

韓国語教育・韓国生活案内、
多言語ニュースなど

Korea.net

www.korea.net

海外文化情報院

韓国についての情報、
ニュース、イベントなど

world.kbs.co.kr

KBS World

多言語ニュース、時事教養、
バラエティ番組の紹介など

移住民放送

www.mntv.net

韓国外国人
労働者支援
センター

多言語ニュース、生活韓国語

多文化家庭
e-学習

ecamp.cuk.edu

韓国デジタル
大学校

韓国外国人
労働者支援
センター

www.migrantok.org

韓国外国人
労働者支援
センター

カウンセリング・教育案内
など

ハイコリア

www.hikorea.go.kr

法務部

訪問予約、再入国許可、在
留期間延長許可などのオン
ライン申込

マンゴーネット

www.saladtv.kr

移住民センター
アジアの窓

結婚移民者コミュニティ、
教育、健康、職場生活情報
など

KBS

ワールドニュース

韓国語教育
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2

セクション

韓国の多彩な魅力を楽しむために知っ
ておくべき韓国文化と社会、そしてす
べての韓国生活を紹介します。
• 文化と生活

-家庭文化生活
-食文化
-住居
-金融
-交通

-放送/通信

-公共機関と便宜施設

• 教育
• 医療
• 就職

• 旅行とアクティビティ
-旅行

-お祭り

-レジャー · スポーツ
-ショッピング

43

文化と生活

家庭文化生活

韓国家族の
特徴

韓国の家族生活は、儒教･伝統文化をベースにした家父長制をルーツ
に大家族中心に行われてきたが、現代社会に至っては核家族化が加速
し、親と子を中心とした家族形態となった。ただし、外国のように子供
が大人になると独立する場合もあるが、最も一般的なのは子供が結婚
する時だ。それで個人より家族中心の生活を重視する傾向がある。

言葉遣い

韓国語は、相手の年齢、関係の親密性、地位などによって表現が変わ
る。日本語のように敬語や平語がある。
• 相手が目上の人である場合、または公的な場では敬語を使う。
• 相手が友達、または子供、目下の人である場合は平語を使う。
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イベントマナー
結婚式

韓国の伝統結婚式は主に花嫁の家で行われたが、現在は主に結婚式
場やホテル、教会で行われる。すべての結婚式の招待客は、適当な額の
ご祝儀を新郎側または新婦側に渡す。招待客は、結婚式にふさわしい
服装、男はスーツを着て、女性は白やピンク色、派手な服装は避けるよ
うにする。結婚式や披露宴は別の会場で行われる場合がほとんどで､
挙式が終了すると招待客は披露宴会場に案内される。結婚式と披露宴
が同じ場所で行われ、挙式と同時に料理が出されることもある。結婚式
が終わると、新郎新婦は韓服に着替えて幣帛室に移動し、幣帛を行う｡

葬儀

韓国の葬式は、ほとんどが3日葬で行われる。1日目は弔問客を迎える
準備で忙しく、3日目には早朝に出棺が行われるため、弔問に最も適切
な時間は、2日目の朝9時から夜の11時までの間だ。弔問の服装は、男
女ともに黒のスーツを着、男性の場合は黒のネクタイをしめる。藍色や
濃いグレーなどの暗い色の服を着ても構わない。弔問客は、まず遺族
に目礼をして遺影の前で焼香する。この時、遺影の前で2回お辞儀を
し、喪主と1回互いに礼をして、お悔やみを言う。クリスチャンは、お辞
儀よりも軽く目礼することが多い。

TIP

御祝儀、御香典はいくらが適切？

韓国では結婚式に招待されたり、葬式の弔問に行く時は御祝儀や御香典を必ず用意する。独
特なのは金額を奇数にするのが慣例だという点である。陰陽で奇数は陽を象徴し、吉数だと思
われてきたからである。近年では5万ウォン、7万ウォンなどが一般的であるが、本人の都合と
相手との関係を考慮し、金額を選ぶ。
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食文化

普段の食べ物
韓国の人々は、集まって食事を取ることを好み、分けあって食べること
を楽しむ。客を招待すると、普段よりも良い料理を出してもてなす。韓
国料理は主にご飯、スープ、おかずに分かれる。スープと同様のものに
チゲなどがあり、おかずにはナムル、蒸し物、煮物、焼き物、炒め物、揚
げ物、チヂミなどがあり、おかずを代表するのがキムチ類だ。ご飯の代
わりになるものには、麺類（にゅうめん、冷麺など)、すいとん、餅など
がある。

韓国の基本的な料理
ご飯
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米を蒸して作ったもので、韓国人の主食だ。韓国では粘り気のある米が
人気で、白ご飯に麦、豆、その他穀物などを入れることもある。

キムチ

キムチは、韓国人の食卓に欠かせない最も重要な食品で、味と栄養、保
存性などが特徴だ。大根、白菜、キュウリなどの野菜を塩漬けにし、唐
辛子、ニンニク、ネギ、生姜、塩辛などの調味料や副材料を一緒に混ぜ
合わせて漬ける。その後密封し、一定の温度で一定期間発酵・熟成さ
せて食べる料理だ。冬には白菜が栽培できないため、11月末～12月初
めに各種キムチを長く食べられるようにキムチを漬けることをキムジャ
ンと言う。キムジャン時には大量のキムチを漬けるため、近くの親戚が
集まって一緒にすることもある。

スープ、チゲ、添
え物

普通の韓国料理はご飯、キムチ、スープまたはチゲ1種類、そして様々な
おかずがテーブルの上に並ぶ。野菜、肉、魚をはじめ様々な食材と様々
な調理方法が使われる。韓国で一番人気のスープ、チゲ、おかずを紹介
する。
•スープ、チゲ、添え物
- 干しスケトウダラスープ: 乾燥させたスケトウダラを煮たスープ。肝
臓の疲労と二日酔いの解消に良いスープ料理
- 豆もやしスープ: 豆もやしを使ったスープ料理
- ワカメスープ: ワカメを入れたスープ料理
-ソ
 ルロンタン:牛の複数の部位を一緒に入れて煮込んだスープ、ま
たはそのスープにご飯を混ぜた料理
-カ
 ルビタン:カルビの部位を長い間煮込み、醤油と塩で味付けし､
麺類を入れても食べる
- カムジャタン:豚骨とジャガイモ、野菜を一緒に煮込んだ料理
- 鶏肉の炒め煮:鶏肉、野菜にピリ辛のたれを混ぜて煮込んだ料理
- キムチチゲ:キムチと豚肉などと一緒に煮込んだ料理
-テ
 ンジャンチゲ:テンジャンを溶いた水に豆腐、ズッキーニ、キノコ､
玉ねぎなどを入れて煮込んだ料理
- プデチゲ:キムチやハム、様々な野菜を一緒に入れて煮込んだ料理
-ス
 ケトウダラ（生スケトウダラ)チゲ:スケトウダラ(生スケトウダラ)
と大根、豆腐、ズッキーニを入れて煮込んだ魚チゲ
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韓国の人気料理
アサリきしめん

アサリきしめんは、アサリのスープで作った麺料理だ。作り方によって
エビやカタクチイワシでスープをとることもある。アサリは、タンパク質､ミ
ネラルとタウリンが豊富で、元気が出る健康食として愛されている。

タッカルビ

貧しかった時代、鶏肉を豚カルビのように広く伸ばし、丸ごと焼いて切
って食べてみたところユニークな味がした。その後、甘いタレに鶏肉を
つけて置き、豚カルビのように焼いて売ったところ、酒の肴として大人
気となった。こうして誕生した「タッカルビ」は、クチコミで春川全域に
広がっていった。現在、春川(チュンチョン)明洞(ミョンドン)には30以上
の専門店が集まって「春川タッカルビ横丁」を形成している。

ワタリガニのカン
ジャンケジャン

ワタリガニのカンジャンケジャンは、新鮮なワタリガニを醤油に漬けて

サムゲタン

もち米を入れた鶏を高麗人参、なつめ、にんにく、各種薬剤と一緒にじ

作る。特に唐津地域が有名で、春に獲れた新鮮で卵がいっぱいのメス
のみを使用し、伝統秘法で醤油を作り、ケジャンを漬けるためだ。

っくり煮込んだ料理で、夏バテに効果的な薬膳料理として知られてい
る。カクトゥギ(大根キムチ)との相性抜群。
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全州ビビンバ

全州ユッケビビンバは、黄色の丸い真鍮の器に白飯とポタングク（牛ミ
ンチと干しタコ、ムール貝のみじん切りを煮込んだもの)をのせ、豆もや
しともやしナムル、大根ナムル、ワラビ、岩のり、縁豆こんにゃくを盛り
付ける。そして、その上にコチュジャンとユッケを順番にのせるが、その
姿がとても美しく「七宝花盤」、すなわち「七色の花ご飯」と呼ぶ。

羅州コムタン

牛骨からとったスープにご飯を入れるとコムタンになる。暮らし向きが
困難な時期にも、肉や牛の内臓などをたっぷり入れて出す市場の人情
は、羅州(ナジュ)コムタンの人気につながり、羅州市場を訪れた商人の
口コミで全国に広がっていった。そのため、羅州コムタンは全羅地域の
コムタンを代表する名前になり、今では羅州でなくても、その「ブラン
ド」を掲げて商売する食堂をたまに見かける。

黒豚焼き

済州(チェジュ)黒豚は口と鼻が細長く、耳は短い。腹部は伸び、背と腰
は垂れ下がって重量24～38キロ、全長40センチ程度で小さく黒い毛
に艶がある。筋繊維が細く密集して肉質の間に脂肪が均等に混ざり、
香ばしくて食感が柔らかい。また、不飽和脂肪酸を多く含むが、コレス
テロールの含有量は低い。数年前から黒豚が人気を集め、黒豚専門店
がたくさん増えた。

冷麺

蕎麦、じゃがいも、さつまいもなどの食材を使った細く歯ごたえのある麺
料理。冷たい出汁にゆで卵や薄くスライスした梨、きゅうりをのせて食べ
る水冷麺とコチュジャンを混ぜて食べるビビン冷麺の2種類がある｡
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B級グルメ
スンデ(豚の腸
詰め)

きれいに下処理をした牛や豚の腸の中に、いろいろな材料を入れて茹
でたり蒸したりして火を通した料理。中に入る材料の種類が多くて淡白
だ。薄切りにしたスンデをやや辛めに味付けして炒めたスンデポックム
(スンデ炒め)もある。

キンパプ

焼き海苔の上に、塩とごま油で味付けしたご飯を広く伸ばした後、その
上にほうれん草、たくあん、ニンジン、卵焼きなどを入れて巻き、一口サ
イズに食べやすく切って作った料理。キンパプの中身によって、野菜キ
ンパプ、ツナキンパプ、チーズキンパプ、サラダキンパプなど様々な種類
がある。手ごろな価格で食べやすく、栄養素もまんべんなく摂取できま
す。野外に出かける時にお弁当として欠かせない人気メニュー。

マンドゥ(餃子)

小麦粉を練った餃子の皮で、肉といろいろな野菜を混ぜ合わせた具を
包んで蒸したり、茹でたり、揚げたりする料理。チムマンドゥ（蒸し餃
子）、クウンマンドゥ（焼き餃子）、ムルマンドゥ（水餃子）、
マンドゥグ
ク(餃子スープ）、コギマンドゥ（肉餃子）、キムチマンドゥ（キムチ餃子)
などがあり、大人の拳くらい大きいワンマンドゥ（王餃子）もある｡具の
主な材料と大きさ、調理方法によって名前が違う。
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ティギム

サツマイモ、
マンドゥ、イカ、キムマリ（春雨を海苔で巻いたもの）などに
小麦粉で作った衣をつけて油であげたもの。注文すると店先に並んで
いるものをもう一度揚げてくれるのでアツアツのものを食べることが
できる。醤油をつけて食べたり、トッポッキと一緒に注文するとトッポ
ッキのソースをあえてくれる。

串刺し練り天

魚肉をすりつぶして平たくした練り物を細長い串に刺し、大根や昆布な
どでだしをとったスープに入れて長時間煮込んだもの。辛くないので子
どもや辛いものが苦手な人にも向いている。串刺し練り天のスープは紙
コップについで自由に飲むことができる。

ホットク

ホットクは小麦粉やもち米の粉をねって丸くし、その中に砂糖やピーナ
ッツ、シナモンなどを入れ、油を引いた鉄板で平たくして焼き上げる。
最近では野菜やチーズなどが入ったホットクなど種類も様々だ。

ケランパン

鉄板で作られた型枠に小麦の生地を入れて卵をひとつ割り入れた後､そ
の上を生地で覆って型をかぶせて焼いた焼き菓子。生地の甘さと卵の
香ばしい味だけでなく、栄養も豊富でおやつにぴったりだ。
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住居

住居の種類

1 一戸建て住宅
単一世帯で一軒ごとに建てた家｡
外国人が多く暮らす一戸建て住宅
街は、二村洞(イチョンドン)、梨泰
院(イテウォン)、平倉洞(ピョンチャ
ンドン)などにある。

2 アパート
共同住宅のひとつで、建物の階ごとに複数の家で区画を
分けた形。ビルトイン家電製品や作り付けのワードローブ
などがあるが、ほとんどの家具や家電製品は別途購入が
必要だ。
3 オフィス
オフィスとホテルの合成語で、日中は仕事を主に行い、夜
は一部食事と睡眠ができる空間をいう。ここは、アパート
とは違ってフルオプションで、家具や家電製品を別途購入
する必要はない。部屋の構造はワンルーム、2ルームになっ
ている。
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4 韓屋
韓国の伝統的な木造の建物で、最近では伝統的な家屋を改
装している。韓屋は北村(プクチョン)、南山(ナムサン)韓屋村
などに密集している。

5 レジデンス
サービスドレジデンス(Serviced residence)の略称で、オフ
ィステルの形態だが調理器具や洗濯機、家具などが全て備
わっており、サウナ、プール、フィットネスクラブなどの各種
施設とホテル式サービスが利用できる。

•ハンスウィット

•サマセットパレス

82-2-2280-8000
www.hansuites.com (英語)

82-2-6730-8888
www.somersetpalaceseoul.com (英語)

•オークウッドプレミア

•バビエン

82-2-3466-7000
www.oakwoodseoul.com (英語)

82-2-6399-0078
www.vabienseoul.com (日本語/英語)

6 ホテル
短期間滞在する予定の外国人や意思疎通に困る外国人が最
も快適に過ごせるのは、外国語サービスや充実した設備を
完備したホテルであろう。しかし、他の住まいに比べかなり
費用が高いのも事実である。長期宿泊を計画している人は､
長期宿泊客のための割引制度があるホテルもあるので調べ
てみるのもよい。
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家探し

チョンセ
韓国独自のユニークな賃貸方式。家主に一定の金額を保証金として支
払って一定期間住み、契約期間が終了したら保証金全額を返してもら
う。家全体を借りることもでき、一部空間(ひとつの階、または1～2部
屋)だけも借りられる。家全体を借りる場合、保証金は、住宅価格の60
～70％だ。チョンセ契約は、通常2年単位で、家主は賃借人が希望しな
い限り2年以内には契約を破棄できないよう法律で規定されている｡光
熱費(電気代、水道料金、ガス料金、電話料金、インターネット接続、TV
受信料など)は、別途支払わなければならない。
ウォルセ(家賃)
一定の金額を保証金として支払い、毎月家賃を支払う賃貸方式。その代
わり、同じ規模の空間を借りる時はチョンセよりも保証金がはるかに安
い。契約の際に家主とよく相談すれば、保証金と家賃が調整できること
もある。保証金を上げると家賃が安くなり、保証金を下げると家賃がそ
れだけ増える。家賃は部屋の大きさと数、施設によって少しずつ異なる｡
家賃も光熱費(電気代、水道料金、ガス料金、電話料金、インターネット接
続、TV受信料など)が含まれていないため、賃借人が別途負担する。
カルッセ
カルッセは、ウォルセの概念と似ており、1年分の家賃を一度に支払う
形式。外国人を対象とし、韓国で家を探す時に最も簡単な方法だ。カル
ッセ住宅は、平沢(ピョンテク)、松島(ソンド)、梨泰院(イテウォン)などに
密集している｡光熱費(電気代、水道料金、ガス料金、電話料金、インター
ネット接続､TV受信料など)は、別途支払いが必要となる。
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Tip
韓国で使用されている面積の公式単位は、平方メートルである。しかし、まだ慣習的に「坪」と
いう単位を使用することもある。一坪は約3.3平方メートルである。不動産の相場は、住宅
の種類や面積、位置によってかなり大きな差がある。特にソウルのマンションの売買やチョ
ンセ(賃貸)、家賃の相場を見ると、江南区、瑞草区、松坡区、龍山区が高く、その他の地域
はあまり差がない。

■ アパート/オフィステル契約時の注意事項
韓国で不動産契約時に取引上の安全の理由から直接契約するより不動産仲介人を通す場合が
ほとんどであるが、その際は仲介手数料が発生する(下記の仲介手数料の料率表参考)。住みた
い地域やアパートがあれば、近くの公認仲介士事務所を通して物件に案内してもらい、条件が合
えば契約書を作成する。契約が成立したら仲介人に手数料を支払い契約書に明記された日に入
居する。

■ 手数料
韓国で公認仲介士を介して住宅または店舗の売買∙賃貸契約を行う場合、取引額によって定めら
れた仲介手数料を支払わなければならない。手数料は、地域によって異なるとはいえ、さほど大
きな違いはないので、下記のソウル市の料金表を参考にして、大まかな仲介手数料を予め計算し
ておこう。
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※下記の内容の中で住宅の部分は、改正法に基づいて市・道条例の改正が行われた場合、変更さ
れることがある。
■ 不動産仲介手数料（2015年以降）–住宅
取引内容

売買・交換

取引金額

上限料率

限度額

5千万ウォン未満

0.6%

25万ウォン

5千万ウォン以上～2億ウォン未満

0.5%

80万ウォン

2億ウォン以上～6億ウォン未満

0.4%

6億ウォン以上～9億ウォン未満

0.5%

9億ウォン以上

賃貸など
(売買・交換以
外の取引)

新設

0.9％以内で事前協議

5千万ウォン未満

0.5%

20万ウォン

5千万ウォン以上～1億ウォン未満

0.4%

30万ウォン

1億ウォン以上 ～3億ウォン未満

0.3%

6億ウォン以上~ 9億ウォン未満

0.4%

9億ウォン以上

Tip

新設

0.8％以内で事前協議

契約書に必ず記録されるべき事項

•住
 宅所在地(登記簿謄本に記録された所在地と契約書に記録されている住所が一致
しなければならない)
• 契約金額(保証金と家賃の金額)
• 契約金、中途金、残金の金額と支払時期(契約金は、保証金の10％が安全)
• 契約期間
• 家主と賃借人の署名または拇印
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■ 住宅以外(土地、店舗、オフィステルなど)
取引内容

売買/交換､
賃貸借など

上限料率

仲介手数料料率の決定

上限料率の0.9%以下およ
び仲介業者が定め
取引金額の1,000分の
た左記の上限料率以下で仲
(9)以下
介依頼人と仲介業者
との話し合いにより決定。

取引金額の算定

『住宅』と同一

※仲介手数料の限度＝取引金額×上限料率(但し、この時計算された金額は限度額を超えることはできない｡)
※仲介業者は『住宅の売買·交換が6億ウォン以上』『住宅の賃貸借が3億ウォン以上』『住宅以外の仲
介該当物件の売買·交換·賃貸借』について、それぞれの法が定めた上限料率の範囲内で実際に受け取
ろうとする上限料率を上記の表に明示することが義務付けられている。
※上記の不動産仲介手数料は、公認仲介士の業務および不動産取引申告に関する法律およびソウル特別市
住宅仲介手数料などに関する条例に基づく。

Tip

契約時にチェックすること

• 登記簿謄本
契約前に登記簿謄本を確認することは、家をしっかりと調べること以上に重要だ｡
登記簿謄本を見ると、家主の名前、住所、家の面積と構造、家主の債務関係などが
確認できる。登記簿謄本の発行は登記所またはインターネットでも可能で、よく分か
らない場合は韓国人の同僚に頼もう。
• 支払い金額と方法
契約金額は、一般的に保証金の10％。保証金が200万ウォンの部屋なら、契約金は
20万ウォンになる。残りの180万ウォンの一部は、入居前に日付を決めて支払い、残り
は入居する日に支払う。入居する日に残金をまとめて支払う場合も多い。領収書は必
ずもらっておこう。
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引越し

国内での引越し
•一般的な引越し
荷物の梱包や片付けなど引越しする本人自らやる場合は、引越しの
費用を大幅に節約できる。通常、荷物を運ぶトラックは業者に借り
るが、費用は日付や距離、荷物の量、業者によって多少異なる。引越
しを手伝う人手が必要ない場合は、個人引越センター(便利屋)でトラ
ックだけ借りるとさらに安く済む。
•包装引越し(お任せ引越しパック)
包装引越しとは、荷物の梱包から運び、荷ほどき、最後の片づけまで引
越し業者にお任せするサービス。荷物の量によって費用が異なるた
め、事前に見積もりを依頼したほうがいい。引越し業者が決まったら､
少なくとも15日～30日前までには予約をしておくこと。包装引越し
は、業者のスタッフが引越しを手伝ってくれる代わりに一般的な引越し
に比べて費用が高い。最近では、片づけはもちろん、最後の掃除サ
ービスも提供している。
•レンタル倉庫
長期間の地方や海外出張、インテリア工事や入居の遅延などのやむ
を得ない事情によって、一定の期間、荷物を倉庫に保管してもらいた
い時に利用する。このサービスは、引越しの日程が2回(入居の時、退
居の時)となるため、通常、2倍の費用が掛かる。貸し倉庫の料金は､一
日単位の支払いと１ヵ月単位の支払い方法がある。保管期間が短い場
合は、1日単位の支払い方法が安い。
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国際引越し
国際引越しの手続きは、通常長期に及ぶので早期に業者を決めて早め
に準備したほうがいい。
① 訪問による見積もり作成および確認
通常、引越し業者は自宅訪問して引越しの荷物を確認したうえ見積
もりを出す。見積もり額が妥当だと思う業者に連絡して、引越し手続
きを進める。
② 梱包と梱包内訳書の受取
業者は、種類別に梱包した後、通し番号が記載された梱包内訳書を
作成し依頼主に渡す。その際は、追加梱包が必要な物はないかもう
一度確認する。
③ 運送業者貨物賠償保険の加入有無の確認
梱包が終了したら、出発地や運送過程、目的地などにおいて起こりう
る予期せぬ破損、紛失、盗難などの危険に備え、必ず運送業者貨物
賠償保険に加入しているかどうかを確認する。
④ 運送および船積み
梱包の後、顧客の特別な要求がなければ、直ちに港または空港に荷
物が運ばれ輸出通関の手続きに入る。関税が免除された荷物は、日
程によって航空や船便で目的地まで運送される。必要な書類は、目
的地の海外代理店に発送されるので、船積みの前に追加するものを
確かめ、要求事項があれば事前に話しておいたほうがいい。
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各種の公共料金
の支払い方法

引越しの際、管理費、ガス、電気、水道、電話、インターネット料金など
を精算しなければならない。引越しの前日または当日にそれぞれの該
当機関に電話し、家にあるガス計量器、電気計量器、水道計量器など
に表示された使用量を知らせ、直前まで使用した利用料金を精算する｡
通常、光熱費などは1ヵ月間利用した料金を翌月に支払うシステムにな
っているため、次の賃借人や家主に事前に伝えておいて翌月支払えるよ
うにしよう。他の地域に引っ越す場合、電話やインターネットなどは転
居申請を行うことができ、また、郵便物の転送サービスを利用すると､
3ヵ月間(一回限定)新しい住居地まで郵便物を転送してもらうことがで
きる。各種の公共料金の担当機関リストや連絡先は、ディレクトリーを
参照すると良い(P.167)

ごみの捨て方
(分別とリサ
イクル）

ビニールコーティングされた
表紙などは剥がして捨てる

紙ごみ

新聞紙

水に濡れないようにしてきれいにたたみ、概
ね30㎝の高さまで重ねて紐で束ねる。

冊子､ノート､紙袋など

- ビニールコーティングされたチラシ、ビニ
ール類、その他の異物が混入されないよ
う束ねる。
- ビニールでコーティングされた表紙やノー
トのスプリングは、リサイクルできない。

牛乳パック､飲物パック､
紙コップ

箱類

干してから廃棄
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中身を捨ててきれいに洗った後、押し潰して
封筒に入れるか、他のパックに5∼6枚ずつ入

れる。また、広げて干してから廃棄する。

箱に付いているテープや鉄製のピンなどを取り
除いてから、潰して運びやすく束ねて廃棄。

プラスチック

商品ラベルを剥がす

確認後ごみ分別

包装用の発泡 スチロールは
販売者などが回収

PET、PVC、PP、PS、
PE、PSP材質の
容器・包装材

中身を捨て、材質の違う蓋（またはアルミホ
イル、ラップなど）や商品ラベルなどを取り
除いてから押し潰して廃棄。

- TV、冷蔵庫、洗濯機、エアコン、オーディ
オ、PC、携帯電話、端末機製品に使われる
発泡スチロールの緩衝材は、製品購入先に
発泡スチロールの緩衝材
- 電子製品の緩衝材として 戻す。
使われる発泡スチロール
- 中身を完全に捨て異物が付いた場合はきれい
包装材
- 農産物・畜産物包装用の に洗って、商品ラベルをはがしてから廃棄｡
発泡スチロール容器
- 食べ物などの異物が多く付いていたり､他
の物質でコーティングされた発泡スチロー
ルは例外。

ガラス
- プラスチックやアルミキャップを外す。
- 中身を捨ててから水洗いし、なるべく無色、青色、緑色、茶色に分ける。
- 煙草の吸殻などの異物は瓶の中に捨てないこと。
キャップを外して

※ビール瓶、焼酎瓶、清涼飲料瓶はスーパーに戻せば、空きビンの保
証金が払い戻される。

無色、青色、緑色、茶色に
分別

煙草の吸殻などの異物は
入れないで!
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カン､古鉄

鉄製のカン、
アルミカン(飲み物類)

- カンの中身を捨ててきれいに水洗いしてか
ら廃棄。
- 外側または中側のプラスチックキャップは
外す。
- 煙草の吸殻などの異物を入れないこと。

その他のカン
穴を空けて中身を空にしてから出す。
(ガスボンベ、殺虫剤のカン)

- 異物が混入されないようにし、封筒に入れるか紐で束ねて出す。
- プラスチックなど、他の材質が混ざっている廃品は金属成分が入っていても
古鉄として出してはいけない。

カンの中に入れて排出

穴を空けて中身を空にして
から潰して出す

異物が混ざらないように…
束ねて廃棄

異物金属成分だけ切り離
して…

衣類
- カーペット、革製のバック、靴、おむつカバーなどは入らないようにする。
- 使えそうなボタンやファスナーなどは外して別に保管する。
- 濡れないように麻袋に入れるか、30cmほどの高さに束ねて廃棄する。

交換/助け合い

ボタンやファスナーは外して別に保管

蛍光灯
割れないように気を
付けて廃棄
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- 割れないように気を付けて分別箱に捨てる。

Tip

ごみ袋の購入方法

ごみ袋は、近くのスーパーやディスカウントストアで購入できる。区によって一般ごみと
生ごみを入れる袋の色が違うので、必ず確認してから買うようにする。一般ごみ袋は､容
量によって5、10、20、30、50、75、100リットル用があり、一般家庭では10リットルや
20リットルの袋が適している。生ごみは頻繁に捨てるため、2～5リットル程度の小さな
袋を使用するのが良い。地域によって生ごみ収集ボックスに入れなければならない場
合もあるため、近所の人に聞いてみよう。ごみ袋は地域ごとに異なり、他の地域では使
用できないので注意する。

Tip

便利なアプリ

＜クリーンバスケット(CLEAN BASKET)＞ クリーニングの回収・配達サービス

電話番号: 82-70-7552-1385 利用時間: 午前10:00〜夜12:30

＜タクシーアプリ＞ 簡単なスマートフォンアプリを使ってタクシーを利用するサービス

•カカオタクシ www.kakao.com/kakaotaxi •T-moneyタクシ www.t-money.co.kr
•Tマップタクシ www.tmap.co.kr
＜飲食アプリ＞

•配達の民族 www.baemin.com •配達通 www.bdtong.co.kr
•ヨギヨ www.yogiyo.co.kr
•マクドナルドのマックデリバリーアプリ www.mcdelivery.co.kr/kr
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金融

金融機関

•第1金融機関
金融機関の中でも預金取扱銀行を指す。通貨金融機関とも言う。
例)特殊銀行(輸出入銀行、企業銀行)、一般銀行(国民銀行、ウリ銀行、
新韓銀行、KEBハナ銀行)、地方銀行(釜山銀行、光州銀行、大邱銀行)
•第2金融機関
通貨金融機関ではない金融機関のことで、非通貨金融機関とも言う。
銀行は間接金融であるのに対し、第2金融機関は資金が供給者から
需要者へ直接渡される直接金融の場合が多い。
例)保険会社、証券会社、投資信託会社、与信金融会社、相互貯蓄銀
行など
•第3金融機関
制度的な金融機関ではない金融機関のことで、概ねは消費者金融とい
う用語で呼ばれており、主に貸出を主要業務とする。
例)貸付業者、サラ金業者
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■基本情報

銀行

•営業時間：午前9:00 ~ 午後4:00(週末、休日・祝日は除く)

■ATMの利用
営業時間内

区分

当行ATM
利用

他行ATM
利用

営業時間外

預金お引き出し

10万ウォン 10万ウォン
以下
超過
無し

他行カードでのお預け入れ

700ウォン

1,000ウォン

無し

無し

口座お振
り込み

当行
他行

500ウォン

預金お引き出し
口座お振り込み

1,000ウォン

10万ウォン
以下
250ウォン

500ウォン

600ウォン
700ウォン

1,000ウォン

10万ウォン
超過
500ウォン

1,000ウォン

900ウォン
700ウォン

1,000ウォン

- 銀行と金額により手数料が異なる。
- 営業時間内の利用時間：平日08：30～18:00、土曜日08：30～14：00、ただし地域別、管理
支店ごとに運営時間が異なるので確認してから利用する。
- 休日・祝日または銀行営業時間外は、営業時間外の手数料が適用される。
- 他行カードを利用する時には、該当金融機関の手数料が適用される。
■外国人の口座開設
•申請方法：営業支店で申込
•必要書類：パスポート、外国人登録証、臨時旅行証明書
•参考：身分証としてパスポートや旅行証明書を使用する場合、韓国
の住所と連絡先を記入する必要がある。また、身分が証明できる証

明書類(母国の身分証、韓国で使用しているクレジットカード、または
韓国における納税領収書)を提出する必要がある。
※ATMカードの発行のためには、韓国内に職場を持っているか、韓国人による
身分保証が必要である。
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■送金
海外へ送金する時
•送金手続き：一件当たり米ドル1千ドル以下は別途制限事項なく自由
に送金可能

•送金方法：

電
 信送金(Telegraph Transfer, TT)：巨額または急を要する送金時に
最も普遍的な方法

   送金小切手(Demand Draft, DD)：急を要しない時や小口送金の場合
に利用
•必要書類：外貨送金申請書、外国人登録証のほか送金目的によって
追加書類が必要

例)外国人労働者の報酬送金時の追加書類
- 雇用契約書または在職証明書
- 韓国内所得証明書類

- パスポートまたは入国査証

- 雇用主が確認した納税関連の立証書類(不法滞在者や産業研修生の場
合を除く)

- 納税事実証明書(自営業営業者の場合)

•送金する時の必要情報：送金申請人の姓名・住所・電話番号/受取人

の姓名・住所・電話番号/受取人の銀行名・銀行の住所(都市名、地方名､
国家名)&middot：口座番号、SWIFTCODE、銀行コード

•留意事項：外貨送金/支払申込書は英語で作成しなければならない
- 受取人の英文スペルと口座番号が正確でなければならない

- 口座番号の氏名と受取人の氏名が必ず一致しなければならない
- 外貨送金申請書上、受取人の取引銀行名、支店、国家名が必ず記載
されてなければならない
- ミャンマー、リビア、イラン、スーダンなど一部の国は送金不可
海外から送金を受取る時
•海外送金人に事前に知らせる内容：受取人の銀行英文名称・銀行本
店住所・口座番号、SWIFTCODE、受取人の英文スペル
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•海外送金を受領する場合の準備書類：送金受領事由を証明できる書
類(輸出契約書、委託契約書など)

- 但し、送金金額によって準備書類が異なるため、必ず取引銀行に確
認しなければならない。
■インターネットバンキング：インターネットを通じて銀行取引が
できるシステム
インターネットを通じて銀行業務を処理する金融システムで、各銀行の
窓口で申込めば利用できる。
•申込の手続き：営業支店訪問 → 申込 → パスワードの登録 →
セキュリティーカードまたはOTPカードの受取 →

インターネットバンキングの接続 → 認証書の発行
•必要書類：身分証明書(国内で使用可能な身分証明、海外パスポー
トは不可)、通帳

•主要インターネットバンキングのホームページ
■テレバンキング：電話で銀行取引ができるシステム
•申請手続き：営業店へ訪問→利用申請
•サービス内容：残高照会、取引銀行間の送金、他行への送金、定期積
金、貸付利子、公課金などに対する自動振替の申請又は解約など

•申請時の必要書類：身分証明書、通帳
•テレフォンバンキング利用時の必要情報：口座の暗証番号、テレフォン
バンキングの暗証番号、住民登録番号、口座番号

■モバイルバンキング：インターネット接続が可能な携帯電話を
利用して、いつでもどこでも銀行取引が可能な金融サービス
•サービス内容：取引内訳の照会、口座振替、預金照会、為替レートの
照会、小切手照会、取引内訳の照会、クレジットカードの取引、現金サー

ビスなど
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■両替
•両替可能なタイプ：外貨現金、旅行者小切手
•必要書類：パスポート、または身分証明証
•両替可能な金額：一件当たり米ドル１万ドル超過の両替をする時は国
税庁に通報

■韓国の貨幣

クレジット
・カード

■クレジットカード
•申込先：カード会社のホームページ、または銀行、カード営業店
•申込資格：外国人登録証お持ちの方、満20歳以上で韓国で職業のあ
る方、該当銀行の口座保有の方

•必要書類：所得証明書(最近3ヵ月)、勤労契約書、外国人登録証､
パスポート

•年会費：基本年会費と提携サービス料に分けられ、年に1度請求され
るが、カード別に異なる。

•発行手続：クレジットカードの審査係が書類の審査を行う。書類が

審査を通らなかった場合、預かり保証金の方法で発行することも可
能である(KEBハナ銀行基準)。その時、カードの限度額は保証金の
90％に設定され、クレジットカードを解除するまでは、保証金は引き
出しできない。
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■チェックカード
カードの預金残高の範囲内で使用できるが、利用金額によってクレジッ
トカードと類似した割引サービスを受けることができる。(デビットカー
ドと類似)
•申込方法：クレジットカードと同様
•申込資格：クレジットカードと同様
•必要書類：所得証明書(最近3ヵ月)、勤労契約書、外国人登録証、
パスポート

•年会費：無し

Tip

カード紛失時

カードを紛失した場合は、直ちにカード会社に電話連絡するか、近くの銀行に言って紛
失申告または一時使用停止申込をしなければならない。紛失申告または一時使用停止
申込を取り消す時は、本人の身分証明証を持参し銀行の窓口まで行かなければならない。

<各カード会社の紛失センターの連絡先>
• KB国民(クンミン)カード:
82-1588-1688, 82-2-6300-7300(海外専用)
• ロッテカード: 82-1588-8300
• 新韓(シンハン)カード:
82-1544-7200, 82-1544-7000
• 三星(サムスン)カード: 82-1588-8900,
82-2-2000-8100, 82-1588-8700

• ウリカード: 82-1588-9955,
82-1599-2288(外国人専用),
82-2-2006-5000
• ハナカード:
82-1544-3500, 82-2-524-8100
• 現代カード:
82-1577-6200,82-2-3015-9000

• シティカード:
82-1566-1000, 82-2-2004-1004
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交通

交通

T-money交通カード(プリペイド交通カード)
■全国互換用「T-money」交通カード
「T-money」カードは、全国のコンビニや地下鉄、街の販売店等、全
国約３万ヵ所のT-money販売店で購入・チャージでき、バスや地下
鉄だけでなく、全国の鉄道、高速道路、タクシー、市外バスも利用でき
る。また、コンビニやいくつかのベーカリー、ファーストフード店などでも
T-moneyで支払いができる。詳しい加盟店の検索は、T-moneyのホーム
ページ(www.t-money.co.kr)を参照。
交通カード「T-money」は、通常のカード型やアクセサリー型、スマー
トフォンUSIM型などの様々なタイプのものが販売されている。
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■シティーパスプラス(CITYPASS+)
シティーパスプラスカードは、外国人のために日本語や英語、中国語等
の外国語の案内文が併記されている。そして、ソウルの人気観光スポッ
トや公演、レストラン等で割引できるクーポンも同封されている。

■外国人専用の公共交通機関の定期券「M-Pass」
M-Passは、2011年12月に発行された外国人専用の公共交通機関の
定期券で、コーレイルやソウルメトロ、ソウル都市鉄道、仁川メトロ、ソ
ウルメトロ9号線、コーレイル空港鉄道など、首都圏の電車とソウル支・
幹線バスを１日最大20回まで利用できる。外国人は、仁川国際空港の
到着ロビー内のソウル市観光案内センターやソウルグローバル文化観
光センター（明洞）、江南観光情報センター（江南）等で賃貸・返却す
ればいい。また、定期券の機能だけでなく、現金をチャージしてコンビ
ニやタクシーなどT-money提携の加盟店での支払いも可能だ。

■ 利用

定期券は、地下鉄１～９号線、仁川地下鉄、空港鉄道、ソウル支・幹線バスの利用が可能(但し､
新盆唐線、空港鉄道直通列車、ソウル広域バスは利用不可）
※バ スや空港バス、タクシーを利用したい場合は、T-money機能を追加でチャージする｡
T-moneyカードの1回のチャージは1,000ｳｫﾝ～90,000ｳｫﾝまでで、最大で50万ｳｫﾝまでチャ
ージできる。
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■種類
期間

1日券

2日券

3日券

5日券

7日券

金額

10,000ｳｫﾝ

18,000ｳｫﾝ

25,500ｳｫﾝ

42,500ｳｫﾝ

59,500ｳｫﾝ

※ 別途の保証金5,000ｳｫﾝ、返還手数料500ｳｫﾝ(返還時、保証金から手数料を除く4,500ｳｫﾝが
支給される)
※ 定期券は使用開始した時点から適用され、その日の夜12時で1日が終了する。
■購入および返還先
レンタル
返還

07:00-22:00
07:00-22:00

仁川国際空港1階5番､10番出口の前ソウル市観光案内センター
(82-32-743-3270､3272)
ソウルグローバル文化観光センター（明洞82-2-3789-7961）

22:00-07:00

仁川国際空港10番出口の向いのコンビニ「GS25」

■割引・クーポン特典
Nソウルタワー(10％)
貞洞劇場(10％)
ロッテワールド(10％)
公演「愛してるなら踊れ」(20％)

世宗文化会館(10％)
ドラゴンヒルスパ(2,000ウォン割引）
明洞汗蒸幕(基本コース30％)
明洞モード(基本コース20％+お食事券)

■後払い交通カード
クレジットカードに後払い交通カードの機能を追加すると、T-money
カードのようにチャージすることなく、クレジットカードの決済日に公
共交通機関の利用代金を一度に支払うことができる。
但し、後払い交通カードの機能は、クレジットカードがある場合に限り
利用できるので、クレジットカードの発行が難しい場合は、T-moneyカ
ードを利用した方が便利だ。
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公共交通の種類

1 地下鉄
韓国では、首都圏をはじめ、釜山、大邱、光州、大田で地下鉄を利用す
ることができる。基本的に地下鉄は「乗車券を購入→改札口に乗車券
を当てる→地下鉄に乗車→改札口に乗車券を当てる」の順で利用方法
は似通っているが、1回用乗車券については地域ごとに異なるため、事
前に確認してから購入することをお勧めする。

■乗車券の購入

- 首都圏：1回用交通カード

[1回用カードの販売/交通カードのチャージ機]で目的地を選んだ後、利用運賃とデポジット
(500ウォン)を投入すると1回用の交通カードが発行される。下車後、[保証金の払戻機]に1回用
交通カードを入れるとデポジットが払い戻される。
2015年6月27日(土)からソウル、京畿、仁川の地下鉄基本料金が1,050ウォンから1,250に200ウ
ォン引き上げられた。首都圏電車と仁川地下鉄は早朝料金が適用され、始発から午前6時30分
までは、20％割引された料金で地下鉄を利用することができる(バスから地下鉄に乗り換える時
は不適用)。また、永住権を持つ65歳以上の外国人にも韓国人のように無賃乗車が適用される｡

- 釜山：普通券と定期券

駅構内にある乗車券自動発券機で乗車券(普通券および定期券)を購入する。普通券には、片
道と往復の2種類があり、目的地によって料金が異なるため、画面の上段の号線(路線)または
右側の区間を選択して乗車券を購入する。定期券は、3種類(1日券、7日券、1ヵ月券)に期間を
区分して使用することができる。

- 光州：1回用乗車券

発券日に関係なく、1回に限り、開票後2時間以内で利用可能である。

- 大邱、大田：トークンタイプの普通券を購入する。
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Tip
- 乗換する際は、路線を確認し、乗換駅で下車する。目的地までの方向を確認し「乗換
案内」の標識に従って進み、乗り換える。
- 目的地を間違えて乗車券を購入し下車できない場合は、[交通カードの精算/チャー
ジ機]または駅員に追加の料金を支払って下車する。
- 1回用乗車券は、他の交通手段との乗換割引が適用されない。
- ソウル以外の地域の地下鉄では、乗車券の購入時にデポジット(500ウォン)は発生しない。

2 市内バス
•バスのタイプ(ソウル)
ソウル市では、2004年7月から新しいデザインのバスが運行されている。新しいバス停留所の
標識も市内バスのタイプ別に色で分けられているので、以前より分かりやすくなった。
青(幹線)バス

緑(支線)バス

Mバス

ソウル市内の遠距離を運行す 幹線バスや地下鉄と連結する 広域急行バスで、停留所を最
る幹線バス。

ほか、地域内の隅々を走る支 少限に抑えた交通システム。
線バス。

黄(循環)バス

全面指定席で運行。

赤(広域)バス

広域座席

さまざまな通行のニーズに応 ソウルと首都圏の都市を急行 大都市とその周辺の衛星都
えるための循環バス。

で走る広域バス。

市をつなぐ長距離を運行す
るバス路線で、全面指定席
で運行。
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■主な地域のバス運賃表（2016年12月基準）
種類

支払い

ソウル

京畿

仁川

大田

大邱

釜山

蔚山

光州

市内

カード
現金

1,200
1,300

1,250
1,300

1,250
1,300

1,250
1,400

1,100
1,200

1,140
1,300

1,140
1,200

1,100
1,200

カード

2,300

2,050

1,650

-

1,450

1,700

1,500

1,700

座席
Mバス
広域
座席

現金

2,400

2,100

2,400

-

1,600

1,800

1,700

1,800

カード

2,400

2,400

2,600

-

-

-

-

-

現金

2,500

2,500

2,900

-

-

-

-

-

カード

2,300

2,400

1,650

-

-

-

1,880

-

現金

2,400

2,500

2,400

-

-

-

2,100

-

※バス料金の値上げ(2015 6. 27適用)：間・支線バス料金1,200ウォン、深夜バス料金2,150
ウォン、
マウルバス料金900ウォン
※ソウル市は早朝始発から6時30分までカードで1回乗車時は、深夜バスを除く全車種が20％
早朝割引できる。
※ソウル市深夜バス運行：午前0時から午前４時まで(出発地基準)
※京畿道は早朝始発から6時30分までカードに1回乗車時は、直行座席型バスの乗客を対象に
基本料金の引き上げ分400ウォンを定額割引する早朝料金制度を適用する。
*全国バス輸送組合連合会 (www.bus.or.kr)

■首都圏公共交通統合料金制度
首都圏(ソウル特別市、京畿道、仁川広域市)の公共交通料金制度。地下鉄や首都圏内の市内バ
ス、
マウルバスを利用する際、乗り換えるたびに基本料金を払っていた従来の方式から、乗り換
える交通手段や回数に関係なく、総移動距離分だけの料金を支払うシステム。交通カードを利
用する場合のみ首都圏統合料金制度が適用され、割引などの特典が受けられる
•乗換通行(統合距離比例制度)

基本料金は、最も高い料金の交通手段の基本料金が適用され、移動距離数が下記の基本距
離を超えた場合、5km当たり100ウォンの追加料金が加算される。
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対象
首都圏

乗換時間

下車後､30分以内に無料乗換(但し､21時～翌日7時までは1時間)

乗換回数

4回まで(交通手段への乗車は5回)

対象
釜山

乗換回数

3回まで
交通カード

料金の
適用方法

都市鉄道(1区間)とマウルバス：乗換割引制
都市鉄道(1区間)と一般バス：無料乗換制

乗換時間

下車後､30分以内に無料乗換
(但し､配車間隔が16分以上の車両は下車後60分以内)

乗換回数

3回まで(都市鉄道の乗継は1回まで)
ハンペイカード､マイビーカード､光州銀行提携カード､後払い交通
カード

乗換基準

都市鉄道(1区間)と一般バス

乗換時間

下車後､30分以内に無料乗換

乗換回数

回数制限なし

対象
大邱

ド､後払い交通カード
下車後、30分以内に無料乗換

対象
光州

T-moneyカード､ハナロカード､マイビーカード､キャッシュビーカー

乗換時間
対象

大田

T-moneyカード、後払い交通カード

タップパスカード､デギョン交通カードがあり､後払い交通カード

適用路線

都市鉄道、大邱市内鉄道、大邱市内バス、慶山市内バス(永川、
高霊､星州バスを除く)

乗換時間

下車後､30分以内に次の交通機関に無料乗換

乗換回数

2回まで(交通手段への乗車は3回)

※同一路線への乗り換えや地下鉄の改札口を出た後、もう一度改札口に入る場合は乗換割引が適用
されない。
※市外直行バス(空港バスを含む)や仁川国際空港鉄道は、乗換割引が適用されない。
※高速化道路広域座席バス(空港バスを含む)は、2014年7月16日から全面指定席で運行。
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Tip

1枚の交通カードで2人以上乗車する場合

地下鉄はできないが、バスの場合、1枚の交通カードで2人以上乗車することができる｡
カードを端末機に当てる前、バスの運転手にその旨を知らせれば、複数分の決済がで
きる。しかし、乗換を適用するためには乗換する人数も同一でなければならず、乗り換
えたバスの運転手にもその旨を知らせる必要がある。また、バスから地下鉄に乗り換え
た場合は乗換の割引が受けられないので注意しよう。

Tip スマートフォンアプリで公共交通機関を利用する
スマートフォンアプリを活用すれば、地下鉄、バスなどの公共交通機関の路線図はもち
ろん、到着時間、配車間隔などの確認が可能だ。アプリによって異なるが、出発駅から
到着駅までの経路検索、到着通知など便利な機能も多数ある。
■ソウル地下鉄ナビ
ソウル地下鉄路線図、最短の時間・距離・乗換経路の検索や所要時間、駅時刻表、終
電の時間計算、到着通知など便利な機能が多数搭載されており、英語でも表示される｡
■韓国の地下鉄
日本語、英語、中国語(簡体字・繁体字)、英語、日本語で提供されているソウル・釜山・
大邱・大田・光州の地下鉄路線情報アプリ。地下鉄と連動したホットプレイス情報、旅
行者同士の会話が可能な旅行トーク、旅行者がお気に入りの駅だけ一目で見られる主
要駅モードなど、地下鉄旅行者に便利な機能が多数ある。
■BP LINE
全国の地下鉄・バス・KTX・列車情報がすべてチェックできるアプリ。様々な経路検索
結果、すべての急行列車の時刻表、高解像度の地下鉄路線図、バス所要時間と到着時
間検索などが提供され、地下鉄・バス・電車の時刻表は、ユーザーが更新しなくても常
に最新の状態で維持される。
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3 タクシー
•インターナショナルタクシー
ソウルを訪れる外国人はもちろん、ソウルに居住する外国人も簡単か
つ便利に利用することのできるソウル市指定の外国人タクシーサー
ビスのこと。
利用方法

電話(82-1644-2255)またはホームページでの予約(www.intltaxi.co.kr)が必要。
事前に予約をしていなくても待機中の車がある場合は、即時利用可能。

運賃

状況によって、区間料金制、メーター料金制、貸し切り料金制が適用される。

種類

中型出租、模范出租：5人以下
大型出租: 6~9人乘

特徴

‐ 運転手の選抜と教育から、料金システム、コールセンターの運営まで、ソウル
市が全て管理。
‐ 厳格な外国語能力の検証と教育課程を履修したドライバーや相談員のみで構成。
‐ 空港利用、ソウル観光、ビジネスサポート、駐韓外国人のためのソウル生活
をサポートするサービスなどを提供。
‐ 仁川空港からソウル市内の指定圏域までの距離は、定額運賃を適用。
‐ 仁川国際空港と金浦空港の2ヵ所にインフォメーションデスクと専用乗り
場を完備。
‐ クレジットカード(Visa、Master、JCB、Amex)やT-moneyでの支払いが可能。

•模範タクシー

黒
 のボディーに黄色の表示灯が付いているタクシー。車内は一般の

タクシーよりゆったりしてサービスの質も非常にいいが、一般タクシ
ーより少々割高。
•一般タクシー

一般タクシーの多くは、シルバーのボディーに白または青の表示灯が
付いている。最近はオレンジのボディーに白の表示灯をしているタク
シーも増えている。一般タクシーの基本料金は、ソウル市基準で
3,000ｳｫﾝ(深夜3,600ｳｫﾝ)で、深夜～早朝4時は20％の割増料金が
追加される。
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•コールタクシー

タクシーを捕まえにくい場所で、または深夜に利用したい時、電話で
呼び出すタクシー。外見や料金体系は一般タクシーと同じだが、運賃
が9,000ウォン以下の場合は、コール料金として1,000ウォンが追加
される。

•カカオタクシー

コールタクシーの電話番号を知らなくても、見知らぬ場所で位置説
明が難しくても、全国どこでも便利に利用できる。一般タクシー料金
と同じで、コルー費は無料だ。

-利用方法: PLAYストアー → カカオタクシーアプリをダウンロード

→ カカオアカウントのログイン → 発地と到着地を設定
した後 → 呼び出し

4 高速バス
長距離旅行をする際にKTXの運賃を負担に感じたら、割安の高速バス
を利用しよう。高速バスには普通高速バスと優等高速バスの2種類が
あり、後者は前者よりも座席数が少なく、比較的ゆったりとしたスペー
スになっている他、衛星テレビの放送なども見られる。高速バスの予約
サイトで事前にチケットを購入し、目的地によってターミナルの場所が
異なるため、該当するターミナルを確認しておこう。京釜線(キョンブソ
ン、ソウル－釜山)・嶺東線(ヨンドンソン、栄州－江陵)を走るバスはソ
ウル高速バスターミナルから、光州(クァンジュ)・全州(チョンジュ)など
湖南線(ホナムソン、大田－木浦)を走るバスはセントラルシティーから
出発する。東ソウル高速バスターミナルは韓国の東側にあたる江原道
(カンウォンド)へ向かうバスが、南部バスターミナルは忠清道(チュンチ
ョンド)へ向かうバスが多い。
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•ソウル高速バスターミナル(京釜線、嶺東線)）

- ソウル市瑞草区シンバンポロ194(地下鉄3号線・7号線・9号線高速バスターミナル駅)
- 電話番号：82-1688-4700
- ホームページ：www.exterminal.co.kr

■出発案内
京畿道

龍仁, 利川, 驪州, 平沢, 安城

江原道

江陵, 東海, 三陟, 束草, 襄陽, 原州(横城)

忠清道

天安, 牙山(温陽), 鳥致院, 錦山, 世宗市, 清州, 公州, 大田(政府庁舎)

慶尚道

釜山(西釜山), 大邱, 尚州, 金泉, 亀尾 (黄澗), 永川, 慶州, 浦項, 蔚山,金海,
店村, 晋州, 馬山, 昌原, 統営, 善山, 人参ランド

•セントラルシティバスターミナル(湖南線)

- ソウル市瑞草区シンバンポロ190(地下鉄3号線・7号線高速バスターミナル駅)
- 電話番号：82-2-6282-0114
- ホームページ：www.hticket.co.kr

■出発案内
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全羅道

康津, 高興, 谷城, 光州, 金堤, 羅州, 南原, 鹿洞, 綾州, 潭陽, 木浦, 務安, 筏橋, 宝城, 鳳
東, 扶安, 三湖, 淳昌, 安川, エトンリ, 麗水, 麗川, 霊光, 栄山浦, 霊岩, 玉果, 莞島, 完
州, 益山, 長城, 長興, 全羅北道江津, 全北革新, 全州, 井邑, 智島, 珍島, 咸平, 海南, 海
際, 行政研修院, 和順, 会津

忠清道

槐山, 群山, 機池市, コッチ, 羅州, 南原, 内浦, 論山, 唐津, 徳山温泉, ムンジャン, 保
寧(大川), 報恩, 洪城, 興徳, 北清州, 瑞山, 俗離山, 安眠島, 錬武台, 礼山, 雲川, 儒城,
定山, ジョンアンサービスエリア, 曾坪, 青陽, 清州空港, 泰安

慶尚道

安東, 栄州, 醴泉, 温井, 蔚珍, 豊基

江原道

新鉄原, 鉄原, 寧越, 春川, 抱川, 洪川

5 汽車
汽車は、所要時間によってKTX、セマウル、ムグンファの3種類がある。最も速い列車はKTXで
ソウルから釜山(プサン)までの所要時間は約2時間40分、セマウル号は4時間30分、ムグンファ
号は約5時間30分かかる。列車別の停車駅や運賃などの情報は、コレイルホームページ(www.
korail.com)で確認できる。

■乗車券の予約と払い戻し
乗車券の予約先

ホームページ(www.letskorail.com)､コレイルトーク(アプリ)､乗車券の自動
券売機、駅(地下鉄の駅を除く)､乗車券販売代理店､インターネットまたは鉄
道顧客センター(82-1544-7788, 82-1599-7777)

予約期間

列車出発の1ヵ月前から列車出発20分前まで(コレイルトークは列車出発5分
前まで)予約および購入可能

決済/発券

‐クレジットカード､ポイント､現金口座振替(ホームページのみ)を利用して決
済が可能。
‐支払い金額が５万ウォン以上であれば､クレジットカード分割払い決済が可能｡
‐決済後､スマートフォン乗車券､ホームチケット､SMSチケットなどで直接発
券可能。

乗車券の払い戻し

‐乗車券に記載された出発時刻前まで､ホームページ(ホームチケット､SMSチケ
ット､スマートフォン乗車券)､コレイルトーク(スマートフォン乗車券)などで
乗車券の払い戻し可能。
‐列車の出発時刻以降には､駅で払い戻しができる。
‐乗車券に記載された到着駅の到着時刻以降は払い戻しができない。
‐購入した乗車券を払い戻す場合､その時点によって手数料が発生する。
‐ARS払い戻しは､自動応答システム(82-1544-1188)による払い戻しであり､
鉄道顧客センター相談員による払い戻し(電話での払い戻し申請)とは異なる｡
‐電話での払い戻しの申し込みは駅の窓口の手数料が適用される。
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•乗車券の確認

乗車券を購入したら、乗車券情報(日付、時間、出発/到着駅など)を必ず確認しておくこと。

1

2

1
2

4

3

3

11
5

6

4

7

5
6

10
8

9

出発駅
到着駅
出発時刻
到着時刻
列車タイプ
列車番号
(奇数－下り、偶数－上り）

座席タイプ
乗車券の発売担当者
9 乗車券返戻番号
10 領収金額
11 座席番号
7

8

•乗車

出発の15分前から案内放送が流れ、電光表示板で乗車案内が確認できる(乗車手続き中の列

車は電光表示板の右側上段に赤いランプが付く)。改札口に入ったら、電光表示板に書かれた
番号のホームへ行き乗車する。

Tip

早くて便利な空港鉄道のご利用案内

•空港直行列車

運行区間：ソウル駅↔仁川国際空港(無停車)

■列車の運行・運賃
所要時間始発

43分

終電

運賃

仁川国際空港駅行き

05:20 / 21:40

大人 8,000ウォン

ソウル駅行き

05:20 / 21:40

子供 6,900ウォン

電話番号：82-1599-7788 ホームページ：www.arex.or.kr
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•ソウル駅都心空港ターミナル

- 場所: 空港鉄道「ソウル駅」地下2階
- 提供サービス：搭乗手続き(大韓航空、アシアナ航空、済州航空)、手荷物の託送､
出国審査(利用範囲：当日、仁川空港発の国際線）
- 利用時間：05：20～19：00(出発時間３時間前に手続き締切り)
- 出国審査：出入国管理事務所ソウル駅空港ターミナル移動オフィス(08：00～19：00)

※ソウル駅都心空港ターミナルから直通列車が利用できる

•韓国都心空港(CALT)

- アクセス：ソウルメトロ2号線「三成駅」5・6番出口
- チェックイン可能な航空会社
韓国の航空会社の他、外国の航空会社も搭乗手続きが可能だ。航空会社の詳細
は都心空港のページ(英・韓)をご覧になれる。チェックイン時間や利用方法は航空
会社(目的地・便名)により異なるため、利用時に確認が必要だ。
- 利用時間：大韓航空・アシアナ：05:20~18:30
済州航空・その他の航空会社：05:10~18:30
- 預け荷物の規格：航空会社、路線別、座席などにより規格が異なるため、利用の航
空会社に確認が必要だ。通常、アメリカ路線のエコノミークラスの基準は23kg、2個
まで可能だ。都心空港でチェックインすれば、到着の空港で荷物を受け取れる｡
- 出国審査：2階法務部出国審査カウンター(利用時間：06:00~18:30)
- 電話番号：82-2-551-0077~8 ホームページ：www.calt.co.kr
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車の運転
(運転免許証の
取得）

1 外国免許証を韓国の免許証に切り替える場合
外国で取得した運転免許証を国内の免許に切り替えたい方は、有効な
免許かどうかを確認するために大使館確認書などの必要書類を提出し､
審査を通過して受験資格が認められる者に限って、適性検査や簡単な
学科試験を受けて合格すれば、韓国の免許証を取得することができる。
※簡易学科試験の実施に関しては、道路交通公団の運転免許試験場
ホームページdl.koroad.or.kr「国内免許の認定国の範囲」をご参照ください｡

外国免許証は、有効期限が残っている正式な免許証(full license)に限っ
て効力が認められており、仮免許証(temporary、learner, provisional,
probationary)、運転許可証(permit, certificate)などは、韓国の免許証に切
り替えることができない。

必要
書類

手数料
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1. 外国の運転免許証の原本(韓国の運転免許証を交付する際に外国の運転免許証を回収
する。出国する 際に旅券と航空券を提示すれば提出していた日本の運転免許証を返
してもらえる｡)
2. 外国免許証の真否を確認するために駐韓｢当該国の大使館｣または｢当該国の駐在韓
国大使館｣が発行した韓国語または英語の証明書
※大使館証明書については、別途の認定を受ける必要はない。
※運転免許証または大使館証明書に発行日付や有効期限が記載されていない場合
は、免許証を取得した行政機関で「運転経歴証明書」など、発行日付や有効期限
を確認できる書類を発行してもらい、その書類を提出する必要がある。
3. 出入国事実証明書とパスポート(韓国人) / パスポート(外国人)
※出入国事実証明書とパスポート上の出入国の押印で、免許取得国で90日以上滞在
した事実が認められなければならない。
4. 身分証明証
※内国人：住民登録証、パスポートなど、国が発行した有効な身分証明証(内国人は
住民登録法第6条の規定に基づき、住民登録されている人を指す)
※外国人：パスポートと外国人登録証
※在外同胞：パスポートと国内居所申告証
※外国人登録をしていない90日未満の滞在者は外国免許証を国内免許証に切り替え
ることはできない。(但し､運転免許試験の免除優遇が適用されない一般試験は受け
ることができる)
5. カラー写真3枚(免許証用の写真規格については、ホームページ参照)
外国人、外国市民権を認める国：12,500ｳｫﾝ
外国人、外国の市民権を認めない国：20,500ｳｫﾝ

• 外国免許証を韓国免許証に切り替える場合は、韓国免許証2種普通に限る。
• 相互認定協約国(ベルギー､ポーランド､スペイン､イタリア)で発行された免許証に関
しては、当該種別の免許証に切り替えることができる。
• 代理受付不可。
韓国免許証の認定国の範囲(2015. 05. 15警察庁告示)–ホームページ参照

その他

1. 別途の試験を受けることなく､韓国免許証を自国の免許証に切り替えできる国。
2. 香港､台湾など､独自の免許制度を持つ国は､認定国の範囲に含まれる。
3. 告示・制定以後､韓国免許証の認定有無が変更され､その事実が通報された場
合は変更後の制度に従う。
*韓国免許証の認定国で発行された免許証：適性検査(身体検査)のみ実施
*韓国免許証の不認定国で発行された免許証：適性検査､学科試験(客観式､40問)

‐韓国語､英語､中国語､日本語､タイ語､ベトナム語､ロシア語､インドネシア語､モンゴ
ル語､カンボジア語､フィリピン語(タガログ語)の中から選択
*米国オレゴン州､アイダホ州は相互認定国であるが学科試験の実施
以前､韓国免許証の取消処分を受けたことがある場合は､取消処分者のための交通安
全教育(6時間)を受けなければならない。
ホームページ参照 dl.koroad.or.kr

2 国際運転免許証
ジュネーブ条約国から発行された国際免許証
は韓国入国日から1年間、使用できる。2002
年1月1日からウィーン条約国から発行された
国際免許証でも韓国内での運転が可能であ
り、期間は同じく入国日から1年間である。
•道路交通公団顧客センター

電話番号: 82-1577-1120, 82-2-2230-6114

dl.koroad.or.kr/license/jp/index.jsp (日本語)
www.koroad.or.kr/en_web/index.do (英語)
dl.koroad.or.kr/license/cn/index.jsp (中国語)
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3 外国免許からの切替

提出書類
（D-8、
F-3
所持者）

1. 外国の運転免許証
外国の運転免許証原本に記載されている有効期限が切れている
場合は､韓国の運転免許証への切替えができない。
2. 出入国事実証明書とパスポート原本(免許証の発行日または更新日
が含まれること)
※出入国事実証明書はKotra ICCでも発行可能(手数料2,000ウォン)
※第3国で取得した免許の場合は、取得した国で90日以上滞在し
た事実を証明しなければならない。
3. 外国人登録カード原本または国内居所申告カード原本
※90日未満の短期滞在者は､サービス利用不可､試験取得は可能
4. 免許証についての大使館等の確認書､またはアポスティーユ
(APOSTILLE)
- 免許証についての大使館確認書の有効期間は発行日から1年とする｡
D-8ビザ取得者
但し、確認書に記載されている有効期間が1年以内の場合は、記
本人
載されている有効期限が適用される。
- アポスティーユの有効期限は、発行LOTTERYが指定した期間が
適用される。
※米国、英国、ロシア、フィンランド、ウズベキスタン、香港は大
使館確認書が発行されないのでアポスティーユのみ提出可能。
※大使館等の確認書またはアポステーユは、韓国語か英語で作成
されたものに限り有効だ。
5. カラー写真3枚(3cm×4cm)
申請前6ヵ月以内に撮影したものでIDカード用の証明写真
6. 身体検査書
Kotra ICCには身体検査する施設がないため､近くの指定病院で身
体検査を受けた後､身体検査書を提出。
7. 発行手数料7,500ウォン
①~⑦とD-8ビザ取得者の外国人登録事実証明原本
D-8ビザ取得者 ※ここでいう同伴家族とは､D-8ビザ取得者の配偶者と18歳以上
19歳未満の未婚の子供をいう。
の同伴家族
※外国人登録事実証明はKotra ICCでも発行可能(手数料2,000ウォン)

手数料

身体検査費(病院別)、免許証の発行手数料(7,500ウォン)

外国免許交換発行は国内免許2種普通交付
主要事項

※相互認定協定国は例外、代理受付不可- 本国の免許証回収
※海外出国時に返却(ただし、3年以内に本人が直接訪問)
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4 運転免許証がない場合
本国で運転免許を所持していない外国人が韓国で新規に運転免許証を発給手続きをする場合
は、韓国人と同じである。
※詳細は、道路交通公団のホームページおよび顧客センターに問い合わせ
•道路交通公団顧客センター

82-1577-1120, 82-2-2230-6114 (日)
dl.koroad.or.kr/license/jp/index.jsp (日)
www.koroad.or.kr/en_web/index.do (英)
dl.koroad.or.kr/license/cn/index.jsp (中)

Tip

押さえておこう。

■ドキドキドライビング ホームページ: wonderfuldriving.com
韓国で暮らす多文化家族の運転免許取得を支援する無料のオンライン教育ホームペー
ジ。日本語、英語、中国語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語など各国語で運転免許
教育講座が受講できる。運転免許取得手続き・課程が詳細に紹介されているほか、学
科試験、技能試験、道路走行試験など課程別に講座が分かれており、必要な部分だけ
選択できる。
■道路交通公団 ホームページ: www.koroad.or.kr/en_web/index.do
外国人の運転免許証、国際運転免許証に関する様々な情報だけでなく、Korea's Traffic
Environment、Things You Must Know、Expressway Driving Guideなど安全運転に
関する情報が豊富に収録されている。
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自動車の購入と
登録

外国人が韓国で車を購入する場合は、使用本拠地を証明できる外国人
登録事実証明願の提出が必要。
1 新車購入時に必要な書類
- 居住事実証明書
- 韓国内居所申告証
- 外国人印鑑証明書
- 韓国内の運転免許証
- 印鑑
- 職場の医療保険の写し(収入を証明する書類)
2 自動車の登録
新車購入後、自動車の新規登録を申請しなければならない。自動車の
製作•販売者に新規登録を代行させることもできる。登録せずに自動車
を運行した場合は、２年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金が
課せられる。
•新規登録書類

- 新規登録申請書
- 自動車製作証明書１部(新規出庫車両)、輸入車(輸入申告事実証明)
- 責任保険加入証明書
- 臨時運行許可証とナンバープレート(2個)
- 登録税納付の領収書
- 外国人登録証、外国人居所申告証

•廃車抹消登録に必要な書類
- 自動車の抹消登録申請書
- 自動車登録証
- 廃車引数証明書(廃車事業者が発行)または盗難届出確認書(盗難時)
- 自動車のナンバープレート(2個)、シール
- 外国人登録証、外国人居所申告証
※抹消登録期限：廃車日から1ヵ月以内。違反した場合は過料が課さ れる｡
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•自動車総合検査

自動車の安全な運行のために、定期的に車両点検を実施しなければ
ならない。点検は期間の有効期限の前後３１日間とする。
- 必要書類：自動車登録証、自動車損害賠償責任保険加入証明書
-場
 所：交通安全公団(82-1577-0990)自動車検査場と1級以上の
自動車整備工場

※その他、中古車の購入や移転登録といった自動車に関する詳細は、
ソウルグローバルセンターホームページ(http://global.seoul.go.kr)
でご覧になれる。

車両保険加入

韓国で自動車を所有・運行する場合は、必ず自動車保険に加入しなけ
ればならない。

■外国人に自動車保険を販売する保険会社
•AIG損害保険
電話番号: 82-1544-2792, 82-2-2260-6800
ホームページ: www.aiggeneral.co.kr
•KB損害保険
電話番号：82-1544-0800
82-1544-4357(外国語専用)
ホームページ: www.kbinsure.co.kr
•現代海上火災保険
電話番号: 82-1588-5656
ホームページ: www.hi.co.kr

•MGダイレクト
電話番号: 82-1588-5959
ホームページ: www.mgcar-direct.com/index.
html
•三星火災
電話番号: 82-1588-5114, 82-2-2119-2000
ホームページ: www.samsungfire.com
•韓火損害保険
電話番号: 82-1566-8000, 82-2-316-7000
ホームページ: www.hwgeneralins.com
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Tip

自動車の購入

外国人が韓国内で車を購入する際、特別な制約はない。現金で購入する場合は、身分証
明書(外国人登録証)さえあれば可能だ。
• 分割払い：韓国人と同じように所得証明が重要だ。分割払い時に必要な書類は、外
国人登録証、印鑑証明書、運転免許証、所得証明書類(職場の医療保険、源泉徴収
領収書、財産税証明書のいずれか)。ビザの種類によっても影響があり、F4、F5ビザ
だと分割払いがスムーズだ。
• リース：自動車リースは、韓国内に住む満20歳以上の韓国人のみ可能となっている。
そのため、外国人が自動車リースを申請するには、居住許可証の提出とともに厳し
い精密審査を受けなければならない。

韓国で運転する
際の注意事項

1 バス専用車路
バス専用車路とは、許可を受けたバスのみが通行できるようにし、バス
が交通渋滞に遭うことなく適正なスピードで走行できるように指定し
た車線のことを指す。他の車両の走行を妨げないように、一般的には高
速道路では真ん中の車線に、一般道路では1車線が設けられている｡ほ
とんどの場合は、一定の基準を満たすバスだけが走行できるが、多人数
が乗れる大型車が走行できる場合もある。バス専用車路での走行が認
められない車両が専用車路を利用して摘発された場合、罰金が科せら
れるので下記の規定を参考にして走行しよう。
バスレーンの通行が許可されていない車がバスレーンを走行して摘発
された場合、罰金を払わなければならない。下記の道路交通法を参考に。
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専用車路の
種類

通行可能な車両
高速道路

バス専用車路

高速道路以外の道路

① 36人乗り以上の大型バス
② 36人乗り未満の業者用バス
③ 申告済証の発行してもらった車両で、児童を送り迎
えする目的で運行する児童通学バス
9人乗り以上の乗用車およ ④ 道路の円滑な通行のために地方警察庁長が指定した次
びバス(乗用車または12人
の各項目のどれか一つに該当する多人数乗り大型車
乗り以下のバスは6人以上 - 路線を指定して運行する通学/通勤用の多人数乗り大型
が乗車した場合に限る)
車のうち､16人乗り以上の多人数乗り大型車
- 国際行事に参加する人員輸送など特に必要だと認めら
れる多人数乗り大型車
- 貸切りバス運送事業者が運行する25人乗以上の外国人
観光客輸送用自動車

*詳しくは『道路交通施行令』参照
2 ハイパス(Hi-pass)
韓国の高速道路の料金所にある「Hi-pass」というゲートは、料金所で
の通行料精算のために、徐行または停車することによって発生する交
通渋滞を緩和させるために韓国道路公社が取り入れた料金所の通行
料決済システムである。一般車路では料金所を通過する際に、料金所
の職員にカードまたは現金で通行料を支払うためにしばらく停車しな
ければならないが、ハイパスの端末機とカードを購入し車内に取り付け
れば、
「Hi-pass」と書かれたゲートを停車せずに通過することができ
る。ハイパス通行料の支払い方法はハイパスカードにチャージしておい
た料金から自動に引き落とされる方法と、後払いカードを使って一度に
精算する方法がある。
ハイパス端末機を取り付けていない車両がハイパス車線を通過する
と、監視カメラに撮られ通行料に加え罰金も科せられるので、下記の標
識を確かめて通過しなければならない。
하이패스

하이패스
전자카드·현금
2km

Tollgate 2km

전자카드·현금

ハイパス進入1km前方

路面表示 (青色車線)
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3 非保護左折
韓国のほとんどの信号機には、左折信号が別に設けられており、原則､
左折信号になった時だけ左折ができる。しかし、十字路に上記の「非保
護左折」標識があれば左折信号がなくても左折できるので、青信号に
なったら左右の車両に注意しながら左折する。
4 交通事故が起きた場合の対応方
外国人運転手は、もしもの事故に備え、韓国人の同僚や弁護士、自動
車保険会社、大使館などの電話番号を常に控えておくことをお勧めす
る。事故が発生すると運転手は、すぐに事故現場に近い道路脇に車を
停止させる。救急車の要請は局番なしの119。警察に事故を知らせる場
合、都心では3時間以内、他地域では12時間以内に行わなければなら
ず、警察署に直接行ったり、電話で申告することができる。
車の保険会社に事故発生時間と場所、損害の程度、事故の状況、証拠
と目撃者を含めた情報をすぐに知らせる。証拠を十分に保全できなか
ったことで発生する不当な責任や処罰を避けるためにも保険会社の意
見を求めることがお勧めだ。
通訳や追加のサポートが必要な場合は、ソウルグローバルセンター
(82-2-2075-4130~1)にご連絡を。ここで支援していない言語は､17
カ言語の無料通訳サービスを提供するBBB Korea(82-1588-5644､
82-2-725-9108~9)まで。

Tip

違反点数制度

交通法規違反や交通事故が起きたときに、その違反の軽重と被害の程度などに応じて、一定の点数
を付与し、そのスコアの合計が一定のレベルに達したときに免許を取消、または停止させることがで
きるようにする制度である。法規違反時の違反点数項目､交通事故時の違反点数項目は、道路交通
公団のホームページ）で確認できる。
• 道路交通公団顧客センター 電話番号：82-1577-1120､ 82-2-2230-6114､ 82-2-2230-6111

dl.koroad.or.kr/license/jp/index.jsp (日本語)
www.koroad.or.kr/en_web/index.do (英語)
dl.koroad.or.kr/license/cn/index.jsp (中国語)
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放送/通信

TV放送
韓国の地上波
放送局

放送局

チャンネル

電話

ホームページ

KBS1

No9

82-2-1588-1801
82-2-781-1000

www.kbs.co.kr

KBS2

No7

82-2-1577-1300

www.kbs.co.kr

MBC

No11

82-2-789-0011

www.imbc.com

SBS

No6

82-2-2001-6600

www.sbs.co.kr

EBS/EBS2

No10 / No10-2

82-1588-1580

www.ebs.co.kr
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ケーブルTV

放送と通信が融合されたケーブルTVは、ニュース、映画、音楽、エンタ
ーテイメント、記録映画、スポーツ、宗教、教育、囲碁、ホームショッピ
ングなど、様々な専門分野の放送が接続された複数のチャンネル放送
である。外国人が加入する際必要な書類は、放送局により多少異なる
ため、各地域のケーブル放送局に確認した方が良い。各地域のケーブル
放送局の電話番号は、韓国ケーブルテレビ放送協会にお問い合わせ｡
特にアリラン国際放送局は、韓国の様々な情報を外国語で発信する代
表的なケーブル局である。
•韓国ケーブルテレビ放送協会
82-2-735-6511
www.kcta.or.kr

•アリラン国際放送局

82-2-3475-5000
www.arirang.com/index.asp

•必要書類：申請者氏名､電話番号(自宅/携帯電話)､住所､外国人登録証

衛星放送

衛星アンテナと受信機を設置した後、地域網を含め、映画、ニュース､
音楽、スポーツとオーディオチャンネルだけでなく、ドイツDW、フラン
スTV5、イタリアRAI、スペインTVE、日本のNHKと英語チャンネル､
例えばMCM（音楽チャンネル）、WTN、BBC、NBC、CNN、CNBCな
ど、ほぼ140以上のチャンネルが視聴できる。
•スカイライフ

82-1588-8665, 82-2-2003-3000
www.skylife.co.kr

•世紀衛星

82-2-2231-7989
www.sekisat.co.kr

94

ラジオ

時に外国語プログラムを提供する多くのAMとFMラジオ局がある。
AFNが唯一の24時間英語放送プログラムで周波数は548 AMと102.7 FMである。
•インターネットサービス www.classicfm.co.za (24時間英語放送)

固定電話とインターネットサービスの利用
固定電話とイン
ターネットサー
ビスの利用

韓国の通信会社は、ほとんどの家庭用固定電話とインターネット電話
､携帯電話、インターネット、インターネットTVなどを一緒に扱っている｡
代表的には、
「オレKT、SKブロードバンド、LGユープラス」があり、電
話やホームページを利用して申請が可能で申込受付が完了すると、会
社から、目的地に接続技師を派遣してくれる。入会費､基本料、機器(モ
デム)利用料などの費用が発生する上、商品選択の際に利用料金と会
社ごとのオプションを入念に考えなければならない｡通常1年、2年、3
年単位で約定契約をすると料金の一部が割引されるが､約定期間内に
解約する場合は解約違約金が発生することがある。各社のホームペー
ジで商品を確認して本人に合った商品を選択して申請する。
※結合商品（インターネット、電話、モバイル通信など複数の通信サービスをま
とめて販売すること）を利用すれば、料金の割引が受けられる。

区分

ホームページ / 電話番号
• ホームページ www.olleh.com
• 問い合わせ 100
• 外国語相談 82-1588-8488
• ホームページ www.skbroadband.com(英語対応）
• 問い合わせ 106
• 外国語相談 82-80-8282-106#3
• ホームページ www.uplus.co.kr(英語対応）
• 問い合わせ101

※すべての機器利用料および通信料には消費税が請求される。
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携帯電話
携帯電話の加入

SKT、KT、LGTなど、各キャリアごとに国内在留外国人のために日本語
・英語・中国などの外国語相談サービスを提供している。このサービス
を利用すれば、携帯電話の開通と料金制の選択などがより簡単・便利
だ。外国人の携帯電話使用料の支払い方法は、プリペイド携帯電話､
後払い携帯電話の2種類に分けられる。プリペイド携帯電話は、後払い
携帯電話に比べて使用料金が高い方だが、2～3年の契約期間なし希
望する期間だけ利用でき、短期在留外国人に適している。プリペイド携
帯電話はPPSとも呼ばれ、パスポートがあれば1回線開通が可能だ。
後払いの携帯電話の場合、基本的な加入方法は韓国人と同じだが、外
国人在留コードに基づいて開通できる携帯電話の台数と分割払い購入
可否、保証金免除などの詳細が異なるので、関連の内容を丁寧にチェ
ックした後、加入しよう。

区分

知っておくべき事項連絡先
• 保証料なし､前払い制度運営
• 韓国のクレジットカードまたは銀行口座が必要
• 日本語､英語､中国語の相談可能
• 携帯電話1583(無料) 82-2-2190-1180(有料)
• ホームページ www.olleh.com
• 保証料支払い後､登録可能
• 英語相談: 82-80-2525-011
• ホームページ www.tworld.co.kr(英語対応)
• 韓国人と同じ、銀行口座が必要
• 英語相談：82-1544-0010
• ホームページ www.uplus.co.kr(英語対応)

※外国人が携帯電話を利用する際の必須事項

• 外国人登録証または国内居所申告証の持参
• 本人名義の通帳またはクレジットカードでのみ支払いが可能
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Tip

通信料金比較サイト

ホームページ: www.wiseuser.go.kr/eng/main.do
放送通信委員会が運営する放送通信利用者情報ポータル「ワイズユーザー(Wise
User)」の英語版。携帯電話、超高速インターネット、固定電話、インターネット電
話、IPTV、結合商品など様々な通信商品の加入・利用・解約に関するサービスガイ
ドが詳細に記載されている。特に、Services Utilizationカテゴリーの最初の項目
Product Comparisonは、無線電話、超高速インターネット、IPTVの通信料金を
キャリア別に詳しく比較した資料が頻繁に更新され、プラン変更やキャリア移動の
際、参考にすると役立つ。加えて海外ローミングサービス、被害予防教育、利用者
保護センターなど役立つ情報が多数収録されている。

Tip

通信商品登録

国内通信3社オンラインショップの場合、外国人用の英語バージョンがあり、わざ
わざショップに行かなくても、携帯電話をはじめとする各種通信商品登録が可能
だ。特に、携帯電話の加入詳細、固定電話・高速インターネット・IPTV結合商品､
付加サービスなどを紹介しており、合理的な通信料金の設計に便利だ。
SK Telecom

ホームページ: www.tworld.co.kr/poc/eng/html/EN.html

T Worldの英語版。現在サービスされている携帯電話の料金プランをはじめ、カラ
ーリング、レタリングなどの付加サービスの案内が詳細に記載されている。ただし､
料金プランはログインが必要となる。他にも日本語、英語、中国語サービスが可能
な顧客センターとローミングセンター、外国人の携帯電話加入・解約などに役立つ
全国の外国人用T Worldの住所と連絡先などが掲載されている。
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KT OLLEH Shop

ホームページ: global.olleh.com/eng/main.do

KTの外国人用サイト。携帯電話、インターネット、固定電話、TVなど各項目の商品
加入条件、料金プランなどが詳細に記載されている。TVとインターネット、自宅電
話を組み合わせたパッケージ商品に関する情報もある。また、どんな項目をパッケ
ージにするか、契約期間は1年～3年のうち何年を選択するかによって割引がすぐに
確認でき便利だ。
LG U+

ホームページ: www.uplus.co.kr/com/main/pemain/PeMain.hpi

LG U +の外国人用英語サイト。Our Serviceカテゴリーに携帯電話、インターネッ
ト電話、高速インターネット、IPTV、有線電話加入に関する詳細な情報が記載され
ていて便利だ。固定電話とTV、高速インターネットなど異なる3つの商品を組み合
わせたパッケージ商品、TPS(Triple Play Service)に関する情報も充実している。

Tip

国内地域番号

有線電話
同じ地域に電話をかける場合は、市外局番なしで電話番号だけでOK。しかし、他
の地域に電話をかける時は、必ず市外局番を最初につける。
携帯電話
どの地域でも地域番号を最初に入れ、電話番号を押す。
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ソウル

02

釜山

051

大邱

053

仁川

032

光州

062

大田

042

蔚山

053

世宗

044

京畿道

031

江原道

033

忠北

043

忠南

041

全北

063

全南

061

慶北

054

慶南

055

済州

064

仁川空港内の携帯電話レンタルおよびローミング
• 取扱品: 携帯電話レンタルサービス､国際ローミングサービス
• 営業時間: 06:00 ～ 22:00
• 連絡先: 82-2-3416-7010

LG U+

KT

• 取扱品：携帯電話レンタルサービス､国際ローミングサービス
• 営業時間: 06:00 ～ 22:00
• 連絡先: 82-1588-0608(国内)､82-2-2190-0901(海外､無料)

SKT

• 取扱品: 携帯電話レンタルサービス､国際ローミングサービス
• 営業時間: 06:00 ～ 22:00
• 連絡先: 82-153-112(国内)､82-2-6343-9000(海外､無料)
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国際電話

国際電話のかけ方
サービス番号→国番号→地域番号→電話番号
※例）韓国から日本にかける場合
- 国際電話サービス番号(001)+国番号(81)+市外局番+電話番号
※国際電話サービス番号:
KT(001)、SKテリンク(00700)、LGテレコム(002)、世宗テレコム(00365)

100

国家
アルゼンチン
ベルギー
アイルランド
アンドラ
ホンコン
イタリア
オーストラリア
ハンガリー
日本
オーストリア
インド
クウェート
バーレーン
イラン
ポーランド
バングラデシュ
イラク
マカオ
ブラジル
コロンビア
ノルウェー
ブルネイ
マレーシア
パキスタン
ブルガリア
メキシコ
フィリピン
カナダ
ミャンマー
ナイジェリア
モンゴル
スーダン
アンゴラ
インドネシア

国番号
54
32
353
376
852
39
61
36
81
43
91
965
973
98
48
880
964
853
55
57
47
673
60
92
359
52
63
1
95
234
976
249
244
62

国家
スウェーデン
チリ
オランダ
ポルトガル
中国
ニュージーランド
ルーマニア
ロシア
ドイツ
スペイン
サイパン
ギリシア
スリランカ
デンマーク
グアム
エジプト
サウジアラビア
スイス
フィンランド
シンガポール
台湾
フランス
南アフリカ
タイ
トルコ
英国
米国
ベネズエラ
リビア
ネパール
ベトナム
シリア
ウズベキスタン
カンボジア

国番号
46
56
31
351
86
64
40
7
49
34
1+670
30
94
45
1+671
20
966
41
358
65
886
33
27
66
90
44
1
58
218
977
84
963
998
855

Tip

SIMカードの購入

韓国だけではなく、海外でも使用可能な先払いSIMカードを購入することができる。
※詳細はSIMカードコリア、EGSIMカードのホームページでご覧になれる。
ホームページ
SIMカード
コリア

営業時間

09:00-18:00

電話番号

82-505-648-7000

E-mail
ホームページ
EG SIMカード

www.simcardkorea.com(韓・英)

kjy@simcardkorea.com(英語)
www.egsimcard.co.kr(英語、中国語)

営業時間

09:00-22:00

電話番号

82-1899-6120(英語、中国語)

外国語サービス報道機関
会社名

電話

ホームページ

言語サービス

京郷新聞

82-2-3701-1114

www.khan.co.kr

英

国民日報

82-2-781-9114

www.kmib.co.kr

英

東亜日報

82-2-2020-0114

www.donga.com

英､中､日

連合ニュース

82-2-398-3114

www.yonhapnews.co.kr

英

朝鮮日報

82-2-724-5114

www.chosun.com

英､中､日

中央日報

82-2-751-5114

joongang.joins.com

英､中､日

毎日経済

82-2-2000-2000

www.mk.co.kr

英､中､日

ハンギョレ新聞

82-1566-9595

www.hani.co.kr

英､日

韓国経済新聞

82-2-360-4114

www.hankyung.com

英

ヘラルド経済

82-2-727-0114

biz.heraldcorp.com

英語新聞発刊

コリアタイムズ

82-2-727-0205

www.koreaherald.com

英語新聞発刊

中央デイリー

82-2-724-2359

www.koreatimes.co.kr

英語新聞発刊
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公共機関と便宜施設

行政機関

日常生活で訪れる行政機関には、邑・面事務所や洞住民センター、市・郡
・区庁があり、住民の健康と福祉、公共施設の管理、各種証明書の発行お
よび申告など様々な業務を行っている。邑、面事務所と洞住民センターでは､文
化講座など住民のための様々なプログラムを運営している所もある。最近では
､行政機関に訪問せず、主要な地下鉄駅の無人発給機やインターネット(www.
egov.go.kr)で書類の発給が受けられるようになったが、全書類が対象ではな
いので注意が必要だ。インターネットで書類の発給を受けるには、書類の出力
が可能なプリンターが必要で、本人確認のための公認認証書が必要な場合も
ある。重要な書類の発行を受ける時は、事前に確認しておこう。

警察局
(☎112)

詐欺や暴行、強盗などの犯罪被害を受けた時や交通事故が起きた時、またはこ
れを目撃した時は局番なしの112に電話するか、直接警察署に行って申告する｡
申告時には、通報者の住所、氏名、連絡先、いつ、どこで、何があったのかを冷
静に説明し、犯人の人相や着衣、特徴、逃げた方向や逃亡手段などについて知
っていることを詳しく話すようにする。

消防署
(☎119)

火事や救急、またはこのような状況を目撃した場合は、局番なしの119まで通報
する。火事の場合は家の位置と階数、種類と周辺の主な建物を説明し、救急の
場合は病人の基本情報を正確に知らせ、救急車が到着するまでオペレーターと
通話を続け、患者の急変などに対処できるようにする。
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郵便

1 国内郵便
- 取扱先：全国の郵便局、郵便取扱所
- 主な業務：郵便物・小包の取扱、ゆうパック、銀行業務、保健業務
- 利用時間：郵便サービス(月～金) 09:00～18:00
金融サービス(月～金) 09:00～16:30
- 電話番号：82-1588-1300、82-2-2108-9895

■国内通商郵便物の料金(2016. 12. 1. 基準、単位：ウォン)
重量(g)

定形

5
25
50
100
150

一般郵便

定形外

270
300
320
-

定形

390
390
390
510
630

普通書留

定形外

1,900
1,930
1,950
-

定形

2,020
2,020
2,020
2,140
2,260

翌日配達

2,200
2,230
2,250
-

定形外
2,320
2,320
2,320
2,440
2,560

■国内小包の料金 (2016. 12. 1. 基準、単位：ウォン)
区分
書留
(翌日配達)
普通

2kg(60㎝)

5kg(80㎝)

同一地域

3,500

4,000

5,500

7,000

8,500

他地域

4,000

4,500

6,000

7,500

9,500

同一地域

2,200

2,700

4,200

5,700

7,200

他地域

2,700

3,200

10kg(120㎝) 20kg(140㎝) 3kg(160㎝)

4,700

6,200

8,200

■ゆうパックの料金(2016. 12. 1. 基準、単位： ウォン/箱包装基準）
区分
同一地域
他地域

2kg(60㎝)
4,000
5,000

5kg(80㎝)
5,000
6,000

10kg(120㎝) 20kg(140㎝) 3kg(160㎝)
6,500
8,000
9,500
7,500
9,000
10,500

済州道(翌日配達)

6,500

8,000

9,500

11,000

13,500

済州道(D+2)

5,000

6,000

7,500

8,000

10,500

• ゆうパックは受付した翌日にほとんど配達される。ただし、島嶼地域など特定地域の配達には
所要期間は異なることもある。
• 2015年9月12日から土曜日も郵便局宅配サービスを実施(09:00～13:00)
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•郵便番号の検索
- 2015年8月1日から効率的な郵便物区分けのために、既存の6桁の郵便番号が5桁に変更された。
- 全国の各郵便局やインターネット郵便局(www.epost.kr)、郵政事業本部
(www.koreapost.go.kr)、郵便局アプリ(App)で郵便番号検索サービスを提供。
2 国際郵便
通常郵便物、小包、国際エクスプレス（EMS）に分けれる。小包は最大
20kgまで、EMSは最大30kgまで郵送可能で、送る国や物の種類、規
格、重量に応じて料金が変わる。国ごとに重量制限が異なり、郵便局
または関連ホームページで確認できる。
- 料金：EMSおよびEMSプレミアムの料金はインターネット
(www.koreapost.go.kr/eng)で、国際通商郵便と国際小包はコール
センター(82-1588-1300)でお問い合わせできる。
- 電話番号: 82-1588-1300、82-2-2108-9895
- EMSの照会: www.koreapost.go.kr / ems.epost.go.kr
※ EMS領収証にあるバーコードを確認。
3 国際運送
料金が多少高くても物品および書類を海外に迅速かつ安全に送りたい
場合は、世界中に組織網を持つ海外の国際運送会社を利用することをお
すすめする。韓国内で営業中の国際運送会社は下記の通りで、提供する
サービスや料金などの情報をあらかじめ確認しておいたほうがよい。
■DHL Korea
www.dhl.co.kr/en.html
82-1588-0001
■FedEx
www.fedex.com/kr_english
82-80-023-8000、82-2-333-8000
■UPS Korea
www.ups.com/content/kr/en/
index.jsx
82-1588-6886
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4 宅配便およびバイク便
韓国は宅配便文化が発達しており、複数業者間の競争が盛んになっている。宅配便は受取人に
直接配信されるサービスで、通常の郵便料金よりもやや高い方だが、自分が送りたいものを全国
どこへでも簡単に送られる。
種類
予約
お届けまでの 時間
(ソウル基準、
週末は除く)

宅配サービス

クイックサービス

電話またはインターネットで予約→自宅への集荷→配達
ソウル、京畿道の主要都市(１～２日)、
その他の地域(３～４日)、
山間地域はそれ以上。

料金

受付後、直ちに配達

距離、郵便物の重量によって異なる

*宅配便業者のリストはディレクトリーを参考。(P. 168)

大衆浴場

韓国の大衆浴場は「銭湯」、｢サウナ｣、｢チムジルバン｣などに分けられる。
- 銭湯：風呂とシャワーがある。料金は4,000ウォン～6,000ウォン。
- サウナ：風呂とシャワー、休憩スペースがある。料金は5,000ウォン
～7,000ウォン。
- チムジルバン：韓国でしか体験できない銭湯の一種で、家族や友人と
の集会場所としても利用される。風呂の他に男女ともに利用可能な共
同休憩スペースがある。高級チムジルバンの場合､食堂やネイルサロ
ン、
マッサージ店や美容室もある。料金は7,000ウォン～12,000ウォ
ン程度｡
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Tip

韓国の風呂文化

韓国の風呂文化は、非常に発達している。多くの人が、1～2週間に1度は銭湯で湯船につ
かり、あかすりをする。韓国で誰かと一緒に風呂に入るということは、日本と同じようにそ
れだけ身近な間柄ということを意味する。親しくない人とは、裸でなかなか一緒に風呂に
は入れないからだ。このような文化がない国の人にとっては、なかなか慣れないかもしれ
ない。時々、銭湯に行った外国人が、
下着姿で風呂に入って韓国人たちをびっくりさせるこ
ともある。裸で複数の人と一緒に入浴することに慣れていない場合でも、韓国で大衆浴場
を利用するには、この点について知っておく必要がある。

Tip

銭湯の利用順序

①風呂に入る前に、簡単にシャワーを浴びて髪を洗う。
②湯でいっぱいの大きな風呂の中に5～10分程度入り、汗をかく。
③風呂から出て、手やあかすりタオルであかすりをする。
④各自の好みに応じ、冷水風呂に入ったり、熱い汗蒸幕に入る。
⑤最後にもう一度シャワーをする。
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外国人
(インターナ
ショナル)
学校

2016年現在、韓国には計44校の外国人(インターナショナル)学校があ
り、そのうち22校はソウルに、9校は京畿道(キョンギド)に、5校は釜山
(プサン)にある。その他、大邱(テグ)、済州道(チェジュド)にも外国人学
校がある。
ほとんどの外国人学校では、公用語として英語を採択しており、米国
式のカリキュラムが取り入れられている。韓国の大学に進学するために
は、教育科学技術部が定める歴史と国語教育を別途に受ける必要があ
るが、海外の大学には国内の外国人学校のカリキュラムだけで進学で
きる。但し、大学進学のための認証された教育プログラムが行われて
いるかどうかは確認しておく必要がある。
在学生数は、100人～1,500人までそれぞれの学校によって異なる。学
費は、概ね年間$15,000～$25,000ほどで、スクールバス、教材費、課
外活動などの諸経費を含めるともっと増える。
学校ごとに入学基準が異なるほか、外国人学校関連法や規則が頻繁に
変わるので、入学を希望する学校に直接電話で問い合わせたほうが､一
番迅速で正確な情報が得られる。
韓国にある主な外国人学校のリストや連絡先は、ディレクトリーをご参
照ください。(P. 169)
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主な外国人学校
ソウル国際学校

1973年に開校したソウル国際学校は、韓国初の外国人学校だ。幼稚
園課程から高等課程まで開設されており、年間授業料は2017年基準
で幼稚園課程1,700万ウォン(+3,300USD)から高等課程2,462万ウォ
ン(+5,200USD)まで、課程により異なる。入学金、スクールバス代などは別途だ。
住所：京畿道城南市寿井区ソンナムデロ1518ボンギル15
連絡先：82-31-750-1200 ホームページ：siskorea.org

青羅ダルトン外
国人学校

2011年に設立された青羅ダルトン外国人学校は、外国人学校で唯一
韓国の学力が認められ、韓国大学への入学が可能だ。幼稚園課程から
高等課程まで開設されており、寮は5年生から入居できる。年間授業料
は、2017年基準2,000万ウォン前後で、課程により異なる。
住所：仁川広域市西区チョムダンドンロ344
連絡先：82-32-563-0523 ホームページ：www.daltonschool.kr

Tip

韓国の外国人学校について知りたいなら？

教育科学技術部が運営する総合案内サイト(www.isi.go.kr/en/index.do)を確認しよ
う。外国人幼稚園から外国人学校、インターナショナルスクールなど外国教育機関と
外国人学校に関する様々な情報が確認でき、各教育機関の連絡先、ホームページな
どがリンクされていて便利だ。
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外国人幼稚園
外国人幼稚園

外国人幼稚園課程は、ほとんどのインターナショナルスクールと外国人
学校でも運営している。この場合、幼稚園→小等→中等→高等課程を
一環して通え便利だ。しかし、南山国際幼稚園やフランシスコ外国人幼
稚園のように、幼稚園だけを別途運営している場合もある。通常2歳か
ら5歳までで、Pre-Kindergarten、Kindergartenコースで構成され､
親のうち少なくとも1人以上外国籍の場合入学可能だ。

南山国際幼稚園

2005年8月に開園し、ソウル外国人学校が運営している。IB PYP
Candidate Schoolで、世界各国のインターナショナルスクールで教え
た経験のある外国人教師が各クラスを担当している。生徒1人あたりの
教師の割合は4：1から6：1。屋外遊び場と屋外プール、体育館が整って
いる。
住所：ソウル特別市中区タサンロ8ギル8-6
連絡先：82-2-2232-2451 ホームページ：www.seoulforeign.org

フランシスコ外
国人幼稚園

カトリックフランシスコ修道会が運営する外国人幼稚園で、1975年10
月に開園した。全日制の場合、年間費用が1,200万ウォン前後で、入学
金、スクールバス代などは別途だ。8月に授業が始まり、子供の潜在能
力を開発する様々なカリキュラムが設けられている。待機児童が多く､
希望時期に入園するのは難しい場合がある。
住所：ソウル特別市龍山区ハンナムデロ90
連絡先：82-2-798-2195 ホームページ：www.ffkseoul.com
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インターナショナルスクール＆国際代替学校
インターナショ
ナルスクール＆
国際代替学校

アメリカとカナダのカリキュラム中心のインターナショナルスクールと
国際代替学校は、すべてのカリキュラムが英語で行われ、中国語・韓
国語などを第2外国語として採用している。外国人の割合が70％に達
するため適応しやすく、卒業後はアメリカやカナダの大学入学もスム
ーズな方だ。ただし、大韓民国「小・中等教育法」に基づき、学歴が認
められるインターナショナルスクールは、韓国国内にチャドウィック松
島国際学校、大邱国際学校、NLCS済州、ブランクサムホールアジア
(BHA)、韓国国際学校(KIS Jeju)など5つだけだ。これらのインターナ
ショナルスクールは、卒業後韓国大学への進学が可能だ。これに対し
国際代替学校は、韓国国内学歴が認められる代替学校と、未認可代替
学校の2種類に分けられる。通常、外国教育庁あるいは外国の学校と
の協力関係をもとにカリキュラムが組まれている。

インターナショナルスクール
チャドウィック
松島国際学校

2010年9月に開校したチャドウィック松島国際学校は、韓国最大規模
の外国人教育機関で、幼稚園課程から高等課程まで総12年制の正規
課程で運営される。年間授業料は3,600万ウォン前後で、課程によって
費用が異なる。スクールバスを運営しており、ソウルからも通学可能だ
が有料だ。
住所：仁川広域市延寿区アートセンターデロ97ボンギル45
連絡先：82-32-250-5000
ホームページ：www.chadwickinternational.org
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大邱国際学校

2010年に開校した大邱国際学校は、アメリカの伝統私立学校LA「リ
ーアカデミー」の分校だ。幼稚園課程から高等課程まで開設されてお
り、英語と中国語で授業が行われる。年間授業料は幼稚園1,950万ウ
ォン、高校2,700万ウォンなど課程ごとに異なり、入学金、食事代、スク
ールバス代、寮費などは別途だ。
住所：大邱広域市東区パルゴンロ50ギル22
連絡先：82-53-980-2100 ホームページ：www.dis.sc.kr

済州ブランクサ
ムホールアジア
(BHA)

2012年10月に開校したBHAは、110年の伝統を受け継いできたカナ
ダの名門女子私立学校ブランクサムホール唯一の海外姉妹校。幼稚園
から5年生までの男女共学で、6年生から12年生までは女子校で運営
され、BHAを卒業すると本校ブランクサムホールの学生と同じ卒業生
の資格が与えられる。様々なタイプの理工系・芸術分野のカリキュラム
と、体系的な寮システムが強みだ。
住所：済州特別自治道西帰浦市大静邑グローバルエデュロ234
連絡先：82-64-902-5000、82-2-6001-3860
ホームページ：www.branksome.asia

国際代替学校
BISカナダ

2008年8月に開校したカナダのブリティッシュコロンビア州の国外学
校。幼稚園課程から高等課程まで正規課程を終了すると、カナダ公
認教育を行ったという卒業証明書の受領が可能だ。これは、カナダは
もちろんアメリカ、イギリスなどで認められている中等教育の学位で
､TOEFLなどの英語評価テストの点数なしで、ほとんどの英語圏の大学
進学が可能だ。ただし、韓国の大学進学は不可。
住所：京畿道城南市盆唐区チョンジャイルロ33
連絡先：82-31-8022-7114 ホームページ：www.biscanada.net
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CMISカナダ

カナダのマニトバ(Manitoba)州教育省からの承認を受け、2010年8月
に開校した国外学校で、幼稚園課程から高等課程までカナダのカリキ
ュラムで教育する。カナダ教育省にカナダの学生と同じように登録さ
れ、卒業時にカナダの卒業証書を受け取る。カナダおよび海外大学進
学が有利な一方、国内の大学進学は不可。
住所：仁川広域市延寿区ソンドムンファロ28ボンギル28
松島グローバルキャンパスプルジオ商店街202棟116号
連絡先：82-32-715-8080 ホームページ：www.mbis.kr

エディブル国際
学校

2012年9月に設立されたインターナショナルスクールで、アメリカ最
高の名門に挙げられるフェアモント私立学校と教育協力を結んでい
る。アメリカの小学校のカリキュラムに沿って英語、数学などを教え
､アメリカバークレー地域で始まった自然主義教育プログラムEdible
Schoolyard Projectを導入して家庭菜園、料理体験などの授業を数
学、科学などのカリキュラムと連携して進めている。入学願書提出後､入
学試験を経て個別面接に合格すると、入学が確定する。
住所：仁川広域市西区ウォンダンデロ976 仁川英語村
連絡先：82-32-560-8006 ホームページ：www.eiaglobal.or.kr
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図書館と書店
図書館と書店

ソウル端草区(ソチョグ)にある国立図書館は、韓国図書館の母体となった
図書館で、外国語書籍の所蔵数も多い。外国語の書籍は国会図書館、法
院(裁判所)図書館、教育庁所管の図書館にも置かれている。最近は、公共
図書館や区立図書館にも外国語の書籍を数多く取り揃えている。大学内の
図書館なども外国人が利用できるようになっているので便利である。南山
(ナムサン)公園内にある南山図書館は、小規模ではあるが外国語の書籍コ
ーナーが設けられている。図書館に立ち寄ってからは、公園を散策しなが
らソウル市の美しい景色も楽しめる。京畿道(キョンギド)の南楊州市(ナミ
ャンジュシ)に位置する「坪内（ピョンネ）図書館」はいわゆる多文化図書館
であり、10カ国語の図書が備わっており、様々な文化イベントも行われてい
る。ソウル市中区に位置する「中区区立新堂（シンダン）図書館」にも多文
化家庭のための図書コーナーが設けられている。図書館を利用するために
は、身分証明証(外国人登録証)を持参し、利用証発行コーナーで利用者登
録を済ませる。登録後に発行される利用証を持参すれば自由に利用できる
が、図書館によっては本の貸出ができないところもある。筆記用具以外の
所持品をロッカーに預けると身軽に閲覧できる。主要原書を所蔵する韓国
内の図書館と書店の連絡先は、ディレクトリをご参照ください。(P. 170)

Tip

国立中央図書館の利用方法

国立中央図書館は、1,100万冊に達する蔵書を保有している韓国最大の図書館｡最
初の利用時に、ホームページで会員登録後、身分証明書(外国人登録証、パスポー
ト)を提示すると利用証が発行される。利用証は、1日利用証と定期利用証があり､1
日利用証は図書館利用後退館時に返却する。定期利用証の場合、最初の発行時か
ら最大3年まで利用可能だ。
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医療

韓国の医療
システム

韓国のほとんどの病院と診療所には、最新型の医療機器が備わって
おり、高度な医療技術を持つ医師から高度の医療サービスが受けられ
る。このところ韓国で暮らす外国人の増加に伴い、多くの医療機関は外
国人向けの多様な医療サービスを提供するために取り組んでいる。外
国人のための２４時間電話相談サービスと無料通訳サービスも施行さ
れているので参考に。

1次診療機関

2次診療機関

3次診療機関

病気の初期症状についての総合的な診断を行う病院
保健所、保険支所、保険診療所
4つ以上の診療科目を持ち、各科目別の専門医がいる病院
入院および外来患者を診療し、30～500の病床数が確保されている病院
すべての診療科目において専門医がいる病院
総合病院、または500以上の病床数が確保されている大学病院

※3次診療機関で受診される方は、1次または2次診療機関の医者の紹介状が必要である。患者
が1次または2次診療機関の紹介状を持たずに、3次診療機関で受診する場合、初診料(特定医
療費)が加算される。
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Tip

KOTRA投資総合相談室

KOTRA投資総合相談室では外国人投資家とその家族が病院に行くとき、日本語また
は英語ができる職員が直接同行するサービスを提供しており、サービス料金は無料だ｡
(電話で事前予約が必要)
日本語担当者 82-2-3497-1055、英語担当者 82-2-3497-1056

主な国際医療センター

■総合病院(病院、韓方病院)

•ソウル大学病院国際診療センター
82-2-2072-0505

www.snuh.org/english
日本語、英語、中国語など多数の外国語
•サムスン病院

82-2-3410-0200､0226
english.samsunghospital.com/main/
english.do
日本語、英語、中国語など多数の外国語

•延世大学セブランス病院
82-2-2228-5800､5810
www.yuhs.or.kr/en
日本語、英語、中国語など多数の外国語

•ソウル牙山病院
82-2-3010-5001
eng.amc.seoul.kr/asan/lang/eng/main.do
日本語、英語、中国語など多数の外国語
•高麗大学医療院
82-2-920-5677
www.kumc.or.kr
英語、中国語、モンゴル語、ロシア語
•慶熙韓方病院
82-2-958-9644､9477
www.khuoh.or.kr
日本語、英語、中国語、ロシア語
•自生韓方病院
82-2-3218-2167(英)/3218-2106､
3218-2169(日)/3218-2177(俄)
www.jaseng.co.kr
日本語、英語、中国語、
モンゴル語、ロシア語
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■女性専門病院
•メディアイ女性病院

•第一病院

82-2-936-2122

82-2-20 0 0 -7351(日)/82-2-20 0 0 -

www.medi-i.com

7357(英)/82-2-2000-7351~2(中)

英語

www.cheilmc.co.kr
日本語、英語、中国語、
モンゴル語、ロシア語

•ミズメディ病院
82-1588-2701､ 82-2-3467-3814
www.mizmedi.com
英語、中国語、モンゴル語、ロシア語

国民健康保険

1 職場の健康保険加入案内
<適応対象>

•常時 1人以上の勤労者のいる職場に雇用された勤労者とその使用者
•勤労者のいない事業所は適用対象ではない
•適用外の事業所
- 所在地が一定でない事業所
- 勤労者がいない代表者だけの個人事業所
※法人事業所は代表者 1人だけでも義務加入対象
2 外国人および在外国民である職場加入者の健康保険加入除外の申請案内

<関連根拠>

•国民健康保険法施行令第76条(外国人など加入者および被扶養者)第５項
•同法施行規則第61条(外国人などの適用申告など)第５項
•長期滞在の在外国民および外国人に対して健保適用基準
(保健福祉部考試第2007-69号)
3 地域加入者(職場がない外国人または在外国民)の健康保険取得案内
<取得要件>

•外国人登録を済ませた者(下の適用対象者)、国内居所申告者、また
は健康保険加入申告者
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区分

適用対象
(在留資格)

国民年金

健康保険

文化芸術(D-1)、留学(D-2)、産業研修(D-3)、一般研修(D-4)、取材(D-5)、宗教
(D-6)、駐在(D-7)、企業投資(D-8)、貿易経営(D-9)、教授（E-1)、会話指導(E2)、研究(E-3)、技術指導(E-4)、専門職業(E-5)、芸術興行(E-6)、特定活動(E7)、観光就業(H-1)、訪問就業(H-2)、非専門就労(E-9)、船員就業(E-10)、訪問同
居(F-1)、居住(F-2)、同伴(F-3)、在外同胞(F-4)、永住(F-5)、結婚移民(F-6)

必要書類

外国人登録証
所得がある場合、所得確認が可能な書
類外国国籍の同胞(F-4)は国内居所申
告証

国内居所申告証
在学証明書(D-2､在外国民)

取得日(08.12.16ま
外国人登録日または国内居所申告登録日 国内居所申告登録日
での入国者)

取得日(08.12.17
からの入国者)

提出先

申請手続き

同居基準

国内入国後３ヵ月になる日
(但し､留学･就業の場合は国内入国日)

国内入国後３ヵ月になる日
(但し､留学･就業の場合は国内入国日)

外国人(国内居所申告)登録を済ませた居住地の管轄支所
本人申請時(即時発行)
- 書類受付
- 健康保険証の即時発行(保険料1ヵ月分の先払い)
外国人および在外国民が地域加入者の世帯一員である場合、同一家計として認
められ、組み込んで管理される
同一家計の認定対象: 世帯主の直系尊卑属(外孫含む)、未婚の兄弟姉妹、世帯
構成員の配偶者、世帯主の配偶者の直系尊属

※健康保険に関するお問い合わせ：82-1577-1000, 82-2-390-2000(英語) / www.nhic.or.kr
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医療

薬局

韓国ではスーパーマーケットやコンビニで頭痛薬や風邪薬は売っていな
いので、薬が必要な場合は、必ず薬局に行かなければならない｡
韓国では、消化剤、風邪薬、ビタミンなどは処方箋無しでも薬局ですぐ購
入できるが、抗生剤、ホルモン剤、専門医薬品などは処方箋が必要である｡
病院で発行された処方箋を調剤師に渡すと、ほとんどの薬局では1回服
用分ずつ小分けして包装してもらえる。服用法が書かれていないことが
多いので、調剤師から服用法と注意事項の説明を良く聞いた方がいい｡も
し、英語が話せる調剤師なら、服用法について簡単に書いてもらうのもい
い。薬品成分に特定アレルギーがある方は、受診の際に事前に医者に教
えておこう。また、同一処方箋で二回薬をもらうことはできないので､薬
がもっと必要な場合は病院で新たに処方箋をもらわなければならない。
※休日に運営する(あるいは年中無休)薬局の検索サイト:
www.pharm114.or.kr(韓国語)

■外国語での相談が可能な薬局を検索
•松坡区
ehealth.songpa.go.kr
•江南区
health.ddm.go.kr/eng
•東大門区
health.gangnam.go.kr
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•江北区
www.ehealth.or.kr
•瑞草区
www.seocho.go.kr
•江東区
health.gangdong.go.kr
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就職

就職

就職

外国人は、入国目的に応じて発行されたビザの種類により、就業が可
能だ。国民配偶者(F-13、F21)ビザで入国した結婚移民者は、法的に就
職が許可される。次のサイトを利用すると、もっと便利に就職関連情報
を得られる。
*本人が持っているビザで就職できるかどうかは、外国人総合案内セン
ター(www.hikorea.go.kr、局番なしの1345)で確認可能だ。

■ソウルグローバルセンター(global.seoul.go.kr)
ソウル市が運営するサイトで、在韓外国人のための博覧会や就職支援、求人情報を英語、中国語
で提供している。
■外国人雇用管理システム(www.eps.go.kr)
国内居住事業主と外国人労働者に、各種請願申込や申請現況照会など採用/就職支援サービス
を提供するサイト。雇用許可制、就職手続き、就職可能業種など全般的な情報を英語、中国語､
タイ語、ベトナム語など20ヵ国語で提供する母国語ホームページがあり便利だ。一般外国人(E9)、特例外国人(H-2)など、ビザの種類によって提供サービスが異なる。
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■Hi Korea(www.hikorea.go.kr)
韓国在留外国人のための様々な情報を提供するポータルサイト。電子請願、雇用支援、投資支援など
様々なサービスを提供し、外国人の韓国投資関連情報を日本語、英語、中国語、韓国語など4ヵ国語で
提供するインベスト･コリア(www.investkorea.org/en/index.do)、在韓外国人の行政・生活総合案内
を提供する多言語サポート外国人統合案内センター、大韓民国ビザポータル、外国人就業と雇用可
否が確認できる外国人雇用管理システムホームページなどへのアクセスが簡単だ。

韓国の企業文化
韓国の企業文化

韓国の企業文化は、長い間上司が命令すると部下がその通りに従う構造が
一般的で、いまだに多くの企業でこのような文化が残っている。そのため、従
業員が会社の仕事に積極的に参加したり､活発に意見することはそれほど多
くない。また､職級別に若干の違いはあるが､4～5回の段階を経てやっと最終
的決裁権者に報告が可能で、彼が最終承認をしなければ関連プロジェクトが
進行しないため､進行がやや遅い。最近､このような問題のせいで報告段階を
大幅に削らし､担当者が最終決裁権者に直接報告をしたり､電子メールなどで
手続きを簡素化する企業が増えている。また、会社の重要な意思決定に従業
員の意見を反映する場合も増加している。夜遅くまで続く飲酒中心の飲み会
文化も､今は食事だけで終わる形へと変化している。会社中心、仕事中心の文
化からWork＆Life Balanceを重要視する文化に変わりつつあるのだ。

Tip

タヌリ

結婚、移民、就職などで韓国に定着する外国人が、韓国生活になじめるよう、様々な情
報やヒントを提供する多文化家族支援ポータルサイト。韓国語をはじめ英語、中国語、日
本語、ロシア語、タイ語、ベトナム語、タガログ語など13ヵ国語で様々な情報を提供して
いる。在留・外国人支援、韓国適応支援、就職支援、生活・医療支援など必要な項目で
構成されており便利だ。韓国の適応支援のための韓国生活ガイドブックもPDFファイル
で提供されるので、ダウンロードして必要に応じて参考にしよう。韓国生活関連で気にな
ることがあれば、毎日24時間対応のタヌリコールセンター(82-1577-1366)を活用してみ
よう。タヌリサイトと同様に、13ヵ国語で運営されている。
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2017外国人投資企業採用博覧会
■目的
• 対内直接投資企業の、優れた人材の確保や採用に伴う苦情を解決
• 若年者雇用対策
• 対内直接投資企業が韓国経済に寄与していることへの認知度と認識を高める。
■2016対内直接投資企業・採用博覧会の開催結果
期間

2016.10.17(月)～2016.10.18(火)

場所

COEX新館3F D2ホール

参加企業数

92社(フォーチュンが選ぶ500大企業のうち、27社が含まれる)

訪れた求職者数

14,616人

現場での面接件数

11,895件

主催

産業通商資源部

主管

KOTRA

* 2017年の対内直接投資企業・採用博覧会は、9月または10月に開催する予定

■対内直接投資企業・採用博覧会における企業採用館ブースについて
• 1～2のブース(9s/m)
• インフォメーションデスク、相談テーブルおよび椅子
• 商号の看板
• 駐車券、昼食の食券など
* 上記のすべては無料でご提供いたします。
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旅行とアクティビティ

旅行

季節を巡る旅スポット
春の花旅

つぼみがほころび新芽が芽生える春は、花めぐりの旅に最適な季節｡
春になると島全体が紅い椿で覆われることから「トンベク(椿)島」との
愛称で親しまれている慶南巨濟(コジェ)の只心島(チシムド)、華やかな
色と仄かな香りが漂う慶北盈徳(ヨンドク)の桃花マウル、多種多様な形
と色のチューリップが500万本以上開花する全南新案(シナン) 荏子島
(イムジャド)のチューリップ公園、春になると満開に咲き誇るつつじの
壮観が一望できる仁川(インチョン)江華島(カンファド)の高麗山(コリョ
サン)などは、春の花を思う存分楽しめる穴場スポットだ。この他にも
黄色い山茱萸が咲き誇る求礼(クレ)、艶やかな梅の花が一面を覆う光
陽(クァンヤン)、黄色い菜の花や緑色の青麦が美しい青山島(チョンサン
ド)なども、韓国を代表する花見スポットとして人気を集めている。
*ソウルの春の花は桜。毎年4月初旬から中旬にかけて開かれる汝矣島
桜まつりの期間中は、汝矣島一帯が春の夜の風情を楽しもうとする人
たちで溢れかえる。
永登浦区庁文化観光課 tour.ydp.go.kr
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夏の避暑地

蒸し暑い夏、じりじりと照り付ける日差しに心身の疲労が溜まったら、涼
しい避暑地に旅行にでかけるのが一番。｢巨大な天然洞窟畑」と言って
も過言ではない江原道三陟(サムチョク)、東洋最大規模を誇る幻仙窟の
中を見物していると、いつの間にか暑さも吹っ飛んでしまう。蜜陽(ミリャ
ン)オルムコルも夏の避暑地に最適な場所。春先から氷が凍り始め､処暑
(二十四節季の1つで、暑さが落ち着いて収まってくる頃)が過ぎた頃から
溶け始める不思議な場所で、天然記念物第224号に指定されている｡
*子供たちと一緒に日帰り避暑旅行を計画しているのなら、全国の有名
ウォーターパークがお勧め。ウォータースライダー、流れるプールなど各
種アトラクションがあり、家族連れの避暑客に最適だ。

京畿道 龍仁市 エバーランド カリビアンベイ www.everland.com/web/caribbean/main.html
江原道 洪川郡 ビバルディパーク オーシャンワールド www.daemyungresort.com/oceanworld
忠南 天安市 テディンウォーターパーク www.tedin.co.kr
慶北 慶州市 ブルーワンウォーターパーク wp.blueone.com

秋の紅葉狩り

色とりどりに染まる紅葉の森で秋の風情を感じる全国の紅葉お勧めス
ポットをご紹介。韓国でも指折りの紅葉を誇る雪岳山、300本の銀杏
の木が都心の街を彩るソウルの森、韓国最大の銀杏の群落地「保寧(ポ
リョン)銀杏マウル」、深紅に染まる秋を楽しむ俗離山(ソンリサン)法住
寺(ポプチュサ)、原始林を彩る五色紅葉の名所「智異山(チイサン)七仙
渓谷(チルソンケゴク)などは、自他共に認める最高の紅葉狩りスポット
として人気を集めている。
*秋になると黄金色に染まるススキや葦の草原もお勧めの旅先です。山
の尾に沿って一面ススキがなびく鳴声山(ミョンソンサン)ススキ草原､韓
国を代表する秋のススキ名所旌善(チョンソン)ミンドゥン山、全国でも
最大規模のススキ草原が広がる龍安生態系湿地公園、6万坪に及ぶ葦
の群落地新城里(シンソンリ)葦畑、15万坪のだだっ広い葦草原が広が
る順天湾(スンチョンマン)湿地などがある。
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冬の雪景色巡り

冬の雪景色の代表格と言えば徳裕山(トギュサン)と智異山。特に徳裕山
の冬景色は一見の価値あり。茂朱(ムジュ)リゾートからゴンドラでソルチ
ョン峰まで行くと、頂上の香積峰(ヒャンジョッポン)までは歩いて20分足
らずで登ることができる。智異山は、老姑壇(ノゴダン)の雪景色が特に有
名で、トラッキングコースのように頂上までの傾斜がなだらかなため、登
山初心者でも無理なく登りきることができるのが特徴だ。全南長城(チャ
ンソン)白羊寺(ペギャンサ)の入口にある雪のトンネルも見逃せない。韓国
観光協会による「一番歩いてみたい道」の1つに選定されたこの場所は､
幻想的な雪景色が広がることで知られている。

ユネスコ世界文化遺産
宗廟
(チョンミョ)

史跡第125号。朝鮮時代の歴代の王と王妃の位牌が祀られている王
室の祠堂である。太祖(テジョ、朝鮮の第１代国王)3年(1394)に着工し
正殿が建築され、世宗(セジョン、朝鮮の第4代国王)3年(1421)には霊
寧殿(ヨンニョンジョン)が建てられたが、文禄・慶長の役の際に焼失し
た。光海君(クァへグン、朝鮮の第15代国王)の即位の年である1608年
に再建されたのが、現在鍾路(チョンノ)3街に残っている。1995年にユ
ネスコ世界文化遺産として登録された。
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昌徳宮
(チャンドックン)

史跡第122号。ソウル特別市鍾路区臥龍洞(チョンノグ・ワリョンドン)に
位置している宮殿である。朝鮮時代の第3代目の王である太宗(テジョン、
朝鮮の第3代国王)の時に建てられた。朝鮮時代の歴代の王が政治を行
い、住居(常住)にしていた建物で、韓国の宝物第383号の敦化門(トンファ
ムン)などがある。1997年にユネスコ世界文化遺産として登録された。

朝鮮王陵

朝鮮王朝の独特な埋葬文化を窺うことができる。ソウルには貞陵(チョ
ンヌン)、献仁陵(ホニンヌン)、宣靖陵(ソンジョンヌン)、泰康陵(テガン
ヌン)、懿陵(ウィルン)など、8基の王陵がある。当時の朝鮮王朝の世界
観、宗教観および自然観に基づき、他の儒教文化圏の王陵とは異なる
形態をとっているのが特徴である。5百年以上続いた朝鮮王朝を代表
する建築様式である。

Tip

簡単に利用できるソウル旅行情報
Visit Seoul

ソウルの主な観光情報や宿泊、グルメ情報、テーマ別のおすすめ旅行コースを紹介するソ
ウル市公式旅行情報サイト(www.visitseoul.net)。徒歩観光コース予約、公演・映画のオ
ンライン予約も可能。モバイルウェブ(m.visitseoul.net)を利用してスマートフォンでも確
認できる。

江華(カンファ)
支石墓(ゴインド
ル)遺跡

高麗山(コリョサン)岸に沿って仁川広域市江華郡(カンファグン)富近里(プ
グンニ)、三巨里(サムゴリ)、鰲上里(オサンニ)などにわたって約150基の
支石墓が分布している。ここには全長6.4m、高さ2.5mの韓国最大のテ
ーブル式（北方式）支石墓があり、韓国の支石墓の平均高度より高い海
抜100-200mの位置に支石墓が散在している。
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水原華城
(スウォン・ファ
ソン)

史跡第3号。朝鮮時代の第22代目の王である正祖の時に京畿道水原に
築造された。正祖18年(1794)から20年(1796)の間に、領中枢府事で
ある蔡済恭の主管のもとで築城された。近代的城郭の構造が整われ､
挙重機(現代のクレーン)などの機械装置が用いられたことなど、韓国の
城郭建造技術史上、重要な位置を占める。1997年にユネスコ世界文化
遺産として登録された。

南漢山城

史跡第57号。北漢山城と共に朝鮮の都城として、漢陽の防衛のために
築かれた山城で、新羅の文武王の時代に積まれた主長城の跡地を活用
して、光海君の時代(1621年)に本格的に築城された。城柵に沿って緩
やかな登山道に整備されており、多くの人々が訪れている。2014年に
ユネスコ世界文化遺産に登録された。

石窟庵
(ソックラム)

国宝第24号。慶尚北道慶州市(キョンジュシ)吐含山(トハムサン)の東に
位置する、韓国を代表する石窟寺院である。新羅時代の景徳王(キョン
ドクワン、新羅第35代国王)の時に金大城(クムデソン)が築造した。花崗
岩が石窟の形に積み上げられ、その上は土で覆われている。石窟の中央
に白い花崗岩で彫刻された釈迦如来坐像を中心に、その周りを多くの仏
像が取り囲んでいる。シンプルでありながら、奇妙な形と神妙さからは仏
教芸術の究極の美が感じられる。国宝の正式な名称は「石窟庵石窟」で
ある。仏国寺(プルグクサ)とともに1995年にユネスコ世界文化遺産とし
て登録された。
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仏国寺
(プルグクサ)

史跡および名勝第1号。慶尚北道慶州市進峴洞(チンヒョンドン)の吐含
山の麓に位置している。新羅時代の法興王(ボップンワン、新羅第23代
国王)15年(528)に、法興王の母親の迎帝(ヨンジェ)夫人と己尹(キユン)
夫人が創建し、景徳王(キョンドクワン、新羅第35代国王)10年(751)に
金大城が大規模に建て直した。石窟庵とともに、新羅の仏教芸術を代
表する貴重な遺跡であり、三重の石塔、多宝塔(タボタプ)、白雲橋(ペ
グンギョ)、蓮華橋(ヨンファギョ)などの名勝がある。石窟庵とともに､
1995年にユネスコ世界文化遺産に登録された。現在、大韓仏教・曹渓
宗第11教区本寺となっている。

慶州歴史地区

慶州歴史遺跡地区では、千年の間(B.C.57-A.D.935)、新羅の古都だった慶
州の歴史と文化が息づいている。仏教遺跡、王京遺跡の保存状態が良好
であり、遺跡の密集度や多様性の面において優れた遺跡であると評価を得
ている。2000年12月、世界遺産に登録された慶州歴史遺跡地区は、新羅
の歴史と文化が一覧できるほどの多様な遺産が散在しており、遺跡の性格
によって5つの地区に分けられる。仏教美術の宝庫である南山(ナムサン)地
区、千年王朝の宮殿跡である月城(ウォルソン)地区、新羅王の王陵を含めた
古墳群の分布地域である大陵苑(テルンウォン)地区、新羅仏教の真髄であ
る皇龍寺(ファンニョンサ)地区、王京防御施設の中枢である山城地区がそ
れである。52の指定文化財が、世界遺産の地区には含まれている。
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河回村(ハフェ・
マウル)と良洞村
(ヤンドン・マウル)

安東(アンドン)河回村は、朝鮮中期の1600年代から豊山柳(プンサン・
ユ)氏の人たちが集まり、住宅と書院などを建て、村を造成した豊山柳
氏の集成村である。安東河回村はその原型が昔のまま保存されている
だけではなく、両班(ヤンバン、朝鮮時代の貴族階級)の住居文化を代表
する養真堂(ヤンジンダン)、忠孝堂(チュンヒョダン)、北村宅、書院建
築の白眉である屏山(ピョンサン)書院のような建物は、優れた建築美を
誇っている。
良洞村は、新羅の古都である慶州から兄上江(ヒョンサンガン)に沿って
東北16kmの場所に位置しており、重要民俗資料第189号に指定され
た民俗村である。現在、良洞村は繁盛していた当時の村の構成をその
まま受け継いでおり、風水説に基づいて吉相地に配置された主要建物
はすべて宝物や重要民俗資料に指定されている。重要民俗村に指定さ
れた後、なお、厳格な考証に基づいて補修・管理が行われている。

海仁寺(ヘインサ)
蔵経板殿(チャン
ギョンパンジョン)

海仁寺の八万大蔵経からは古い歴史と内容の完璧さ、そして高度かつ
精巧な最高の印刷技術を窺うことができる。世界の仏教経典の中で最
も重要で、完璧な経典である。蔵経板殿は大蔵経の腐食を防止するな
ど、完全な保管のため15世紀頃に建てられた。自然環境を最大限利用
した保存科学の真髄として高く評価されている。
蔵経板殿には、計81,258枚の大蔵経板が保管されており、その字数は
5千2百万字に達すると推定されている。これらの字に誤字・脱字が無
く、すべて均一かつ精密に作られているという点においても、保存価値
が非常に高い。現存する大蔵経の中でも最古の歴史と完璧な内容によ
り、世界に広く知られている文化財である。
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済州火山島と溶
岩洞窟

世界遺産に登録された地域は、漢拏山(ハンラサン)、城山日出峰(ソンサン
・イルチュルボン)、拒文岳(コムンオルム)溶岩洞窟系の3つである。
済州道は数多くの側火山と世界的な規模の溶岩洞窟、さまざまな希少生物、絶
滅危惧種の生息地が分布しており、地球の火山の生成過程や生態系などを研
究する上で重要な学術的価値を有している。また、漢拏山天然保護区域の美し
い景観と生物・地質などは世界的な自然遺産としての価値を持っている。
2007年6月、ニュージーランドのクライストチャーチで開かれた第31回世界
遺産委員会において、
「済州火山島と溶岩洞窟」という名称で、世界自然遺
産に登録された。済州島は2011年に世界７大自然景観に選定された。

博物館および美術館
国立中央博物館

約30万点の歴史遺物を所蔵する韓国最大の文化遺産博物館で、地下
１階、地上６階で構成されている。歴史遺物は時代別に、その他の美
術品は時代・種類別に展示されている。2005年に現在の所在地に新
築移転した。
住所：ソウル市龍山区ソビンゴ路137
電話番号：82-2-2077-9000
ホームページ：www.museum.go.kr(韓国語)
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ソウル歴史博物館

2002年に開館した市立博物館で、約600年間朝鮮時代の首都だった
ソウルの歴史と伝統文化が一目でわかる。主要展示品は、朝鮮時代の
韓国の伝統生活とそれに関連する小道具で、当時の生活ぶりを垣間見
ることができる。
住所：ソウル市鍾路区セムンアン路55
電話番号：82-2-724-0274~6
ホームページ：www.museum.seoul.kr

国立現代美術館

1969年に開館した韓国最大の現代美術館で、1986年に現在の所在地
に移転した。ベク・ナムジュンの「多多益善」をはじめ約4,000余点の
絵画と彫刻作品を所蔵している。常設作品展示以外にも特別展示会が
頻繁に開かれている。
住所：京畿道果川市光明路313
電話番号：82-2-2188-6000
ホームページ：www.mmca.go.kr

ソウル市立
美術館

韓国人作家の美術品を紹介・展示する目的で建てられた市立美術館
で、1988年に開館し、2005年に現在の所在地に移転した。本館は三
階建てで、６つのショールームで構成されている。2003年に慶喜宮に
分館が開館した。
住所：ソウル市中区徳寿宮ギル61
電話番号：82-2-2124-8800
ホームページ：sema.seoul.go.kr
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南山ゴル韓屋
マウル

1998年に主な韓屋を移転・修復して造成された村で、朝鮮時代の両班
(貴族)と庶民の住居や生活ぶりを垣間見ることができ、伝統様式の池と
庭園も観察することができる。庭園の南側にはソウル首都指定600年を
記念して1994年に収蔵したタイムカプセルが埋められている。
住所：ソウル市中区退渓路34ギル28
電話番号：82-2-2261-0511、82-2-2264-4412
ホームページ：hanokmaeul.seoul.go.kr

韓国民俗村

考証を経て再現された建築物や民俗資料を展示するための展示村で､
伝統家屋270軒と伝統生活道具1万6千点余りを保有している。旧正月
や中秋節といった韓国の祝祭日には多様な行事が開かれる。
住所：京畿道龍仁市器興区民俗村路90
電話番号：82-31-288-0000
ホームページ：www.koreanfolk.co.kr

映画館
映画館

韓国の映画館は主に同一の施設に複数のスクリーンがある「マルチプ
レックス(シネマコンプレックス)」で、地下鉄の駅やデパート、バスター
ミナル、ショッピングセンターなどと連携されているものが多い。
主なマルチプレックスは下記の通り(映画情報や所在地といった詳細は
それぞれのホームページをご覧になれる)。
マルチプレックスの他にも独立映画や芸術映画を上映する映画館も多
数ある。
• ロッテシネマ

82-1544-8855

www.lottecinema.co.kr

• メガボックス

82-1544-0070

www.megabox.co.kr

• CGV

82-1544-1122

www.cgv.co.kr
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公演場
芸術の殿堂

牛眠山一帯に立地する複合芸術センターで、1993年に開館した。現在はオペラ
ハウスや音楽堂、美術館、教育館などで構成されている。年間約2,000回に迫
る文化芸術公演（オペラ、コンサート、リサイタル）や展示会が開かれている。
住所：ソウル市瑞草区南部循環路2406
電話番号：82-2-580-1300
ホームページ：www.sac.or.kr

世宗文化会館

世宗大路に立地する総合文化空間で、大劇場や小劇場、美術館などで構成されて
いる。1988年に「芸術の殿堂」が開館する以前は、主要公演の全てがここで
行われ、現在も多くの公演や展示会、その他主要行事が開催されている。
住所：ソウル市鍾路区世宗大路175
電話番号：82-1544-1887、82-2-399-1114~6
ホームページ：www.sejongpac.or.kr

城南アートセン
ター

地方自治体である城南市の文化の裾野拡大と活動支援のために設立
された文化展示場で2005年に開館した。オペラハウスやコンサートホ
ール、美術館、カンファレンスホールなどで構成されている。
住所：京畿道城南市盆唐区城南大路808
電話番号：82-31-783-8000
ホームページ：www.snart.or.kr

ロッテコンサー
トホール

2016年開館した韓国で初めてのヴィンヤード型コンサートホール。計
2,036席の座席がステージを囲んでおり、臨場感抜群のコンサートを
楽しむことができる。クラシック、ジャズなどのミュージックコンサート
が主に行われている。
お問い合わせ：82-1544-7744
ホームページ(英語)：www.lotteconcerthall.com/eng
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大学路

ソウル市恵化洞一帯約1.5キロに至る区域で、古くから主要大学がここ
に位置し、大学生や若者らがここに多く集まっていたことからこの名前
がつけられた。1975年までソウル大学のキャンパスがあった場所には
現在マロニエ公園があり、そこを中心に小規模の劇場が密集しており､演
劇や映画、ミュージカル、コンサートといった文化公演を楽しもうという
人が集まってくる。毎年、
「大学路小劇場祭り」が催されている。
ソウル市中区恵化洞(地下鉄4号線恵化駅下車）

Tip

旅行関連アプリ

1. Visit Korea: Official Guide

韓国観光公社が提供する韓国旅行ガイド(英語バージョン)アプリ。様々な韓国の旅情報
やホテル価格比較情報、スケジュール管理、スマートナビゲーションなどのお得な情報や
機能が満載。

2. 大韓民国あっちこっち

韓国観光公社が提供する韓国旅行に関する旅行情報(観光、お祭り、お勧め旅行など)の
配信サービス、旅行のプロが全国を周り取材した各地の穴場スポット情報などを確認する
ことができる。ユーザーの所在地を基準に観光地やグルメ、宿泊、お祭り、イベントなどの
観光情報検索やナビゲーションサービスなどの機能も完備されている。

3. 全北旅行｢休」

全北を旅行したい人にお勧めの情報を1つのアプリで4種類のメニュー(見て、食べて、寝て、楽
しんで)から総合的に検索できるアプリ。便利で効率的なコンテンツの利用が可能。

4. トースト：ツアー＆ストーリー､物語のある江原道

ユーザーがお好みでカスタマイズできる江原道旅行情報アプリ｢トースト｣。観光スポット
や宿泊施設、伝統市場、レジャー・スポーツなど、江原道の各種旅行情報をはじめ、ストー
リーテリングをベースにしたユーザーのリアルなレビューや旅行情報が見られる。
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お祭り
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1

大関嶺雪の花祭り

2

釜山松島タルチブ祭り

3

光陽梅花祭り

4

利川陶磁器祭り

5

南原春香祭

6

韓山カラムシ文化祭

7

保寧マッドフェスティバル

8

茂朱蛍祭り

9

安東国際仮面劇フェスティバル

10

ソウル世界花火祭り

11

馬山カゴパ菊花祭り

12

釜山クリスマスツリー文化祭

01

10
04

09
07
06

08
05

11
03

12
02

01

1月

大関嶺雪の花祭り
住所：江原道平昌郡大関嶺面横渓里松川一帯
電話番号：82-33-335-3995
ホームページ：www.snowfestival.net

1993年に始まった大関嶺(テグァンリョン)雪の花祭りは、2000年上半期全国トップ12文化祭り
に指定されるなど、由緒ある冬のお祭りとして高く評価されている。特に、平昌(ピョンチャン)大
関嶺は、積雪量の多い標高700mの高原地帯にあり、
「アジアのアルプス」と呼ばれる程美しい
銀色の雪原が広がることで知られている。毎年、透き通った氷の幻想的な彫刻作品が展示され
る他、雪ぞりやスノーボブスレー、スケートなど冬のスポーツを楽しむことができ、観光客から好
評だ。

02

2月

釜山松島タルチブ祭り
住所：釜山広域市西区松島海水浴場一帯
電話番号：82-51-240-4062
ホームページ：www.bsseogu.go.kr

1999年に始まった全国で唯一のタルチブ祭りで、海上に設けられたタルチブから燃え上がる火
花は一見の価値あり。めらめら燃えるタルチブの火柱に観光客の歓声が混じり、臨場感あふれる
シーンが楽しめる。山神祭や月見祭、祝賀公演、花火イベントに続いて、大型タルチブ燃やしとカ
ンガンスウォルレでお祭りは絶頂を迎える。タルチブ燃やしは、松の枝などを積み上げたものに
火を放つことで、厄払いをし、福を呼ぶ伝統的な風習で、毎年正月テボルム(旧暦1月15日)に行わ
れる。
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03

3月

光陽梅花祭り
住所：全羅南道光陽市蟾津村および光陽市全域
電話番号：82-61-797-3714～5
ホームページ：www.gwangyang.go.kr

韓国最大の梅の群落地で知られる光陽(クァンヤン)で開かれる光陽梅花祭りは、毎年約110万人
の観光客が訪れる春を代表するお祭り。蟾津(ソムジン)川に沿って群落を形成する梅が美しく開
花した風景は、まさに壮観。林権澤監督の映画「酔画仙」やMBCドラマ「茶母」などのロケ地に
使用されたのもこのためだ。20年余りの伝統を誇る光陽梅花祭りは、梅の開花期間に合わせて
開催され、文人詩画展をはじめ、各種文化イベントが催される。

04

4月

利川陶磁器祭り
住所：京畿道利川市雪峰公園
電話番号：82-31-638-8609
ホームページ：www.ceramic.or.kr

2010年にユネスコ創意都市「工芸部門」に指定された利川市を代表するお祭り。青銅器時代か
ら始まった陶磁器の里「利川(イチョン)」で生産された多種多様な陶磁器が一同に会する。翡色
の美しさや知的な美を持つ青磁、象徴的な意味と余白の美を漂わす白磁、自由奔放で着飾らな
い美しさが特徴の粉青沙器などが代表的な例。ろくろ体験やハンドペイント、陶磁器製作試演､
陶芸体験教室など、体験プログラムも充実している。

138

05

5月

南原春香祭
住所：全羅北道南原市広寒楼苑、蓼川一帯
電話番号：82-62-620-5771～9
ホームページ：www.chunhyang.org

韓国版「ロミオとジュリエット」と呼ばれる成春香と李夢龍の切なく高貴なラブストーリー「春香
伝」をモチーフにしたお祭り。90年の伝統を誇る大韓民国を代表するお祭りで、烈女春香の思い
を継承する祭礼儀式「春香祭礼」や全国規模の国楽コンテスト「春香国楽大典」などが催され
ます。さらに春香と夢龍の世紀の恋を謡う多彩な公演芸術祭やブランコ体験、キルノリ舞コンテ
ストなども開催される。

06

6月

韓山カラムシ文化祭
住所：韓山カラムシ観一帯
電話番号：82-41-950-4749
ホームページ：www.hansanmosi.kr

韓山カラムシを広く知ってもらうことを目的に開催されるお祭りで、韓国でも最高品質の伝統天
然繊維である韓山カラムシの歴史や特徴をうかがい知ることができる。1500年間継承されて
きた韓山カラムシは、王様への進上物であった地域の特産品として知られている。韓山カラムシ
のキルサムノリやファッションショーなどを記録した映像上映、カラムシ製の作品展示会、カラ
ムシ刺繍体験、風呂敷作り体験など、見どころ楽しみどころ満載のお祭り。
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07

7月

保寧マッドフェスティバル
住所：大川海水浴場マッド広場
電話番号：82-41-930-3882
ホームページ：www.mudfestival.or.kr,
www.daechonbeach.or.kr
1998年に初めて開催された保寧(ポリョン)地方のお祭り。東洋で唯一の貝殻粉浜辺を誇る大川
海水浴場でマッド体験やスライド、干潟体験、海水浴などが楽しめ、国内外の観光客で賑わいを
見せる。特に、大川海水浴場に隣接する干潟での潮干狩り体験や、ゲルマニウムやミネラルの豊
富な泥(マッド)を使ったマッサージ体験などが人気だ。この他にも干潟障害物マラソンやマッドス
ライダーなどマッドを使った体験イベントが目白押し。

08

8月

茂朱蛍祭り
住所：全羅北道茂朱郡一帯
電話番号：82-63-324-2440
ホームページ：www.firefly.or.kr

天然記念物第322号に指定されている蛍とそのエサであるカワニナの生息地をテーマに開かれ
る茂朱(ムジュ)蛍祭りは、
「自然の中で自然を学び、自然を楽しむお祭り」だ。暗闇で光る美しい
蛍の光が鑑賞できる神秘探索体験、蛍が生息する茂朱の自然で1泊2日を過ごす家族生態系体
験、願い事を書いた紙を風船の中に入れて飛ばす蛍願い事風船飛ばしなどのプログラムが人気
を集めている。
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09

9月

安東国際仮面劇フェスティバル
住所：仮面劇公園､文化の通りなど安東市内一帯
電話番号：82-54-841-6387～8
ホームページ：www.maskdance.com

伝統文化の街「安東(アンドン)」を代表するお祭りで、安東仮面劇をはじめ、各地の特色が生か
された仮面劇が一同に会する。中国や日本、フィリピン、フランス、エジプトなど各国の伝統仮面
劇も披露される他、
マダン劇、世界仮面遊びコンテストなどの付帯イベントも充実している。特
に、仮面作り体験や仮面劇体験など観客が実際に体験できる体験コーナーが設けられており､
見どころ、楽しみどころ満載だ。

10

10月

ソウル世界花火祭り
住所：ソウル特別市永登浦区63ロ50(汝矣島
洞)汝矣島漢江公園
ホームページ：www.hanwhafireworks.com

「ソウル世界花火祭り」は、毎年秋、汝矣島(ヨイド)漢江市民公園(63ビル前)で開かれる韓国でも
最大規模の花火大会。国内外でもトップレベルの花火師による幻想的な花火が芸術作品のよう
に美しく夜空を照らす。付帯イベントも様々で、パレードやバスキングライブ、市民参加型体験コ
ーナーなどが設けられ、汝矣島全域が熱く盛り上がる。
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11

11月

馬山カゴパ菊花祭り
住所：馬山港第1埠頭一帯
電話番号：82-55-225-2341
ホームページ：festival.changwon.go.kr/gagopa,
culture.changwon.go.kr
2000年に始まった馬山(マサン)カゴパ菊花祭りは、美しく咲き乱れる満開の菊を思う存分堪能
することができる昌原(チャンウォン)市馬山を代表するお祭り。このお祭りでは、1本の枝から千
個の花を咲かせる技術や1本の菊からいろんな色の花を咲かせる技術など特化された技術を採
用したクリエイティブな作品が製作・展示されることで知られている。この他にも菊盆栽・樹木盆
栽展示会や各種公演、体験イベントなども充実している。

12

12月

釜山クリスマスツリー文化祭
住所：釜山広域市中区光復路歩行者天国一帯
電話番号：82-51-600-4086
ホームページ：www.bctf.kr

毎年、華やかに飾られたクリスマスツリーや電灯の光で釜山(プサン)光復路一帯を美しくライトア
ップする釜山クリスマスツリー文化祭は、12月を代表するお祭りの1つ。デイリーコンサートや生
誕音楽会、実用音楽祭、生誕パレードなど多種多様な文化行事が開催されるため、12月の夜の光
復路は、足の踏み場もないほど人込みで賑わう。連日行われる願い事ツリーやチャリティ煙突､
宝物探しなどのイベントも人気を博している。
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レジャー · スポーツ

地域別お勧めレジャー · スポーツ
内麟川(ネリンチョン)を上流に置く麟蹄は、Scad Diving(紐のないバンジー
ジャンプ)やスキャッドウォーク、ラフティング、ジップトレック、バンジージャ
ンプなどスリル満点のレジャー・スポーツが楽しめる場所。
•スキャッドダイビング·スキャッドウォーク: ドイツで開発された新し
いレジャーアトラクション。韓国では唯一、麟蹄で体験することができ
る。高さ50.2mのスキャッドタワーから紐なしで落ちるダイビングとウォ
ークはスリル満点。
*麟蹄ナルシャパーク inje-themepark.com
•ラフティング·ジップトレック·バンジージャンプ: 内麟川は、水の流れ

が速く、急流の範囲が広いため、韓国でも有数のラフティ ングの名所で
有名な所。内麟川を横切るジップトレックも麟蹄で人気のレジャースポー
ツだ。バンジージャンプは韓国で最も高い63mを誇る。
*麟蹄文化観光 tour.inje.go.kr ジップトレック www.ziptrack.co.kr
エックスゲームリゾート www.injejump.co.kr
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江原道寧越
(ヨンウォル):

韓国有数のラフティング名所の1つ東江(トンガン)。寧越はラフティング、カ
ヌー、リバーバギングなど東江水上スポーツ3種が楽しめる場所で、夏にな
ると多くの人がこの場所を訪れる。
•ラフティング·カヌー·リバーバギング: ラフティングは寧越東江で楽しめ

る最も大衆的な水上レジャー。急流で体を使って楽しむラフティングは日
常のストレスや疲れを一気 に吹き飛ばしてくれる。大勢でのラフティングを
好まない人にはリバーバギングやカヌーがお勧め。リバーバギング は1人で楽
しめるラフティングでスリルを満喫したい人に最適だ。初心者でも気軽に
楽しめるカヌーから峡谷を走るエキサイティングなカヌーまでお好みでコ
ースを選ぶことができる。
*寧越観光 www.ywtour.go.kr

忠清北道丹阳

丹陽は、韓国有数の航空スポーツのメッカ。スリル満点の空中レジャー、パ
ラグライダーやハンググライダーなどが楽しめる。
•パラグライダー·ハンググライダー: 丹陽は、5ヵ所の滑空場と滑空練習

場、ULM滑走路が完備された場所で、パラグライダーやハンググライダ
ーを楽しむのに最適な場所だ。年間300日以上晴天が続く上、見晴らしが
いいのも人気の理由で、特に丹陽市内が見渡せる陽坊山(ヤンバンサ ン)
の頂上にある丹陽滑空場は、航空レジャーマニアなら一度は行ってみる価
値のある場所。体験の場合は熟練したスタッフと一緒に搭乗するため、初
心者でも気軽に楽しむことができる。

•ク レー射撃: 動く標的を正確に撃つクレー射撃は高度な集中力が必

要なレジャー。丹陽クレー射撃場は、射撃の専門スタッフが1対1でレ
ッスンをしてくれるため、安全に射撃を楽しむことができる。標高500m
の高台にあり、澄んだ空気の中、周辺の景色を眺めながら射撃を楽しむ
ことができる。5発から25発まで何発撃つかによって料金が異なる。
*丹陽文化観光 tour.dy21.net
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慶尚北道聞慶
(ムンギョン):

聞慶は、アジアで初めてジップラインを、韓国で初めてレールバイク施設を
導入した場所だ。この他にも射撃や乗馬、航空スポーツなど様々なレジャー
・スポーツが楽しめる。
•ジップライン: ジップラインは、高価な装備や訓練なしに、搭乗時の

注意事項と搭乗方法を教わるだけで誰でも無理なく楽しめるレジャ
ー。特にジップライン聞慶は、計9コースからなる大型施設で、初級
コースから始まり、スピードと難易度を上げながら上級コースまで楽し
むことができる。

•レールバイク: 聞慶線路自転車は、韓国で初めてのレールバイク施設

だ。往復するのに約40～50分ほどかかり、5つのコースを回る｡このう
ち、鎮南(チンナム)駅区間は現在工事中で閉鎖されている｡
ホームページ: www.mgtpcr.or.kr

•乗馬: 2003年にオープンした聞慶ホースランド乗馬クラブは、30年
の経歴を持つベテラン旗手が運営する場所で、特に安全に細心の注

意が払われているのが特徴。テレビ放送や映画の撮影に、この場所
の馬が使われる場合が多く、事前の問い合わせが必要だ。栄江(ヨ
ンガン)ラフティング、滑空ランド、カート、四輪車、ジップラインなど
との業務提携により、2種以上のレジャーを体験すると2割引の特
典がもらえる。
*お問い合わせ: 82-54-552-9991

済州島
(チェジュド):

済州島は、自他共に認める韓国有数の観光スポットで、ここで体験でき
るレジャー・スポーツも様々。中でも海洋スポーツや乗馬においては済
州島を凌駕する場所はない。
•海洋スポーツ:ヨットツアーからクルーズ、潜水艦、ウィンドサーフィ

ン、水上スキー、バナナボート、ウェイクボード、ジェットスキー、スノ
ークリング、スクーバ―ダイビングなど、無いものがないと言っても
過言ではなく、海洋スポーツの楽園と言われている。
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•乗馬: 済州島は、昔から馬で有名な場所。そのため、乗馬体験ができ
る場所も全国で最も多いのが特徴。教官と一緒に20～30分ほどコー

スを巡る乗馬体験がほとんどで、馬と一緒に美しい済州島の絶景を
眺めることができ、観光客から人気を集めている。
*済州ノルモンシルモン www.jejutour.go.kr

季節別おすすめレジャー · スポーツ
季節

種類

春・秋

スケートボード、インラインスケート、自転車ライディング、山岳サイクリ
ング、パラグライダー、スクーバ―ダイビング、ゴルフ、トラッキング､
ATV、乗馬、ロッククライミング

夏

ヨット、ラフティング、リバーバギング、ウェイクボード、水上スキー、ブ
ロップジャンプ、ウィンドサーフィン、カヤック、ジップトレック､
キャンプ

冬

スキー、スノーボード、スノーモービル、雪ぞり、アイススケート、アイス
ダイビング、アイスクライミング

*スケートボード、インラインスケート、サイクリングなど、日常的なレジャー・スポーツはソウル漢
江市民公園や汝矣島広場に行くと気軽に楽しむことができる。特にインラインスケートや自
転車はレンタルが可能。1時間に3,000ウォン前後とリーズナブルなのも魅力だ。
*ここ最近ブームを引き起こしているキャンプは、キャンプ場ごとにオンライン予約システムが完
備されており、事前の予約が必要。
*エクストリームスポーツの王者と呼ばれるアイスダイビングは、分厚い氷を割ってその中に潜水
するスクーバ―ダイビングの1種。韓国では主に江原道で楽しむことができる。
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百貨店

衣類、食品、家電、化粧品、ジュエリー、日用品などの商品が多様に取
り扱われ、施設やサービスも一流です。衣類や食品などは海外の輸入
品を手軽に購入することができるのもメリット。但し、金額は他の場所
よりは比較的割高になる。定期的なセールイベントが行われているの
で、この期間を利用すると必要な物を安価に購入することもできる。食
品の場合は毎日夕方(通常午後6～7時)に開かれるタイムセール時間に
行くと、定価の50～70％引きの値段で品物を購入することができる｡
• ロッテ百貨店、新世界百貨店、現代百貨店、ギャラリア百貨店、タイム
スクエなど
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大型スーパー

百貨店のように、食品、衣類、日用品など様々な商品が取り扱われてい
る。商品の品質も良い方で、施設やサービスも良好だ。週末になると家
族連れの客で賑わいを見せる。但し、売場が広く、ショッピング客が多
いため、少量の商品を買いに大型スーパーを訪れるのは効率的とは言
えない。
• イーマート、トレーダース、ロッテマート、ビックマーケット、キムスクラ
ブ、ホームプラス、コストコなど

※コストコ、トレーダース、ビックマーケットは会員制で運営されてい
るため、会員登録が必要。コストコは、一般の大型スーパーに比べ､
輸入品目が多いため、外国人の利用が比較的多い方だ。

伝統市場

伝統市場は、昔の市場の情緒漂う伝統的な市場で、韓国人特有の情や
独特な雰囲気を体感することができる。食品、衣類、雑貨など多様な商
品を購入することができ、決められた場所で毎日開かれる常設市場と決
められた期間だけ一時的に開かれる市場(五日市、七日市)の2種類に分
けられる。水産物、農産物、果物、薬剤など特定品目の商品だけを取り
扱う市場もある。伝統市場の良いところは、価格交渉ができること。ま
た、閉店時間間際になると、タイムセールでほぼ半額になるため、これを
うまく使えば、かなり安価に品物を購入することができる。
• 鷺梁津水産市場、可楽洞農産物市場、京東薬剤市場、清凉里果物
市場など

149

ショッピング

Tip

代表的なソウル市の大型在来市場

大門総合市場

ソウル京東市場

266ソウル市鐘路区鐘路266

ソウル市 東大門区祭基洞龍頭洞一帯

取扱い品目: 布地､アクセサリー､衣類副資材､

www.kyungdongmart.com/index/index.htm

電話番号: 82-2-2262-0114

婚礼用品､ファッションアイテム

電話番号: 82-2-967-8721

取扱い品目: 韓薬剤､乾き物､野菜

南大門市場

芳山総合市場

ソウル市中区南大門市場4キル 21

ソウル市中区東湖路37キル 20

www.namdaemunmarket.co.kr

www.bangsan-tmk.com

観光案内電話: 82-2-1330､ 82-2-753-2805
取扱い品目：衣類など約1700品目

電話番号: 82-2-2268-6691
取扱い品目: 紙類､壁紙など

可楽洞農水畜産物市場

広蔵市場

ソウル市松坡区良才大路932

88ソウル市鐘路区昌慶宮路88

www.garak.co.kr

取扱い品目: 絹織物､衣装布､衣料､農水産物､

電話番号: 82-2-3435-1000
取扱い品目: 農産物､水産物､
畜産物

鷺梁津水産市場
ソウル市銅雀区 ノドゥル路688
電話番号: 82-2-814-2211~2
www.susansijang.co.kr
取扱い品目: 水産物

電話番号: 82-2-2267-0291
寝具､手芸､螺鈿漆器など

ソウル中部市場
ソウル市中区乙支路36ギル35
電話番号: 82-2-2267-5617

販売品目: 乾物､果物と野菜､農産物などの卸
売流通市場

黄鶴洞ノミの市
ソウル市中区黄鶴洞黄鶴洞住民センター

電話番号: 82-2-3396-6890､82-2-3396-6900

取扱い品目: 骨董品､古家具､家電製品､時計､
宝石､カメラ
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Tip

全国の有名伝統市場および五日市

大邱西門市場

丹陽見物市場/丹陽五日市(1日､6日)

大邱広域市中区クンジャンロ26ギル45

忠清北道丹陽郡丹陽邑トジョン5ギル31

お問い合わせ: 82-53-256-6341

お問い合わせ: 82-43-422-3301

www.seomun.net

取扱品目: にんにく､とうがらし､日用品､

取扱品目: アパレル用生地､副資材､

衣類など

カーテン､布団､各種雑貨

全州南部市場

光陽五日市(1日､6日)
全羅南道光陽市光陽邑ベクウンロ3

全羅北道全州市完山区豊南門1ギル19-3

電話番号: 82-61-797-2601

お問い合わせ: 82-63-284-1344

取扱品目: 農産物、水産物、衣類、雑貨

jbsj.kr/?m_code=jjnm
取扱品目: 絹織物､家具､干物､野菜､果物､薬剤
､雑貨など

安東旧市場
慶尚北道安東市西部洞184-4
お問い合わせ: 82-54-858-9002

城南モラン市(4日､9日)
京畿道城南市中院区トゥンチョンデロ79
電話番号: 82-31-721-9905
取扱品目: 薬草､家畜､とうがらし､雑穀､
花卉など

www.adjang.kr
取扱品目: 鶏の煮物､安東麻布､安東焼酎など
の特産品､衣類､雑貨､水産物など

釜山チャガルチ市場
釜山広域市中区チャガルチヘアンロ52
お問い合わせ: 82-51-245-2594
jagalchimarket.bisco.or.kr
取扱品目: 各種水産物､刺身､干物
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コンビニ

24時間年中無休で、インスタント食品をはじめ、各種食品や日用品を
販売している。売場の大きさによって販売する品目の種類が異なりま
すが、店舗がそれほど大きくはないため、買いたい物をすぐに見つける
ことができる。価格は大型スーパーや伝統市場よりは割高。

• CU、GS25、セブンイレブン、バイザウェイ、ミニストップなど

TVホーム
ショッピング

衣類や食品、化粧品、家電、保険、自動車、旅行商品など、取扱品目が
多種多様で、家でテレビを見ながら電話で注文することができる。自
動注文電話を利用すると、割引特典が提供され、おまけや景品などの
特典もある。通常1～3日ほどで届けられ、気に入らなかったりサイズが
合わなかった場合は、返品要請すれば、数日内に商品回収およびクレ
ジットカードの取消が行われる。

• ロッテホームショッピング、現代ホームショッピング、CJオーショッ
ピング、NSホームショッピング、GS SHOPなど

※テレビで放送されている商品を電話で注文するのではなく、ホーム
ショッピング専用アプリで購入すると積立金や別途割引特典が受け
られる。

Tip

ホームショッピング衝動買い防止方法

1 キャッシュでの支払いを利用する。

ホームショッピングを見ていると「締め切り間際」などのフレーズが連続して登場するため、今購
入しないと損をするような錯覚に陥る。この時、クレジットカードではなく、キャッシュでの支払い
を使ってみよう。キャッシュの場合は2週間以内に振り込めばいいため、該当商品が本当に必要
なのかを考える時間を持つことができる。もし必要なら再度ホームショッピング窓口に電話し、ク
レジットカードに変えることもできる。

2 衣類､雑貨などは最終タイムセール期間中に購入する。

ホームショッピングで取り扱う商品の中でも衣類や雑貨は、上質な商品を安価に販売できるた
め、人気がある。しかし、同じ商品でも毎回異なるセット内容や条件で販売されるため、いつ購入
するかによって価格や景品が異なる。じっくり待って、シーズン最後の最終セール期間を利用す
れば、格安でお好みの商品を購入することができる。
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3 字幕を注意して見る。
ホームショッピングは、多様な情報を字幕で流すため、
「百貨店と同じ商品」、
「景品進呈」、
「最
多セット構成」などのフレーズが流れた場合にのみ購入するなど、事前に購入原則を決めておけ
ば、購入の満足度を上げることができる。但し、
「百貨店と同一ブランド」は、ブランドは同じでも
商品は異なることがあるため、注意が必要。

インターネット
ショッピング

クリックするだけで簡単に商品が購入できるのでとっても便利。さらに
価格も安価な方。食品、衣類、図書など品目別に特化されたショッピン
グモールがある他、百貨店のように多種多様な商品をサイト内で販売し
ている所もある。時々モニター上での商品と異なる場合があるため、商
品の具体的な内容をしっかりチェックする必要がある。自分の個人情報
を該当サイトに入力しなければならないため、抵抗感を持つ人もいる｡

• Gマーケット、11番街、インターパーク、オークション、新世界モール､
ロッテモールなど

安全なインター
ネットショッピ
ングのための注
意事項

1. Webサーバー証明書がインストールされたサイトであることを確認する｡
2. 認証マークを取得したインターネットショッピングモールを利用する｡
3. A
 ctive Xファイルは、セキュリティパッチなど必要な場合にのみインス
トールする｡
4. 過剰な個人情報を要求する場合は疑う｡
5. 取引条件を入念に確認する｡
6. ユーザ名とパスワードを定期的に変更する｡
7. 現金決済よりカード決済を利用する｡
8. 受注結果、契約情報を出力して、証拠を残す｡
9. 疑わしいメールは開かない｡
10. 問
 題が発生した場合は専門家(消費者保護院)に連絡しアドバイス
を受ける｡

153

ショッピング

Tip

モバイルショッピングの際は3G、LTEを使おう

スマホなどのモバイルでショッピングしたり金融取引をする場合は、必ず3GやLTEモ
ードに変換しよう。オープンなWifi環境ではセキュリティ対策が十分に取られていない
場合があるためだ。また、モバイル悪性コードなども多々見られるため、安全なモバイ
ル取引のためにはモバイルワクチンなどの使用も必要。特に、ユーザーを魅了させるよ
うな割引イベント、特典イベント、クーポンなどはスミッシング詐欺に合う場合が多い
ため、メールなどにリンクされたURLはクリックしないようにしよう。

Tip

返品またはキャンセルする場合

商品を購入した際の領収書を保管しておき、返品やキャンセルが必要な際にこれを提
示する。通常、商品を購入した後7日～14日以内に購入先で返品やキャンセルが可能
だ。但し、商品を使ってしまったり、壊した場合は、返品できないので気を付けよう｡
インターネットで購入した商品の場合は、該当サイトから返品やキャンセルを申し込
む。但し、各ショッピングモールの政策によっては、返品の際の送料などは自己負担と
なる。
一般的な方法での返品やキャンセルが難しい場合、またはその他被害が発生した場
合は韓国消費者院や公正取引委員会が運営する「1372消費者相談センター」などに
問い合わせよう。
• 韓国消費者院：82-43-880-5500
• 公正取引委員会消費者相談センター：82-1372
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3

セクション

韓国生活で知っておくといざという時に
役立つ電話番号とＫＯＴＲＡサービス
についてご案内します
• ディレクトリ

• KOTRA(大韓貿易投資振興公社)
のご紹介
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ディレクトリ

ディレクトリ

■KOTRAの海外貿易官
地域

海外貿易官
シンガポール

電話番号
(65) 6426-7200

ファックス
(65) 6223-5850

ホームページ
www.kotra.or.kr/KBC/singapore

ヤンゴン

(95-1) 255453~6

(95-1) 255457

www.kotra.or.kr/KBC/yangon

ダッカ

(880-2) 984-4218
984-2357

(880-2) 984-3068 www.kotra.or.kr/KBC/dhaka

ホーチミン
ハノイ

プノンペン
コロンボ

(84-8) 3822-3944, 3950 (84-8) 3822-3941 www.kotra.or.kr/KBC/hochiminh
(84-4) 3946-0511~8 (84-4) 3946-0519/20 www.kotra.or.kr/KBC/hanoi
(855-23) 999-099

(855-23)211-598

www.kotra.or.kr/KBC/phnompenh

(94-11) 2597494

(94-11) 2501818

www.kotra.or.kr/KBC/colombo

クアラルンプール (60-3) 2117-7100
アジア
&
オセアニア

ニューデリー
チェンナイ
ムンバイ

ジャカルタ
バンコク
カラチ
マニラ

オークランド
シドニー

メルボルン

ビエンチャン
スラバヤ
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(91-124) 4628-500

(60-3) 2142-2107 www.kotra.or.kr/KBC/kualalumpur
(91-124) 4628-501 www.kotra.or.kr/KBC/newdelhi

(91-44) 2499-7283~7 (91-44) 2499-4728 www.kotra.or.kr/KBC/chennai
(91-22) 4925-5400 (91-22) 4925-5454 www.kotra.or.kr/KBC/mumbai
(62-21) 574-1522

(62-21) 572-2187 www.kotra.or.kr/KBC/jakarta

(66-2) 663-6900~8 (66-2) 261-1232~3 www.kotra.or.kr/KBC/bangkok
(92-21) 3530-3771~3774 (92-21) 3530-3778 www.kotra.or.kr/KBC/karachi
(63-2) 893-1183,3244 (63-2) 817-3369

www.kotra.or.kr/KBC/manila

(64-9) 373-5792

(64-9) 373-2952

www.kotra.or.kr/KBC/auckland

(61-2) 9264-5199

(61-2) 9264-5299 www.kotra.or.kr/KBC/sydney

(61-3) 9860-0500

(61-3) 9860-0599 www.kotra.or.kr/KBC/melbourne

(856-21) 455-080

(856-21) 455-081 www.kotra.or.kr/KBC/vientiane

(62-31) 534-7332

(62-31) 534-7320 www.kotra.or.kr/KBC/surabaya

地域
日本

中國

海外貿易官

ホームページ

(81-3) 3214-6950 www.kotra.or.kr/KBC/tokyo

大阪

(81-6) 6262-3831

(81-6) 6262-4607 www.kotra.or.kr/KBC/osaka

福岡

(81-92) 473-2005

(81-92) 473-2007 www.kotra.or.kr/KBC/fukuoka

名古屋

(81-52) 561-3936

(81-52)561-3945 www.kotra.or.kr/KBC/nagoya

上海

(86-21) 6219-6015/
(86-21) 5108-8771~2
www.kotra.or.kr/KBC/shanghai
6236-8211

北京

(86-10) 6410-6162 (86-10) 6505-2310 www.kotra.or.kr/KBC/beijing

大連

(86-411) 8253-0051~3 (86-411) 8253-0050 www.kotra.or.kr/KBC/dalian

広州

(86-20) 2208-1600 (86-20) 2208-1636 www.kotra.or.kr/KBC/guangzhou

成都

(86-28) 8672-3501~6 (86-28) 8672-3507 www.kotra.or.kr/KBC/chengdu

青島

(86-532) 8388-7931 (86-532) 8388-7935 www.kotra.or.kr/KBC/qingdao

西安

(86-29) 8883-1060 (86-29) 8883-1056 www.kotra.or.kr/KBC/xian

武漢

(86-27) 8555-0118 (86-27) 8555-0120 www.kotra.or.kr/KBC/wuhan

長沙

(86-731) 8564-0080 (86-731) 8564-0070 www.kotra.or.kr/KBC/changsha

香港

(852) 2545-9500

台北

(886-2) 2725-2324 (886-2) 2757-7240 www.kotra.or.kr/KBC/taipei

重慶

(86-23) 6039-1005 (86-23) 6039-1009 www.kotra.or.kr/KBC/chongqing

杭州

(86-571) 8110-3099 (86-571) 8110-3098 www.kotra.or.kr/KBC/hangzhou

鄭州

(86-371) 8616-3927~200 (86-371) 8616-3930 www.kotra.or.kr/KBC/zhengzhou

(852) 2815-0487

www.kotra.or.kr/KBC/hongkong

厦門

(86-592) 210-3190~2 (86-592) 210-3193 www.kotra.or.kr/KBC/xiamen

瀋陽

(86-24) 3137-0770 (86-24) 3137-0773 www.kotra.or.kr/KBC/shenyang

南京

(86-25) 8328-8991 (86-25) 8328-8995 www.kotra.or.kr/KBC/nanjing
(1-212) 826-0900

(1-212) 888-4930 www.kotra.or.kr/KBC/newyork

(1-323) 954-9500

(1-323) 954-1707 www.kotra.or.kr/KBC/losangeles

(1-312) 644-4323

(1-312) 644-4879 www.kotra.or.kr/KBC/chicago

(1-972) 243-9300

(1-972) 243-9301 www.kotra.or.kr/KBC/dallas

(1-202) 857-7919

(1-202) 525-2769 www.kotra.or.kr/KBC/washingtond

(1-408) 432-5000

(1-408) 432-5056 www.kotra.or.kr/KBC/siliconvalley

(1-305) 537-9820

(1-305) 537-9819 www.kotra.or.kr/KBC/miami

(1-248) 619-1601

(1-248) 619-1615

トロント

(1-416) 368-3399

(1-416) 368-2893 www.kotra.or.kr/KBC/toronto

バンクーバー

(1-604) 683-1820
687-7322

(1-604) 687-6249 www.kotra.or.kr/KBC/vancouver

ロサンゼルス
シカゴ
ダラス

ワシントン

シリコンバレー
マイアミ

デトロイト

メキシコシティ

中美洲
和南美

ファックス

(81-3) 3214-6951

ニーヨーク

北美

電話番号

東京

(52-55) 5514-3173~4 (52-55) 5514-3170 www.kotra.or.kr/KBC/mexico%20city

サント・ドミンゴ (1-809) 567-9733
グァテマラ
カラカス

www.kotra.or.kr/KBC/detroit

(1-809) 567-9737 www.kotra.or.kr/KBC/santodomingo

(502) 2367-2347/9 (502) 2367-2350

www.kotra.or.kr/KBC/guatemala

(58-212) 750-2215 (58-212) 750-2218 www.kotra.or.kr/KBC/caracas
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ディレクトリ
地域

海外貿易官
サンパウロ

電話番号
ファックス
ホームページ
(55-11) 3175-3030 (55-11) 3175-3031 www.kotra.or.kr/KBC/saopaulo

ブエノスアイレス (54-11) 4312-0033 (54-11) 4312-7755 www.kotra.or.kr/KBC/buenosaires
サンティアゴ
ボゴタ

パナマ
中南米

リマ

ハバナ

(56-2) 3221-0710

N/A

(57-1) 637-5099

(57-1) 637-9238

www.kotra.or.kr/KBC/santiago
www.kotra.or.kr/KBC/bogota

(507) 264-8105/7970 (507) 214-9717

www.kotra.or.kr/KBC/panama

(51-1) 437-4341

(51-1) 437-7167

www.kotra.or.kr/KBC/lima

(53-7) 2041020,1117,1165

(53-7) 204-1209

www.kotra.or.kr/KBC/havana

リオデジャネイロ (55-21) 2172-0902 (55-21) 2172-0902 www.kotra.or.kr/KBC/riodejaneiro
アスンシオン
キト

フランクフルト
ハンブルク
ミュンヘン
アテネ

アムステルダム

コペンハーゲン
ブカレスト

ブリュッセル
ソフィア

欧州

ストックホルム
チューリッヒ
マドリード
ロンドン
ウィーン
ミラノ

プラハ

ザグレブ

ワルシャワ
パリ

ヘルシンキ
ブダペスト
モスクワ

(595-21) 238-1699
328-7111
(593-2) 2237-111

(593-2) 2908-450 www.kotra.or.kr/KBC/quito

(49-40) 3405-740

(49-40) 3405-7474 www.kotra.or.kr/KBC/hamburg

(49-89) 2424-2630 (49-89) 2424-2639 www.kotra.or.kr/KBC/munich
(30-210) 654-3623~4 (30-210) 6543-508 www.kotra.or.kr/KBC/athens
(31-20) 673-0555

(31-20) 673-6918 www.kotra.or.kr/KBC/amsterdam

(45) 3312-6658

(45) 3332-6654

www.kotra.or.kr/KBC/copenhagen

(40-21) 233-2171~3 (40-21) 233-2174 www.kotra.or.kr/KBC/bucharest
(32-2) 203-2142

(32-2) 203-0751

(359-2) 969-5571

(359-2) 969-5033 www.kotra.or.kr/KBC/sofia

www.kotra.or.kr/KBC/brussels

(46-8) 308-090

(46-8) 306-190

(41-44) 503-5300

(41-44) 202-4318 www.kotra.or.kr/KBC/zurich

(34-91) 556-6241

(34-91) 556-6868 www.kotra.or.kr/KBC/madrid

www.kotra.or.kr/KBC/stockholm

(44-20) 7520-5300 (44-20) 7240-2367 www.kotra.or.kr/KBC/london
(43-1) 586-3876

(43-1) 586-3979

www.kotra.or.kr/KBC/vienna

(39-02) 795813

(39-02) 798235

www.kotra.or.kr/KBC/milano

(420) 245-005-650 (420) 245-005-651 www.kotra.or.kr/KBC/prague
(385-1) 4815-101

(385-1) 4818-821 www.kotra.or.kr/KBC/zagreb

(48-22) 520-6230

(48-22) 520-6231 www.kotra.or.kr/KBC/warsaw

(33-1) 55-35-88-88 (33-1) 55-35-88-89 www.kotra.or.kr/KBC/paris
(358-9) 682-9490 (358-9) 682-94910 www.kotra.or.kr/KBC/helsinki
(36-1) 201-8474,6368 (36-1) 488-0184
(7-495) 258-1627~8

www.kotra.or.kr/KBC/budapest

(7-495) 258-1634 www.kotra.or.kr/KBC/moscow
(7-423) 319-6510 www.kotra.or.kr/KBC/vladivostok

(7-383) 319-6508,6509
(7-383) 222-7805 www.kotra.or.kr/KBC/novosibirsk
ノボシビルスク
070-7001-0607
バクー

キエフ
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www.kotra.or.kr/KBC/asuncion

(49-69) 2429-920/9 (49-69) 2535-89 www.kotra.or.kr/KBC/frankfurt

ウラジオストク (7-423) 240-7104
中央アジア

N/A

(994-12) 436-7560,1 (994-12) 436-7562 www.kotra.or.kr/KBC/baku
(380-44) 495-2951 (380-44) 495-2951 www.kotra.or.kr/KBC/kiev

地域

中央アジア

海外貿易官

電話番号

タシュケント

(998-71) 140-0215,6 (998-71) 140-0217 www.kotra.or.kr/KBC/tashkent

ドバイ

(971-4) 450-4360

トリポリ

(218-91) 321-8274

イスタンブル
リヤド
カサブランカ
アルジェ

N/A

www.kotra.or.kr/KBC/saintpetersburg

(971-4) 450-4350 www.kotra.or.kr/KBC/dubai
N/A

www.kotra.or.kr/KBC/tripoli

(90-212) 325-3646 (90-212) 325-3642 www.kotra.or.kr/KBC/istanbul
(966-11) 273-4496 (966-11) 273-4750 www.kotra.or.kr/KBC/riyadh
(212-522) 98-96-27
(212-522) 99-45-13 www.kotra.or.kr/KBC/casablanca
98-46-36
(213-21) 60-44-51
(213-21) 69-42-09 www.kotra.or.kr/KBC/alger
69-41-94,69-42-03

マスカット

(968) 2411-7011~3

(968) 2411-7014

アンマン

(962-6) 5831-045

(962-6) 5831-015 www.kotra.or.kr/KBC/amman

バグダッド

(964-772) 224-4629

N/A

www.kotra.or.kr/KBC/muscat

www.kotra.or.kr/KBC/baghdad

テヘラン

(98-21) 2620-6711 (98-21) 2620-6698 www.kotra.or.kr/KBC/tehran

テルアビブ

(972-3) 639-6488 (972-3) 639-6489 www.kotra.or.kr/KBC/telaviv

カイロ

(20-2) 2754-5319,5329 (20-2) 2754-7429 www.kotra.or.kr/KBC/cairo

クウェート

(965) 2243-6933

(965) 2243-6948 www.kotra.or.kr/KBC/kuwait

ダマスカス

(962-6) 5831-045
(963-11) 311-5015

(962-6)5831-015 www.kotra.or.kr/KBC/damascus

(974) 4016-2603

(974) 4016-2602

ドーハ
ナイロビ
ラゴス

www.kotra.or.kr/KBC/doha

(254-20) 2228-928
(254-20) 315-706 www.kotra.or.kr/KBC/nairobi
2220-458
(234-1) 792-7212

ヨハネスブルグ (27-11) 784-2940
非洲

ホームページ

アルマトゥイ

サンクトペテルブルグ (7-812) 241-0033

中國

ファックス

(7-727) 245-94-93
(7-727) 274-18-28 www.kotra.or.kr/KBC/almaty
070-7735-8988

N/A

www.kotra.or.kr/KBC/lagos

(27-11) 784-2983 www.kotra.or.kr/KBC/johannesburg

ダルエスサラーム (255-22) 292-2201,2 (255-22) 292-2200 www.kotra.or.kr/KBC/daressalaam
アディスアベバ (251-113) 204305
ドゥアラ
アクラ
キンシャサ

(251-113) 204396 www.kotra.or.kr/KBC/addisababa

(249-1) 8349-8814
(249-1) 8349-8860 www.kotra.or.kr/KBC/khartoum
8349-8845
(233-302) 764-367 (233-302) 762-918 www.kotra.or.kr/KBC/accra
(243-81) 362-6920

N/A

www.kotra.or.kr/KBC/kinshasa
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ディレクトリ

■在韓大使館
国家
アフガニスタン
アルジェリア
アンゴラ
アルゼンチン
オーストラリア
オーストリア
アゼルバイジャン
バングラデシュ
ベラルーシ
ベルギー
ボリビア
ブラジル
ブルネイ
ブルガリア
カンボジア
カナダ
チリ
中国
コロンビア
コンゴ
コスタリカ
コートジボワール

電話番号
82-2-793-3535
82-2-794-5034/5
82-2-792-8463
82-2-796-8144
82-2-2003-0100
82-2-732-9071/2
82-2-797-17-65,66
82-2-796-4056,7
82-2-2237-8171,8173
82-2-749-0381
82-2-318-1767,2726
82-2-738-4970
82-2-790-1078,9
82-2-794-8625,6
82-2-3785-1041,1046
82-2-3783-6000
82-2-779-2610
82-2-738-1038
82-2-720-1369
82-2-722-7958
82-2-707-9249,9254
82-2-3785-0561,2
82-2-725-6765,6766
チェコ共和国
82-2-720-6453
82-2-795-4187
デンマーク
ドミニカ共和国 82-2-756-3513
82-2-739-2401,2
エクアドル
82-2-749-0787,9
エジプト
エルサルバドル 82-2-753-3432,3
82-2-790-9766
エチオピア
82-2-792-6396
フィジー
フィンランド 82-2-370-103-00
82-2-3149-4300
フランス
82-2-793-9575,6
ガボン
82-2-792-7118,7171
ジョージア
82-2-748-4114
ドイツ
82-2-3785-1427
ガーナ
82-2-749-8982~3
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ファックス
82-2-795-2662
82-2-794-5040
82-2-792-8467
82-2-792-5820
82-2-2003-0196
82-2-732-9486
82-2-797-1767
82-2-790-5313
82-2-2237-8174
82-2-797-1688
82-2-3789-2757
82-2-738-4974
82-2-790-1084
82-2-794-8627
82-2-3785-1040
82-2-3783-6239
82-2-779-2615
82-2-738-1077
82-2-725-6959
82-2-722-7998
82-2-707-9255
82-2-3785-0564

ホームページ
N/A
www.algerianemb.or.kr
www.angolaembassy.or.kr
N/A
www.southkorea.embassy.gov.au/seol/home.html
www.bmeia.gv.at/kr/botschaft/seoul.html
www.seoul.mfa.gov.az/
N/A
www.belarus.or.kr
republicofkorea.diplomatie.belgium.be/ko
N/A
seul.itamaraty.gov.br
N/A
N/A
N/A
www.canadainternational.gc.ca/korea-coree
www.coreachile.org
www.chinaemb.or.kr/kor
N/A
N/A
N/A
cotedivoireembassy.or.kr

82-2-734-6452 www.mzv.cz/seoul
82-2-796-0986
82-2-756-3514
82-2-739-2355
82-2-795-2588
82-2-753-3456
82-2-790-0156
82-2-792-6397
82-2-723-4969
82-2-363-4310
82-2-793-9574
82-2-792-3118
82-2-748-4161

sydkorea.um.dk
www.embadom.or.kr
coreadelsur.embajada.gob.ec
N/A
N/A
N/A
N/A
www.finland.or.kr
www.ambafrance-kr.org
N/A
N/A
www.seoul.diplo.de

82-2-3785-1428

www.ghanaembassy.or.kr

国家
ギリシャ

電話番号
82-2-729-1400,1

ファックス
82-2-729-1402 N/A

82-2-771-7582,3

82-2-771-7584

82-2-738-8482

82-2-738-8403 www.hondurasembassy-seoulkorea.com

82-2-792-2105

82-2-792-2109 www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/KR/en/mainpage.htm

82-2-798-4257

82-2-797-6338 www.indembassy.or.kr

インドネシア

82-2-783-5675~7
783-5371~2

82-2-780-4280 www.indonesiaseoul.org/indexkorea.php

イラン

82-2-793-7751~3

82-2-792-7052 seoul.mfa.ir

グアテマラ

ホンジュラス
ハンガリー
インド

イラク

アイルランド
イスラエル
イタリア
日本

ヨルダン

カザフスタン
ケニア

クウェート

キルギスタン
ラオス

レバノン
リビア

マレーシア
メキシコ

モンゴル

モロッコ王国
ミャンマー
ネパール

ホームページ

N/A

82-2-790-4282-2,3 82-2-790-4206 N/A
82-2-721-7200

82-2-774-6458 www.dfa.ie/irish-embassy/republic-of-korea/

82-2-3210-8500

82-2-3210-8555 embassies.gov.il/seoul

82-2-750-0200,0201 82-2-797-5560 www.ambseoul.esteri.it/ambasciata_seoul
82-2-2170-5200

82-2-734-4528 www.kr.emb-japan.go.jp/

82-2-318-2897

82-2-318-3644 www.jordankorea.gov.jo

82-2-391-8906

82-2-395-9766 www.kazembassy.org

82-2-3785-2903,4 82-2-3785-2905 www.kenya-embassy.or.kr
82-2-749-3688

82-2-749-3604 N/A

82-2-379-0951

82-2-379-0953 N/A

82-2-796-1713

82-2-796-1771

82-2-794-6482

82-2-794-6485 N/A

82-2-797-6001,2

82-2-797-6007 N/A

82-2-795-9203

82-2-794-5480 www.malaysia.or.kr

82-2-798-1694,5

82-2-790-0939 embamex2.sre.gob.mx/corea

N/A

82-2-2266-8228,9229 82-2-2266-8227 www.mongolembassy.com
82-2-793-6249

82-2-792-8178 N/A

82-2-790-3814,6

82-2-790-3817 N/A

82-2-3789-9770,1 82-2-736-8848 www.nepembseoul.gov.np

82-2-311-8600
82-2-311-8650 southkorea.nlembassy.org
オランダ
82-2-3701-7701 www.nzembassy.com/korea
ニュージーランド 82-2-3701-7700
ナイジェリア 82-2-797-2370,3280 82-2-796-1848 www.nigerianembassy.or.kr
ノルウェー
オマーン

パキスタン

82-2-727-7100

82-2-727-7199

82-2-790-2431

82-2-790-2430 N/A

www.norway.or.kr

82-2-796-8252,0313 82-2-796-0316 www.pkembassy.or.kr/kor/

パナマ

82-2-734-8610,1

ペルー

82-2-757-1735~7

82-2-757-1738

82-2-796-7387

82-2-796-0827 www.philembassy-seoul.com

82-2-723-9681

82-2-723-9680 www.seul.msz.gov.pl

82-2-734-8613 N/A

82-2-2198-5779 www.papuanewguineaembassy.kr
パプアニューギニア 82-2-2198-5771
82-2-792-8335,1173 82-2-792-8334 www.embaparcorea.org/korea
パラグアイ
フィリピン

ポーランド

N/A
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ディレクトリ
国家
ポルトガル
カタール
南アフリカ共和国
ルーマニア
ロシア
ルワンダ
サウジアラビア
セネガル
セルビア
シンガポール
スロバキア
スペイン
スリランカ
スーダン
スウェーデン
スイス
台湾
タイ
東ティモール民主共和国
チュニジア共和国
トルコ
アラブ首長国連邦
ウクライナ
英国
ウルグアイ
米国
ウズベキスタン
ベネズエラ
ベトナム
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電話番号
82-2-3675-2251~3
82-2-798-2444,6
82-2-2077-5900
82-2-797-4924
82-2-752-0630
82-2-798-1052
82-2-739-0631,4
82-2-745-5554
82-2-797-5109,798-5109
82-2-774-2464~7
82-2-794-3981
82-2-794-3581,2
82-2-735-2966,7
82-2-794-2968
82-2-793-8692
82-2-3703-3700
82-2-739-9511
82-2-399-2780
82-2-790-2955
82-2-795-0095,3098,3253
82-2-797-6151
82-2-790-4334,5
82-2-3780-1600
82-2-790-3235
82-2-790-5696
82-2-3210-5500
82-2-6245-3179
82-2-397-4114
82-2-574-6554
82-2-577-3660
82-2-732-1546~7
82-2-720-5124
82-2-725-2487

ファックス
82-2-3675-2250
82-2-790-1027
82-2-792-4856
82-2-794-3114
82-2-752-1407
82-2-798-1054
82-2-739-0041
82-2-745-5524
82-2-790-6109
82-2-773-2465
82-2-794-3982
82-2-796-8207

ホームページ
www.seul.msz.gov.pl
N/A
www.southafrica-embassy.or.kr
N/A
www.russian-embassy.org
rwanda-embassy.or.kr
N/A
N/A
www.seoul.mfa.gov.rs/
www.mfa.gov.sg/seoul/
N/A
www.exteriores.gob.es/Embajadas/SEUL/ko/Paginas/inicio.aspx

82-2-737-9577 www.slembassykorea.org/
82-2-793-8693
82-2-3703-3701~2
82-2-737-9392
N/A

www.sudanembassy.co.kr
www.swedenabroad.com/en-GB/Embassies/Seoul
www.eda.admin.ch/seoul.html
www.roc-taiwan.org/KR

82-2-798-3448 www.thaiembassy.org/seoul
82-2-797-6152
82-2-790-4333
82-2-797-8546
82-2-790-3238
82-2-790-5697
82-2-725-1738
82-2-6245-3181
82-2-738-8845
82-2-578-0576
82-2-577-3661
82-2-732-1548
82-2-739-2064
82-2-720-4684

N/A
N/A
www.seul.be.mfa.gov.tr
uae-embassy.ae/Embassies/kr
korea.mfa.gov.ua/en
www.gov.uk/government/world/south-korea
www.embrou.or.kr
kr.usembassy.gov
www.uzbekistan.or.kr
www.venezuelaemb.or.kr/index.asp
www.vietnamembassy-seoul.org

■政府および公共機関
機関名
企画財政部

未来創造科学部
敎育部
外交部

統一部

法務部
国防部

行政自治部

政府

ホームページ

82-44-215-2114

www.mosf.go.kr

82-1335

www.msip.go.kr

82-2-6222-6060

www.moe.go.kr

82-2-2100-2114

www.mofa.go.kr

82-2-1577-1365

www.unikorea.go.kr

82-2-2110-3000

www.moj.go.kr

82-2-748-1111

www.mnd.go.kr

82-2-2100-3399

www.moi.go.kr

文化体育観光部

82-44-203-2000

www.mcst.go.kr

農畜産食品部

82-2-6196-9100

www.mafra.go.kr

82-1577-0900

www.motie.go.kr

82-129

www.mohw.go.kr

82-44-201-6568

www.me.go.kr

雇用労働部

82-1350

www.moel.go.kr

女性家族部

82-2-2100-6000
82-1577-1366

www.mogef.go.kr

国土交通部

82-44-1599-0001 www.molit.go.kr

産業通商資源部
保健福祉部
環境部

海洋水産部

82-44-220-5555

www.mof.go.kr

82-2-120

www.seoul.go.kr

82-32-120

www.incheon.go.kr

82-51-120

www.busan.go.kr

82-62-120

www.gwangju.go.kr

82-53-120

www.daegu.go.kr

大田広域市

82-42-120

www.daejeon.go.kr

蔚山広域市

82-52-120,1345
82-1577-2818

www.ulsan.go.kr

82-31-120

www.gg.go.kr

ソウル特別市
仁川広域市
釜山広域市
光州広域市

大邱広域市

地方自治体

電話番号

京畿道

江原道

82-33-254-2011

www.provin.gangwon.kr

忠清北道

82-43-220-2114

www.cb21.net

忠清南道

82-41-635-2000
82-41-120

www.chungnam.net

全羅北道

82-63-280-2486

www.jeonbuk.go.kr

全羅南道

82-61-286-2063

www.jeonnam.go.kr

慶尚北道

82-54-880-2114

www.gb.go.kr

慶尚南道

82-55-211-2114

www.gyeongnam.go.kr
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ディレクトリ
機関名

地方自治体

済州特別自治道
世宗特別自治市
国会

82-44-120

www.sejong.go.kr
www.assembly.go.kr

82-2-730-5800

www.president.go.kr

82-61-931-114

www.at.or.kr

82-55-922-5114

world.lh.or.kr

82-33-738-3000

kto.visitkorea.or.kr

韓国石油公社

82-52-216-2114

www.knoc.co.kr

韓国水資源公社

82-42-629-2634
82-1577-0600

www.kwater.or.kr

韓国電力公社

82-61-345-3114

home.kepco.co.kr/kepco

82-1577-5500

www.kftc.or.kr

韓国農水産流通食品公社
LH韓国土地住宅公社
韓国観光公社

金融決済院

大韓商事仲裁院

ソウル事業通商振興院
韓国貿易保険公社
韓国輸出入銀行

韓國認可援助センター
国家情報院
金融委員会

公正取引委員会
警察庁

国税庁
関税庁

中小企業庁
通計庁

特許庁
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ホームページ
www.jeju.go.kr

82-2-788-3656,3664

青瓦台

公共機関

電話番号
82-64-120

82-2-551-2000~2019 www.kcab.or.kr
82-1577-7119

www.sba.seoul.kr

82-2-1588-3554

www.ksure.or.kr

82-2-3779-6114

www.koreaexim.go.kr

82-43-927-1330

www.kab.or.kr

82-111

www.nis.go.kr

82-2-2100-2568

www.fsc.go.kr

82-44-200-4326

www.ftc.go.kr

82-182

www.police.go.kr

82-1588-0560

www.nts.go.kr

82-125

www.customs.go.kr

82-42-481-6894

www.smba.go.kr

82-2-2012-9114

kostat.go.kr

82-42-481-5073

www.kipo.go.kr

■在韓商工会議所および投資関連機関
区分

機関名

ホームページ

82-2-6201-2200

www.amchamkorea.org

在韓英国商工会議所

82-2-6365-2300

www.bcck.or.kr

在韓カナダ商工会議所

82-2-554-0245~6 www.canchamkorea.org

在韓イタリア商工会議所

82-2-402-4379

在韓商工会議所 ソウルジャパンクラブ

www.itcck.org/english

82-2-739-6962~3 www.sjchp.co.kr

在韓欧州連合商工会議所

82-2-6261-2700

www.ecck.eu

韓仏商工会議所

82-2-2268-9505

www.fkcci.com

韓独商工会議所

82-2-3780-4600

korea.ahk.de

在韓オーストラリア・ニュージーランド商工会議所 82-2-766-9590

www.austchamkorea.org

Invest KOREA

82-1600-7119

www.investkorea.org

外国人投資オンブズマン事務所

82-2-3497-1827

www.i-ombudsman.or.kr

産業通商資源部

82-1577-0900

www.motie.go.kr

企画財政部

82-44-215-2114

www.mosf.go.kr

82-2-2100-2114

www.mofa.go.kr

京畿道投資誘致

82-31-120

invest.gg.go.kr/

京畿道外国人投資企業協議会

82-31-259-6521

www.gafic.or.kr

全羅南道外国人投資支援センター

82-61-286-5120

N/A

全羅北道外国人投資支援センター

82-63-280-2401

N/A

投資関連機関 外交部

■施設

電話番号

在韓米国商工会議所

: ガス、電気、水道、電話、インターネット、衛生TV、郵便局

区分

会社名

電話番号

ホームページ

ガス

韓国都市ガス協会

82-2-554-7721

www.citygas.or.kr

電気

韓国電力公社

82-61-345-3114

cyber.kepco.co.kr

ソウル特別市上水道事業本部

82-2-120

arisu.seoul.go.kr

仁川広域市上水道事業本部

82-32-720-2114

www.waterworksh.incheon.kr

大邱広域市上水道事業本部

82-53-121
www.dgwater.go.kr
82-53-670-2000

釜山広域市上水道事業本部

82-51-669-4211 water.busan.go.kr

水道
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ディレクトリ
区分
水道

会社名
光州広域市上水道事業本部

KTオレー
電話
＆
SKTワールド
インターネット
LG U+
ケーブル&
スカイライフ
衛星TV
郵便局

■郵送

82-62-121

ホームページ
water.gjcity.net/index.do?S=S14

82-2-2190-1180 www.olleh.com
82-80-2525-011 www.tworld.co.kr
82-1544-0010

www.uplus.co.kr

82-2-2003-3000 www.skylife.co.kr

インターネット郵便局

82-2-2108-9895
www.epost.go.kr
82-1588-1300

: 国内宅配、国際運送

区分

国内宅配

国際運送

大韓通運宅配

会社名

国内国際

電話番号

ホームページ

82-1588-1255

www.doortodoor.co.kr

KGB宅配

82-1577-4577

www.kgbls.co.kr

東部宅配

82-2-6363-2600 www.dongbuexpress.com

一洋ロジス

82-1588-0002

京東宅配

82-80-873-2178 www.kdexp.com

www.ilyanglogis.com

韓進宅配

82-1588-0011

現代海運

82-2-722-8000 www.cyhds.com

大韓国際物流

82-1588-5824

Pumex

82-2-1588-6534 www.pumex.co.kr

朝鮮海運

82-2-2031-7000 www.aecx.co.kr

通人エキスプレス

82-2-723-0123 www.tonginpack.com

Asian Tigers Korea

82-2-3489-2500 www.asiantigers-korea.com

エース海運

82-2-3142-3100 aceshipping.co.kr

High Relocation Worldwide

82-2-795-2604 www.highrelo.com

海陸総合物流

82-2-3143-5555 www.kokusaiexpress.com
82-2-771-3311
www.searoad.or.kr
82-70-7439-2424

Calspress

82-51-512-1212 www.calspress.com

ALLIED PICKFORDS

82-2-796-5961 kr.alliedpickfords.com

国際エキスプレス
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電話番号

hanex.hanjin.co.kr
www.cilkorea.com

オリエント海運

82-2-716-6600 www.orientship.kr

UPS

82-1588-6886

www.ups.com/kr

DHL Korea

82-1588-0001

www.dhl.co.kr

FedEX

82-2-333-8000 www.fedex.com/kr

■教育

: 外国人学校、韓国語教育機関、図書館、書店

区分

機関名

ダリッジ•カレッジソウル

ドワイト・スクールソウル

電話番号

ホームページ

82-2-3015-8517 www.dulwich-seoul.kr
82-2-6920-8600 www.dwight.or.kr

ソウル・インターナショナル・スクール

82-31-750-1200 www.siskorea.org

ソウル外国人学校

82-2-330-3100 www.seoulforeign.org

ソウル・アカデミー・インターナショナル・スクール 82-2-554-1690 www.seoulacademy.net
ソウル龍山(ヨンサン)インターナショナル・スクール 82-2-797-5104

www.yisseoul.org

アジアパシフィック・インターナショナル・スクール 82-2-907-2747 www.apis.seoul.kr
グローバル・クリスチャン外国人学校
韓国インターナショナル・スクール

韓国ケント外国人学校

82-2-797-0234 www.gcfskorea.org
82-2-3496-0510 www.kis.or.kr
82-2-2201-7091 www.kkfs.org

インターナショナル・クリスチャン・スクール 82-31-855-1276 www.ics-ujb.org
京畿水原(キョンギ・スウォン)インターナショナル・スクール 82-31-695-2800 gsis.sc.kr
水原華僑小学校

82-31-262-2648 www.oscschool.co.kr

平澤国際クリスチャン・スクール

82-31-651-1376 www.icsptk.org

光州(クァンジュ)外国人学校

82-62-575-0900 www.kwangjuforeignschool.org

プルン・センテニアル・クリスチャン・スクール 82-2-772-9275~6 www.ccslions.com
大田(テジョン)クリスチャン・インターナショナル・スクール 82-42-620-9000 www.tcis.or.kr
外国人学校

慶南(キョンナム)インターナショナル外国人学校 82-55-853-5125 www.gifs.or.kr

釜山(プサン)インターナショナル外国人学校 82-51-742-3332 www.bifskorea.org
釜山(プサン)外国人学校

82-51-747-7199 www.busanforeignschool.org

韓国インターナショナル・クリスチャン・スクール 82-32-688-2212~5 www.christianschool.or.kr
レインボー・インターナショナル・スクール 82-2-571-2917/18 www.rischool.org
韓国漢城華僑小学校

82-2-776-1688 www.hanxiao.or.kr

韓国永登浦華僑学校

82-2-2678-5939 yongxiao.kr

韓国漢城華僑中等学校

82-2-324-0664 www.scs.or.kr

釜山(プサン)華僑小学校

82-51-467-0274 N/A

釜山(プサン)華僑学校

82-51-467-0275 www.kbchs.org

大邱(テグ)華僑小学校

大邱(テグ)華僑中等学校

82-53-255-4273 N/A
82-53-471-1422 www.kdcs.or.kr

議政府華僑小学校

82-31-829-3481 cafe.daum.net/ui-hwagyo

原州華僑小学校

82-33-764-4846 N/A

仁川華僑ジュンサン学校
忠州華僑小学校

温陽華僑小学校

82-32-772-3615 N/A
82-43-847-2656 N/A
82-41-462-2807 N/A

169

ディレクトリ
区分

機関名

電話番号

ホームページ

群山華僑小学校

82-63-445-2417 N/A

釜山華僑幼稚園

82-51-468-2845 N/A

ソウル日本人学校

82-2-308-2010 www.sjs.or.kr

ソウルフランス学校

82-2-535-1158 www.lfseoul.org

ソウルドイツ学校

82-2-792-0797 www.dsseoul.org

ハビエル・インターナショナル・スクール 82-2-396-7688 www.xavier.sc.kr
外国人学校

在韓モンゴル学校

82-2-3437-7078 www.mongolschool.org

ECLC国際幼稚園

82-2-795-8418 www.eclcseoul.com

フランシスコ外国人幼稚園

82-2-798-2195 www.franciscanfk.com

青羅ダルトン外国人学校

82-32-563-0523 www.daltonschool.kr

釜山日本人学校

82-51-753-4166 busanjs.jp

現代外国人学校

82-52-250-2851 hyundaiforeignschool.com

ノース・ロンドン・カレッジエイト・スクール済州(チェジュ) 82-64-793-8004 www.nlcsjeju.co.kr

韓国語教育機関

図書館
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韓国インターナショナル・スクール(済州 キャンパス) 82-2-2278-0509

www.ybmedu.com

カナダ韓国語学院

82-2-332-6003

www.ganadakorean.com

鮮文大学韓国語教育院

82-41-559-1306~7 kli.sunmoon.ac.kr

梨花女子大学語学教育院

82-2-3277-6958

elc.ewha.ac.kr

延世大学韓国語学堂

82-2-2123-8550
82-2-2123-3464~5

www.yskli.com

言語教育学院

82-2-735-0039

ソウル韓国語アカデミー

82-2-563-3226

ソウル大学校言語教育院

82-2-880-8570,5488 language.snu.ac.kr

韓国外国語大学校韓国語文化教育院

82-2-2173-2260,
82-31-330-4831

builder.hufs.ac.kr/user/hufskorean

漢陽大学校国際語学院

82-2-2220-1663,
1665,1666

iie.hanyang.ac.kr

建国大学校言語教育院

82-2-450-3075~6 kfli.konkuk.ac.kr

西江大学韓国語教育院

82-2-705-8088~9 klec.sogang.ac.kr

檀国大学校国際語学院

82-1899-3700

www.seoul-kla.com

www.dankook.ac.kr

YBM語学院KLI(Korea Language Institute) 82-2-2278-0509

www.ybmedu.com

亞洲大学校韓国語学堂

82-31-219-2114

ali.ajou.ac.kr

国立中央図書館

82-2-535-4142 www.nl.go.kr/english/index.jsp

国会図書館

82-2-788-4211

www.nanet.go.kr/english

南山図書館

82-2-754-7338 nslib.sen.go.kr

西大門図書館

82-2-6948-2115,2160 sdmlib.sen.go.kr

区分
図書館

書店

■医療

江南図書館

機関名

電話番号

ホームページ

82-2-3448-4741~5 gnlib.sen.go.kr

坪内図書館

82-31-590-8560~1 lib.nyj.go.kr/pynae/index.jsp

中区図書館

82-2-2280-8490~1 www.e-junggulib.or.kr

教保文庫

82-1544-1900

www.kyobobook.co.kr

永豊文庫

82-1544-9020

www.ypbooks.co.kr

Bandi and Luni's

82-1577-4030

www.bandinlunis.com

: 病院、生命保険
区分

病院名

ソウル

電話番号

ホームページ

ソウル大学校病院

82-2-2072-0505 www.snuh.org

延世大学校医療院

82-2-2228-5800,5810 www.yuhs.or.kr

ソウル峨山病院

82-2-3010-5001 medical.amc.seoul.kr

三星ソウル病院

82-2-3410-0200,0226 www.samsunghospital.com

江南セブランス病院

822-2019-3600,3690 gs.iseverance.com

順天郷大学校病院

82-2-709-9114,9158 www.schmc.ac.kr/seoul

漢陽大学校医療院

82-2-2290-9553 www.hyumc.com

慶熙医療院

82-2-958-9644,9477 www.khmc.or.kr

カトリック大学校ソウル聖母病院 82-2-2258-5745~6 www.cmcseoul.or.kr
病院

京畿道

中央大学病院

82-1800-0114

高麗大学校医療院

82-2-920-5677 www.kumc.or.kr

梨花女子大学校医療院

82-2-2650-5890 www.eumc.ac.kr

www.caumc.or.kr

移住民医療センター

82-2-862-0066 N/A

亜洲大学校病院

82-31-219www.ajoumc.or.kr
4311~3,4010,7070

清心國際病院

82-31-589-4300 www.csmc.or.kr

カチョン医科大学キル病院

82-32-460-3213 www.gilhospital.com

国立ガンセンター

82-31-920-1934 ncc.re.kr

順天郷大学校富川病院

82-32-621-5114 www.schmc.ac.kr

仁荷大学校病院

82-32-890-2080,2090 inha.com
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ディレクトリ
区分

病院名

釜山

病院

ホームページ

釜民病院

82-51-602-8189 www.bumin.co.kr

チョウン・カンアン病院

82-51-610-9182 www.gang-an.or.kr

仁済大学校釜山白病院

82-51-890-6114 www.paik.ac.kr

パークサイド・リハビリ医学病院 82-51-629-8000 www.parkside.co.kr
チョウンムナ病院

82-51-644-2002
www.moonhwa.or.kr
82-51-630-0123

高神大学校ボグム病院

82-51-990-6114,6900 www.kosinmed.or.kr

慶尚南道

昌原Fatima医院

82-55-270-1000 www.fatimahosp.co.kr

慶尚北道

龟尾车医院

82-54-450-9700 kumi.chamc.co.kr

啓明大学校東山医療院

82-53-250-7303 www.dsmc.or.kr

嶺南大学校医療院

82-1522-3114
yumc.ac.kr/12_english/vision.htm
82-53-623-8001

蔚山大学校病院

82-52-250-7000 www.uuh.ulsan.kr

朝鮮大学校病院

82-62-220-3114 hosp.chosun.ac.kr

全南大学校病院

82-62-220-5400 www.cnuh.com

光州クリスチャン病院

82-62-650-5000 www.kch.or.kr/eng

イエス病院

82-63-230-8114 www.jesushospital.com

圓光大学校医科大学病院

82-63-859-1114 www.wkuh.org

乙支大学病院

82-42-1899-0001 www.emc.ac.kr

建陽大学校病院

82-42-600-6654,6655 www.kyuh.ac.kr

韓華生命

82-2-2169-0899
www.hanwhalife.com
82-1588-6363

アリアンツ生命

82-2-3299-5500
www.allianzlife.co.kr
82-1588-6500

三星生命

82-2-900-3114

興国生命

82-31-789-9200 www.hungkuk.co.kr

敎保生命

82-2-2670-5200 www.kyobo.co.kr

東洋生命

82-2-2047-2000 www.myangel.co.kr

メットライフ生命保険

82-2-2017-6700 www.metlife.co.kr

プルデンシャル生命

82-2-331-4620

新韓生命

82-2-2131-3000 www.shinhanlife.co.kr

大邱
蔚山
光州

全羅北道

大田

生命保険
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電話番号

www.samsunglife.com

www.prudential.co.kr

区分

病院名

生命保険

■金融

電話番号

ホームページ

PCA生命

82-2-6958-3898 www.pcakorea.co.kr

ACE生命

82-1599-4600

ING生命

82-2-2261-1133 www.inglife.co.kr

ライナー生命

82-2-797-9000

AIA生命

82-2-3707-4800 www.aia.co.kr

三星火災

82-2-2119-2000 www.samsungfire.com

現代海上

82-1588-5656

www.hi.co.kr

メリッツ火災

82-1566-7711

www.meritzfire.com

KDB生命

82-2-6913-8190 www.kdblife.co.kr

www.acelife.co.kr

www.lina.co.kr

: 銀行、クレジットカード

区分

銀行

銀行名

電話番号

ホームページ

産業銀行

82-2-1588-1500 www.kdb.co.kr

Standard Chartered銀行

82-1577-7744

KB国民銀行

82-2-6300-9999 omoney.kbstar.com/quics?page=ochn

新韓銀行

82-1577-8380
www.shinhanbank.co.kr
82-2-3449-8380

KEBハナ銀行

82-1599-6111
open.keb.co.kr
82-42-520-2500

ウリ銀行

82-2-2006-5000
spot.wooribank.com
82-1599-2288

www.standardchartered.co.kr

JPモルガン

82-2-758-5200 www.jpmorganam.co.kr

シティ銀行

82-2-3704-7000 www.citibank.co.kr

みずほ銀行

82-2-3782-8500 www.mizuhocbk.co.jp

中国銀行

82-1670-5566

中国工商銀行

82-2-755-5688 www.icbc.com.cn

HSBC

82-1588-1770

バークレイズ

82-2-2126-2600 www.barclays.com

www.bank-of-china.com

www.hsbc.co.kr
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ディレクトリ
区分

銀行

クレジットカード

銀行名

82-2-317-1700

UBS

82-2-3702-8888 www.ubs.com/kr/en.html

ドイツ銀行

82-2-724-4500 www.db.com/korea

ING

82-2-317-1800

マスターカード

82-0079-811-887-0823 www.mastercard.com

アメリカン・エキスプレスカード

82-2-399-2929 www.americanexpress.com

JCBカード

82-2-755-4693 www.jcbcard.kr

BCカード

82-2-950-8600 www.bccard.com

KEB Hana カード

82-1544-3500

www.hanacard.co.kr

新韓カード

82-1544-7000

www.shinhancard.com

ウリカード

82-2-2169-5900 card.wooribank.com

シティカード

82-2-2004-1004 www.citibank.co.kr

NHカード

82-2-3704-1004
82-1588-2100 card.nonghyup.com
82-1544-2100

区分
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ホームページ

BNPパリバ

■エンターテインメント

ギャラリー
&
博物館

電話番号

www.bnpparibas.co.kr

www.ing.com

& 文化

機関名

電話番号

ホームページ

国立劇場

82-2-2280-4114 www.ntok.go.kr

城南アートセンター

82-31-783-8000 www.snart.or.kr

世宗文化会館

82-2-399-1114~6 www.sejongpac.or.kr

ソーマー美術館

82-2-425-1077 www.somamuseum.org

芸術の展堂

82-2-580-1300 www.sac.or.kr

ユニバーサル・アートセンター

82-70-7124-1740 www.uac.co.kr

貞洞劇場

82-2-751-1500

忠武アートホール

82-2-2230-6600 www.caci.or.kr

国立中央博物館

82-2-2077-9000 www.museum.go.kr

www.chongdong.com

韓国国立民俗博物館

82-2-3704-3114 www.nfm.go.kr

国立現代美術館

82-2-2188-6000 www.mmca.go.kr

ソウル歴史博物館

82-2-724-0274 www.museum.seoul.kr

区分

ギャラリー
&
博物館

映画館

游乐园

農業博物館

機関名

電話番号

ホームページ

82-2-2080-5727 www.agrimuseum.or.kr

嘉会民画博物館

82-2-741-0466

www.gahoemuseum.org

耕仁美術館

82-2-733-4448~9 www.kyunginart.co.kr

ソウル市立美術館

82-2-2124-8800 sema.seoul.go.kr

国立古宮博物館

82-2-3701-7500 www.gogung.go.kr

キムチ間

82-2-6002-6456 www.kimchimuseum.co.kr

CGV

82-1544-1122

www.cgv.co.kr

メガボックス

82-1544-0070

www.megabox.co.kr

ロッテシネマ

82-1544-8855

www.lottecinema.co.kr

ソウル劇場

82-2-2269-2700 www.seoulcinema.com

ロッテワールド

82-2-1661-2000 www.lotteworld.com

エバーランド

82-31-320-5000 www.everland.com

ソウルランド

82-2-509-6000 www.seoulland.co.kr

ソウル大公園

82-2-500-7338 grandpark.seoul.go.kr

アインスワールド

82-32-320-6000 www.aiinsworld.com

イーワールド

82-53-620-0001 www.eworld.kr

慶州ワールド・リゾート

82-54-745-7711 www.gjw.co.kr

通度ファンタジア

82-55-379-7000 www.fantasia.co.kr

■ショッピング
区分

百貨店

市場

新世界百貨店

商店名

電話番号

ホームページ

82-02-310-1047 www.shinsegae.com

ロッテ百貨店

82-1899-8900
82-2-771-2500

現代百貨店(狎鴎亭)

82-2-547-2233 www.ehyundai.com

www.lotteshopping.com

ギャラリア百貨店

82-2-410-7114

タイムズ・スクエア

82-2-2638-2000 www.timessquare.co.kr

南大門市場

82-2752-1913

東大門市場

82-2-2262-0114 www.dongdaemunsc.co.kr

dept.galleria.co.kr
www.namdaemunmarket.net

広場市場

82-2-2272-0091 www.kwangjangmarket.co.kr

芳山市場

82-2-2266-8765 www.bangsanmarket.net

可楽市場

82-2-3435-0400 www.garak.co.kr

江西市場

82-2-2640-6000 www.garak.co.kr

175

ディレクトリ
区分

商店名
京東市場
鷺梁津水産市場
平和市場

市場

82-2-2265-3531~3 www.pyounghwa.com

doota
ミリオレ(明洞)
楽園商街
龍山電子商街
良才花市場
E-Mart
Lotte Mart

Kim’s Club
Home Plus
ハナロ・マート
COSTCO
メガ・マート
ショッピングモール
Ipark百货商店
ショッピングモール Central City
Enter 6
COEX商场
新羅兔税店
ロッテ免税店
免税店
東和兔税店
ウォーカーヒル免税店
新世界免税店
大型マート

■旅行

82-2-833-8800
82-2-2124-0001
1599-1968
82-2-707-4700,4694
82-2-579-8100
82-2-380-5678
82-1577-2500
82-2-2145-8000
82-2-530-5752
82-2-3459-8000
02-2022-6900
82-1899-9900
82-2-820-8500
82-2-2157-0100
82-2-2012-0101
82-2-6002-5300
1566-6222
82-2-6000-0114
82-2-2639-6000
82-2-1688-3020
82-1688-6680
82-1599-1110
82-1577-0161

www.doota.com
N/A
www.enakwon.com
www.i-etland.co.kr
www.yfmc.co.kr
emart.shinsegae.com
www.lottemart.com
N/A
corporate.homeplus.co.kr
www.nhhanaro.co.kr
www.costco.co.kr
home.megamart.com
www.garden5.com
www.iparkmall.co.kr
www.centralcityseoul.co.kr
www.enter6.co.kr
coex.co.kr
www.shilladfs.com/cn/
cn.lottedfs.com/main
www.dutyfree24.com
www.skdutyfree.com
www.ssgdfs.com

: 航空会社、ホテル 他等々

区分

航空会社
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電話番号
ホームページ
82-2-967-8721 www.kyungdongmart.com
82-2-2254-8000~1 www.susansijang.co.kr

会社名

電話番号

ホームページ

大韓航空

82-1588-2001
www.koreanair.com
82-2-2656-2001

アシアナ航空

82-1588-8000
flyasiana.com
82-2-2669-8000

済州航空

82-1599-1500

ジンエア

82-1600-6200
www.jinair.com
82-2-3600-6000

イースター航空

82-1544-0080

www.jejuair.net

www.eastarjet.com

区分

会社名
エア釜山

電話番号
ホームページ
1666-3060
www.airbusan.com
070-7997-3060

ティーウェー航空

82-1688-8686

ガルーダ・インドネシア航空
KLMオランダ航空

82-2-3483-1133 www.klm.com/

ルフトハンザドイツ航空

82-2-6022-4228 www.lufthansa.com/kr

マレーシア航空

82-2-7536-241,2
www.malaysiaairlines.com
82-2-348-34849

デルタ航空

ベトナム航空

www.delta.com

82-2-757-8920 www.vietnamairlines.com
82-2-3788-0170 www.airastana.com

エアカナダ

82-2-3788-0100 www.aircanada.co.kr

エアフランス

エアホンコン

82-2-752-6310 www.airindia.co.kr
82-2-3483-1033 www.airfrance.co.kr
82-32-744-6766 www.airhongkong.com.hk

ユナイテッド航空

82-2-751-0300 www.kr.united.com

ANA

82-2-2096-5500 www.ana.co.jp/wws/kr/k

JAL

中国国際航空

82-2-757-1711

www.kr.jal.com/krl/en

82-2-774-6886 www.airchina.kr

中国南方航空

82-1899-5539

www.cs-air.com

中国東方航空

82-1661-2600

www.easternair.co.kr

チャイナエアライン

82-2-317-8888 www.china-airlines.co.kr

キャセイパシフィック航空
タイ航空

82-1644-8003

www.cathaypacific.com/kr

82-2-3707-0114 www.thaiair.co.kr

フィリピン航空

82-2-1544-1717 www.philippineairlines.com

アエロフロート・ロシア航空

82-2-569-3271,3276 www.aeroflot.ru/cms/zh

シンガポール航空

カタール航空

エミレーツ航空

ウェスチィン朝鮮ホテル
ヒルトンホテル
プラザホテル

特1級ホテル

82-2-754-1921

エア・アスタナ

エアインディア

航空会社

www.twayair.com

82-2-773-2092 www.garuda-indonesia.com/kr

新羅ホテル

ロッテホテル

グランド・アンバサダー

82-2-755-1226 www.singaporeair.com/kr
82-2-3772-9000 www.qatarairways.co.kr
82-2-2022-8400 www.emirates.com/kr
82-2-771-0500 www.echosunhotel.com
82-2-753-7788 www.hilton.co.kr
82-2-771-2200

www.hoteltheplaza.com

82-2-2233-3131 www.shilla.net
82-2-771-1000

www.lottehotel.com

82-2-2275-1101 grand.ambatel.com

グランド・ハイアットソウル

82-2-797-1234

シェラトン・グランデ・ウォーカーヒル

82-2-455-5000 www.sheratonwalkerhill.co.kr

seoul.grand.hyatt.kr/ko/hotel/home.html
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ディレクトリ
ステイセブン

特1級ホテル

Wソウルウォーカーヒルホテル

会社名

電話番号
ホームページ
82-2-465-2222 www.wseoul.com

グランドヒルトン・ソウルホテル

82-2-3216-5656 www.grandhiltonseoul.com

メイフィールド･ホテル

82-2-2660-9000 www.mayfield.co.kr

JW マリオットホテルソウル

82-2-6282-6262 www.jw-marriott.co.kr

インターコンチネンタル・ホテル

ザ・リッツ・カールトン･ソウル

82-2-555-5656 www.grandicparnas.com:444/kor
82-2-3451-8000 www.ritzcarltonseoul.com

インペリアル・パレス・ホテル

82-2-3440-8000 www.imperialpalace.co.kr

ロッテ・ホテル・ワールド

82-2-419-7000 www.lottehotelworld.com

コエックス・インターコンチネンタルホテル 82-2-3452-2500 www.iccoex.com/kor/index.do
釜山ウェスティン朝鮮ホテル

82-51-749-7000 twcb.echosunhotel.com

ソウルローヤルホテル

82-2-756-1112

www.royal.co.kr

82-2-753-3131

www.hotelpresident.co.kr

パラダイス・ホテル釜山

プレジデント・ホテル
世宗ホテル

82-2-773-6000 www.sejong.co.kr

コリアナ・ホテル

82-2-2171-7000 www.koreanahotel.com

ホテル・キャピタル

82-2-6399-2000 www.hotelcapital.co.kr

パシフィック・ホテル

ホリデイ・イン城北ホテル

特2級ホテル ソウルガーデン・ホテル

ノボテル・アンバサダー江南

82-2-777-7811

www.thepacifichotel.co.kr

82-2-929-2000 www.holiday.co.kr
82-2-710-7112

www.seoulgarden.co.kr

82-2-567-1101

novotel.ambatelen.com/gangnam

レキシントン・ホテル

82-2-6670-7000 www.kensingtonyoido.co.kr

ラマダソウルホテル

82-2-6202-2000 www.ramadaseoul.co.kr

ソウルパレス・ホテル

海雲台センタム・ホテル

82-2-532-5000 www.seoulpalace.co.kr
82-51-720-9000 www.ecentumhotel.com

シークラウド・ホテル

82-51-933-1000 www.seacloudhotel.com

コアテル

82-2-6288-3333 www.coatel.co.kr

パレドシズ

レジデンス

82-51-742-2121 www.busanparadisehotel.co.kr

82-51-746-1010 www.paledecz.co.kr

プロビスタ

82-2-597-1140

ヒューマン・スタービル

82-2-556-0070
www.humanstarville.com
82-2-553-0050

オークウッド

82-2-3466-7000 www.oakwoodpremier.co.kr

サマーセット・パレス・ソウル

82-2-6730-8888 www.somersetpalace.co.kr

現代レジデンス

82-2-3406-8000,1 www.hyundairs.com

カサビル

82-2-6220-4000 www.casaville.co.kr

江南(カンナム)サービスレジデンス

www.provista.co.kr

82-2-6474-1515 www.gangnamresidence.com

フレイザー・プレイス・セントラル・ソウル 82-2-2220-8888 seoul-central.frasershospitality.com

ステイセブン

178

82-2-365-9010 N/A

区分
レジデンス

ホテル予約
サイト

国立公園

伝統村

宮殿

韓国案内情報

会社名

電話番号

ホームページ

アールヌーボー・シティ

82-2-580-7400
www.gnanhotel.com
82-2-580-7400

バビエン・スイーツ

82-2-2076-9000 www.vabiensuite.com

Korea Hotel

82-2-3152-0777 www.koreahotel.com

Hoteljava

82-1544-8608

HOTELVIP

82-2-785-5552 www.hotelvip.co.kr

www.hoteljava.co.kr

HOTEL JOIN

82-2-2017-4644 www.hoteljoin.com

Oh my hotel

82-1566-7005

www.ohmyhotel.com

INTERPARK Tour

82-1588-3443

tour.interpark.com

BENIKEA

82-1330
www.benikea.com
82-33-738-3670

Hotels.com

82-2-3480-0151 www.hotels.com

Hotel.Korea

82-2-552-6965 www.hotel.co.kr

Hotel Together

82-2-584-1884 home.hoteltogether.com

雪岳山国立公園

82-33-636-7700 seorak.knps.or.kr

北漢山国立公園

82-2-909-0497 bukhan.knps.or.kr

智異山国立公園

82-55-970-1000 jiri.knps.or.kr

漢拏山国立公園

82-64-713-9950~3 www.hallasan.go.kr

多島海海上国立公園

82-61-554-5474 dadohae.knps.or.kr

泰安海岸国立公園

82-41-672-9737 taean.knps.or.kr

閑麗海上国立公園

82-55-860-5800 hallyeo.knps.or.kr

安東河回村

82-54-853-0109,0103 www.hahoe.or.kr

韓国民俗村

82-31-288-0000 www.koreanfolk.co.kr

済州民俗村博物館

82-64-787-4501~2 www.jejufolk.com

景福宮

82-2-3700-3900 www.royalpalace.go.kr

昌德宮

82-2-762-8261,9513 www.cdg.go.kr

德寿宮

82-2-771-9955 www.deoksugung.go.kr

昌慶宮

82-2-762-4868 cgg.cha.go.kr

韓国観光公社

82-33-738-3000 korean.visitkorea.or.kr

Korea.net

82-44-203-3300 www.korea.net

ソウル・グローバル・センター

82-2-2075-4113 global.seoul.go.kr

ソウル特別市文化観光

82-2-3788-0882 www.visitseoul.net

釜山広域市

82-51-1330,82-51-120 ctour.busan.go.kr

大邱広域市

82-53-803-3902 tour.daegu.go.kr/chi

仁川ツアー

82-32-120

china.visitincheon.org

光州広域市

82-62-120

chn.gwangju.go.kr
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ディレクトリ
区分

会社名

忠清南道文化観光

電話番号
ホームページ
82-42-120
www.daejeon.go.kr/dre/index.do
82-31-120
cn.ggtour.or.kr
82-33-1330
cn.gangwon.to
82-33-249-3337
www.chungnam.net/chineseTrad
82-41-635-2000
itionMain.do

忠清北道文化観光

82-43-220-2114 chn.chungbuknadri.net

慶尚北道文化観光

www.gbtour.net

慶南観光ガイド

82-63-1330
82-61-247-0011
82-54-1330
82-54-745-0753
82-55-1330
82-55-211-6130

済州特別自治道観光情報

82-64-120

www.jejutour.go.kr

It's Daejeon文化觀光
京畿道
Lively江原観光

韓国案内情報

■スポーツ
区分
レジャー
スポーツ

テニス

テコンドー
(跆拳道)

180

全羅北道文化観光
全羅南道文化観光

www.gojb.net/chinese
www.namdokorea.com/ch

china.gntour.com

& レジャー
River City

機関名

漢江事業本部

電話番号

ホームページ

82-2-3442-3313 www.hanrivercity.com
82-2-120

hangang.seoul.go.kr

東ソウルテニスコート

82-2-406-4781 N/A

奬忠テニスコート

82-2-2274-3379 N/A

ソウル高校テニスコート

82-2-582-8151

漢南テニスコート

82-2-790-3651 www.hannamtennis.com

楽園テニスコート

82-10-6267-9392 blog.naver.com/j2h7072

ワールドカップ公演テニスコート

82-2-300-5501~2 worldcuppark.seoul.go.kr

N/A

良才テニスコート

82-2-579-7277 cafe.naver.com/fotestjump

漢南第1テニスコート EZ TO Tennis

82-10-4880-5313 cafe.naver.com/hannamtennis

コ-ロン・スポレックス・テニスコート

82-2-580-8301~2 www.sporex.com/

ハナロ・テニスコート

82-2-3462-7807 N/A

スポタイムテニスコート

82-2-526-0444 www.sportime.co.kr/

国際クムカンテコンドー

82-2-2642-0692 www.taekwontokorea.com

漢南テコンドー

82-2-794-9125 N/A

へドンテコンドー

82-2-794-1462 N/A

梨泰院テコンドー

82-2-798-7271

N/A

区分
テコンドー
(跆拳道)

ゴルフ場

機関名

電話番号

ホームページ

ソウル外国人テコンドー

82-2-322-6067 N/A

韓国外国人テコンドー

82-2-884-5833 N/A

べネスト・ゴルフ・クラブ

82-1577-9727

昆池岩カントリークラブ

82-31-760-3555~6 www.konjiam.lg.co.kr

南ソウル・カントリークラブ

82-31-709-6000 www.nscc.co.kr

ニュー・コリア・カントリークラブ

82-2-353-0091 www.newkoreacc.co.kr

レイクサイド・カントリークラブ

82-31-334-2111 www.lakesidecc.co.kr

www.golfsamsung.com

レイクヒルズ・カントリークラブ

82-31-336-8350 lakehills.co.kr

ロッテ・スカイヒルズ・カントリークラブ

82-55-340-9000 www.skyhill.co.kr

アシアナ・カントリークラブ

82-31-334-8800 www.asianacc.co.kr

ﾄｩﾙｰﾝ・ゴルフ&カントリークラブ Alpensia 82-33-339-0000 www.alpensiaresort.co.kr
ジャック・ニクラス・ゴルフクラブ

82-32-850-8000 www.jacknicklausgolfclubkorea.com

KBS88体育館

82-2-2600-8880 www.kbssw.co.kr

国立体育振興公団

82-2-410-1642~3 www.ksponco.or.kr

ワールド・スポピア

82-2-2041-6114~5 www.worldspopia.co.kr

クラブ36.5

82-2-569-3650 blog.naver.com/club3650

スポーツジム/ RUフィットネスセンター
プール
リバティ・ジム
ハミルトン・ホテル・プール

82-1577-8420

www.rufitness.com

82-2-798-0994 N/A
82-2-3786-6000 www.hamilton.co.kr

シェラトン・ウォーカーヒル・ホテル・プール 82-2-450-4607 www.sheratonwalkerhill.co.kr

ウォーター
パーク
/レフティン

スピア漢江ポール

82-2-761-8201

蚕院漢江プール

82-2-536-8263 N/A

SeaLaLaウォーターパーク

82-2-2628-9000 www.sealala.com

N/A

ウンジン・プレードシ

82-1577-5773

キャリビアンベイ

82-31-320-5000 www.everland.com

雪岳ウォーターピア

82-1588-2299

www.playdoci.com
www.hanwharesort.co.kr

ビバルディパーク・オーシャンワールド 82-1588-4888

www.daemyungresort.com

フェニックスパーク・ブルー・キャニオン 82-1577-0069

www.phoenixpark.co.kr

龍坪ウォーターパーク・ピーク・アイランド 82-33-330-7103 www.yongpyong.co.kr
テディーン・ウォーターパーク

82-41-906-7000 www.tedin.co.kr

スパビス

82-41-539-2000 www.spavis.co.kr

釜谷ハワイ

82-55-536-6331 www.bugokhawaii.co.kr
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ディレクトリ
区分

ウォーター
パーク
/レフティン

スキー
&
リゾート

競技場

機関名

ホームページ

82-55-379-7000 aqua.fantasia.co.kr

ブルーワン・ウォーターパーク

82-1899-1888

韓国トンガンレフティン

82-1600-5121
www.rvv.co.kr/rvv
82-33-375-6600

寧越レフティン

82-33-375-1432 www.ywrafting.com

トンガンレフティン

82-33-333-6600 www.raft.co.kr

昆池岩リゾート

82-1661-8787

芝山フォレストリゾート

82-31-644-1200 www.Jisanresort.co.kr

龍坪リゾート

82-33-335-5757 www.yongpyong.co.kr

ハイウォンリゾート

82-1588-7789

www.high1.com

デミョン・ビバルディパーク

82-1588-4888

www.daemyungresort.com

ベアスタウン

82-31-540-5000 www.bearstown.com

パイン・リゾート

82-2-744-2001~2 www.pineresort.com

ウェルリヒルリパーク

82-1544-8833

wp.blueone.com

www.konjiamresort.co.kr

www.wellihillipark.com

エリシアン

82-33-260-2000 www.elysian.co.kr

ポグァンフェニックスパーク

82-1577-0069(#1) www.phoenixpark.co.kr

O2リゾート

82-33-580-7000 www.o2resort.com/chinese

スターヒルリゾート

82-2-2233-5311 www.starhillresort.com

サジョリゾート

82-43-846-3000 www.sajoresort.co.kr

エデンバレーリゾート

82-55-379-8000 www.edenvalley.co.kr

ハンソル・オーク・バレー・リゾート

82-1588-7676
www.oakvalley.co.kr
82-33-730-3500

德裕山茂朱リゾート

82-63-322-9000 www.mdysresort.com/index.asp

ソウルワールドカップ競技場

82-2-2128-2002 www.seoulworldcupst.or.kr

蚕室野球競技場

82-2-2240-1777 www.doosanbears.com

木洞野球競技場

82-2-3660-1000 www.heroes-baseball.com

仁川文鶴野球競技場

82-32-200-7507 www.sksports.net/Wyverns/Munhak/index.asp

釜山社稷野球競技場

82-51-590-9000 www.giantsclub.com

蚕室運動場

82-2-2240-8802 stadium.seoul.go.kr/reserve/reserve_01_03_01.html

蚕室総合運動場

82-2-2240-8800 stadium.seoul.go.kr/reserve/reserve_01_00.html

国立民俗子供博物館

82-2-3704-3114 www.kidsnfm.go.kr

児童のレザー 子供文化芸術学校
活動
キザニア
ジンボリー
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電話番号

アクア・ファンタジア

82-2-2234-4032,4036 www.thebefu.org
82-1544-5110

www.kidzania.co.kr/web/eng

82-2-596-0949 www.gymboree.co.kr

区分

機関名

レインボー子供センター

児童のレザー ユニカルチャー
活動
コエックス水族館
Jr.コエックス

■コミュニティー
区分

文化院

電話番号

ホームページ

类别

82-2-796-2776 N/A
82-2-2201-9300~1 www.uniartcenter.com
82-2-6002-6200 www.coexaqua.co.kr
82-10-3778-3803 www.jrkings.co.kr

: 文化院、グローバル・コミュニティー

英国文化院
中国文化院

機関名

電話番号
ホームページ
82-2-3702-0601 www.britishcouncil.kr
82-2-733-8307 www.cccseoul.org

ゲーテインスティテュート

82-2-2021-2800 www.goethe.de/seoul

イタリア文化院

82-2-796-0634
www.iicseoul.esteri.it
82-2-797-7792
82-51-442-0025 cafe.naver.com/phil7107
82-2-317-8500 www.institutfrancais-seoul.com
www.kr.emb-japan.go.jp/cult/
82-2-765-3011~3
cul_guide_map.html
82-2-744-6471 N/A
82-2-798-1694,5 embamex2.sre.gob.mx/corea
82-2-3452-8182 tulip.or.kr/main.php
82-2-525-7301 www.ilculture.or.kr/
82-2-749-3554 awckorea.com
82-2-3477-5423 N/A
N/A
www.anzakorea.com
82-2-756-0260 www.britishseoul.com
82-2-3445-3847 www.kcbl.org/bbs/clubs-e.php
82-2-596-8858 N/A
82-70-7797-8212
www.focusonseoul.com
82-798-7529
N/A
www.deutscherclubseoul.org
82-10-3905-7020 www.alwayshope.or.kr
N/A
www.iak.co.kr
82-2-798-1694~5 N/A
82-11-1704-6937 N/A
82-2-793-1775 N/A
82-2-763-9483 www.raskb.com
N/A
www.siwapage.com
N/A
www.seoulplayers.com/

フィリピン文化院
フランス文化院
日本公報文化院
サウジアラビア文化院
メキシコ文化院
イスタンブル文化院
イスラエル文化院
アメリカ女性クラブ(AWC)
韓国駐在フランス人会合(AFC)
オーストラリア&ニュージーランド協会(ANZA)
イギリスクラブ(BASS)
韓国コントラクトブリッジリーグ(KCBL)
韓仏婦人会

FOCUS-Foreigner's Community Service
グローバル
ドイツクラブ
・
コミュニティー Helping Others Prosper through English (HOPE)
アイリッシュ協会
メキシカン・コミュニティー・グループ
ノルディック女性クラブ(NWC)
韓国中東協会 홈피안됨
王立アジア協会
ソウル国際女性協会(SIWA)
ソウル・プレイヤーズ

Internat
Grou
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付録

KOTRA(大韓貿易投資振興公社)のご紹介

KOTRA紹介
KOTRA紹介

KOTRAは「貿易立国」という旗印のもと、1962年に設立された以来､
韓国経済発展とそれ歴史をともにしてきた。1960~70年代には、輸出
最前線における「輸出特攻隊」の役割を果たし、1980年代には東欧の
開放に向けた「北方経済外交」のリーダーとしての役割を果たした。そ
してアジア通貨危機の時は、外国人投資専担機関として外国企業を韓
国に誘致することにより、韓国が経済危機を克服する一助となった｡
KOTRAは現在、世界の10地域、86カ国、126の海外ネットワークを通
じて、韓国企業および対韓投資企業にとって「海外ビジネスのためのイ
ンフラ」としての役割を担っており、情報サービス産業、ITと融合した新
たな産業、エコ産業はもちろん、海外における調達市場、海外フランチ
ャイズ市場、海外プラント市場における韓国企業の進出も支援してい
る。また、韓国の中小・中堅企業のグローバル化のため、海外の主要企
業との提携を支援しており、中小企業に必要な海外人材の誘致、韓国
の労働力を海外の企業に斡旋するなど、直面した経済問題の解決のた
めにも努めている。
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KOTRAの主要事業および機能
情報調査

- 通商情報調査：海外貿易館から収集したリアルな海外市場の動向や
輸出入など通商に関する問題、FTA、貿易規制動向のような世界の

通商に関する論争点をリアルタイムで提供
- 地域情報調査：日本、中国、北米、中南米、アジア、オセアニア、中東・
アフリカ、CISなど、現地の経済動向を多角度に分析し、刊行物の
発刊や説明会の開催による詳細な市場情報を提供

グローバル
ウィンドウ
(Global
Window)

貿易投資情報ポータル「グローバルウィンドウー」を運営

展示博覧会への
参加支援

地域別、産業別の展示マーケティング戦略を樹立し、海外展示会にお

中小企業の海外
マーケティング
支援

- 支社化事業：世界各国の貿易館が韓国の中小企業の海外支社の役

ホームページ：www.globalwindow.org
モバイル：m.globalwindow.org
フェイスブック: www.facebook.com/globalkotra

ける韓国企業の参加を支援する。また、EXPOの韓国パビリオンを運
営することにより、韓国の先端技術や経済的発展を広報する。

割を果たし、市場調査から輸出取引先の発掘、取引成立の段階までを支援

- 共同物流センターの運営：円滑な海外物流の流通に向けて海外で
共同物流センターを運営

国際的人材採用
の支援

- 貿易館(Korea Business Centers)では、国内企業や機関が必要とす
る国際的人材を世界から発掘し、インタビューの斡旋、履歴の検証､
査証のための推薦など、
「国際的人材採用のためのワンストップサービス」を提供｡
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Invest KOREAについて
Invest
KOREA
について

韓国の国家投資誘致機関であるInvest KOREAは、外国企業の成功
的な韓国進出とその事業活動を支援するため、大韓貿易投資振興公社
(KOTRA)内に設立された。Invest KOREAは、対韓直接投資申告から
韓国における事業開始、企業活動、生活関連の問題に至るまで、包括
的なサービスを提供することにより、外国企業が韓国の投資環境に迅
速に適応し、短期間に基盤が構築できるよう協力している。

Invest KOREAの主なサービス
投資情報の提供
およびコンサル
ティング・サー
ビス

Invest KOREAは、投資の妥当性を調査するための資料提供、投資手
続き、法律問題、税務、会計分野の専門家によるアドバイスなどの多様
な情報やコンサルティング・サービスを提供している。また、投資決定
において投資家が最も必要とする情報を中心に専門家が作成した提案
書により、プロジェクトを正確に紹介できるよう努めている。

対韓投資の誘致

潜在投資家および投資プロジェクトのサポート対韓投資の誘致に関
するInvest KOREAのサービスは、国家イメージの広報からターゲッ
ト企業の発掘、投資の検討、投資計画、投資実行､諮問やアフターケ
アに至るまで、広範囲にわたって体系的に行われている。また、Invest
KOREAは、投資企業の意見をフィードバックして政策当局に伝えるこ
とにより持続的な投資環境の改善を図る。
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外国人投資のア
フターケアー・
サービス（オン
ブズマン）

- 対韓投資オンブズマン事務所：対韓投資オンブズマン事務所は、対
韓投資企業の経営における数多くの障害や問題を克服できるよう協

力している。オンブズマンは、投資許可、禁輸措置の解除、投資家サ
ポートなど、多方面における協力を提供している。
- 外国企業苦情処理団：オンブズマンに仲裁が要請されたすべての事

項について、その問題が解決されるまで1：1サービスが行われるよう､

「ホームドクター」という対韓投資の専門家が付く。ホームドクターと
なる対韓投資の専門家は、アドバイスや意見を政府における対韓投
資関連の最上機関である対韓投資委員会に提出するか、連絡を取
る。彼らは、主に海外投資政策に関する苦情を報告し、関係政府機
関や政府部署との調停を要求する。また、担当ケースの中で注目すべ
きものは委員会に報告する。詳しくはwww.i-ombudsman.or.krを
参照されたい。

Invest
KOREA Plaza
(IKP)

Invest KOREA Plazaは、地下2階、地上9階の最先端インテリジェン
ト・ビルディング・システムを備えた、対韓投資家専用のインキュベイト
施設である。
新規の外国人投資企業の初期定着基盤の造成、また、増額投資を計画
している既存企業の投資を活性化させるため、一定期間の間専用のオ
フィスを提供する。IKPに入居する企業は、Invest KOREAと政府機関
が提供する投資妥当性の調査、投資相談のような投資初期段階の支援
から、韓国のビジネス文化や日常生活の案内に至るまで、包括的な総
合サービスが受けられる。詳しくはwww.ikp.or.krを参照されたい。
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投資総合相
談センター
(Investment
Consulting
Center、ICC)

KOTRA総合行政支援センター(Foreign Investor Support Office)
内の投資総合相談室は、外国投資家および外国人投資企業を対象に投
資検討から投資履行までのサポートはもちろん、外国人投資企業の役
員の韓国定着を支援するワンストップ・コンサルティングセンターである｡
- 投資実務コンサルティング：外部から採用された民間の専門家や政府

の主要部署から派遣された公務員など約20人のコンサルタントが勤
めており、外国投資家が韓国で投資するために踏むべきすべての段
階について、体系的で専門的なアドバイスを提供している。外国投資
家とその家族であれば誰でも自由に電話、ファックス、E-mail、直接
訪問により無料コンサルティングを受けることができる。
(www.investkorea.org/ikwork/iko/eng/cont/contents.
jsp?code=1020603 -> FAQ)

相談分野

投資コンサルテ 対韓投資誘致の関係法令、制度、手続きおよび租税、税
ィング
務および立地、労務相談

投資申告の受付

対韓投資申告および登録手続きに関する相談、資本財の
導入、物品明細の検討確認の申請

投資の行政サ
ポート

関税、法人設立、税務に関する相談および外国人投資企業
登録証の発行、滞在資格に関する相談、投資ビザの発給

生活コンサルテ
韓国の生活情報および1日秘書サービス
ィング

- 代表電話：日本語82-2-3497-1055 / 英語82-2-3497-1056
- 可能言語：日本語、英語、韓国語
- 運営時間：月～金9:00～18:00(昼休み12:00～13:00)
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KOTRA
Trade Doctor

KOTRA Trade Doctor(貿易、投資総合相談室)では、貿易、海外投資
進出(アウトバウンド)および外国人直接投資(インバウンド)に関し、分
野別専門委員と電話・来訪・オンライン相談ができる。
•お問い合わせ
- 輸出・海外投資相談 82-1600-7119(#2)
- 外国人直接投資相談 82-1600-7119(#3)

アクセス

•公共交通
- 地下鉄3号線・良才駅下車(9番出口)
-盆
 唐・城南方面のバスに乗り換え: (可変車線バス亭)4432(緑
色)､405(青色)/(中央車線バス亭)140､407､408､421､440､462､470(青色)
- 農協ハナロマート、KOTRAで下車(KOTRAとIKPは現代起亜自動車
の向かい側に位置)
* 405､421番バスの場合、消費者保護院で下車
•自動車
-江
 南駅､または良才駅から盆唐・城南方向に進む(地下車道には進ま
ないこと)。廉谷十字路を左折し、横断歩道をわたって、わき道に進む。
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仁川空港または
ソウル駅からの
アクセス

•仁川空港1階バス亭からリムジンバス6009番(仁川市場-可楽洞)に
乗車→江南駅で下車し､市内バス140､407､408､440､462､470に
乗り換え→ハナロマート､またはKOTRA前で下車
•ソウル駅から地下鉄4号線(タンゴゲ行き)に乗り、忠武路駅で下車
→3号線(水西(スソ)行き)に乗り換え→良才駅で下車→9番出口から
出て中央車線バス亭で青色バス140､407､408､440､462､470に
乗り換え→ハナロマート、またはKOTRA前で下車

[KOTRA]
		

ソウル市瑞草区献陵路13
電話番号: 82-1600-7119 FAX. 82-2-3460-7777

[Invest KOREA Plaza] ソウル市瑞草区献陵路7
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電話番号: 82-2-3497-1000 FAX. 82-2-3497-1616
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