
 現場体験 Field Experience

虎龍谷山   「仁川空港が一望できる頂上」

虎龍谷山は標高245.6mの舞衣島で一番高い山。マダン岩
や釈迦岩、垂直絶壁などたくさんの奇岩怪石が絶景を成
し、島の中央にある国思峰と共に「黄海のアルプス」と
も呼ばれる。山の名は虎と龍が戦ったという伝説に由来
する。登山路はあまり急ではないため、誰でも楽に登れ
る。マツやアカシデ、カシワなどの茂る森があり、アツ
モリソウのような珍しい植物も咲いている。セムクミ船
着き場やクンムリ船着き場、ハナゲ海水浴場方面から登
ることができ、頂上に着くと、昇鳳島や紫月島など周り
の小さな島と仁川国際空港が一望できる。ここから眺め
る落陽もすばらしい。

● 住所  仁川 中区 ハナゲ路一帯             ● お問い合わせ  032)760-8870

1 Course :  虎龍谷山森林浴の森の入口 → 虎狼岩 → シンソン湧水 → 虎龍谷山頂上 → マダン岩 → 釈迦岩 
→ 幻想の道 → ハナゲ海水浴場(約2時間所要)

2 Course :  セムクミ(光明港)船着き場 → マダン岩 → 虎龍谷山頂上 → 吊り橋 → 国思峰 → クンムリ村(約2時
間50分)

舞衣海ヌリ道   海を眺めながら歩く小舞衣島の

                                                                            「舞衣海ヌリ道」
小舞衣人道橋をはじめ、小舞衣島に造られた海岸道や村道、山道に沿って上り下りしな
がら、漁村の風景と広い海が見晴らせる、約2.48kmのすばらしい探訪路。
朴正熙前大統領が休養した海辺や、親孝行の息子にまつわる母礼峠、海賊を撃退したと
いう将軍岩など様々なストーリーが伝わり、昔、探勝会が開かれる場所として有名にな
ったほど海岸の絶壁や奇岩怪石がすばらしい。また、江華島や仁川国際空港、八尾島、
仁川大橋、松島国際都市などが眺望でき、天気の良い日にはソウルの北漢山が見えるく

らい見晴らしがいい。

● 住所  仁川 中区 小舞衣路一帯 

● お問い合わせ  032)760-8870

クンムリ漁村体験村   「様々な海の体験場」    
引き潮の時に海に出てアサリやシオフキガイなどを獲
る潮干狩りや、漁船に乗って楽しむ海釣りなど、様々
な漁村体験プログラムが楽しめる。

● 住所  仁川 中区 大舞衣路26-9一帯
●   お問い合わせ  032)751-0310   http://keunmuri.seantour.com

Tip   体験プログラム(有料)

       海釣り : 一年中

       干潟体験 : 4月～10月

       魚つかみ取り体験 : 5月～9月

カチノル島村  「山と海、四季折々の体験場」     
カチノル島村は、静かな雰囲気の銀色の砂が有名なハ
ナゲ海水浴場や、様々な種類の木々が茂る虎龍谷山と
国思峰など恵まれた自然環境が自慢。農漁村体験のた
めの様々なプログラムを運営している。

● 住所  仁川 中区 大舞衣路301番ギル19-16一帯
●   お問い合わせ  032)7759-5422   http://kkachinol.go2vil.org

Tip   体験プログラム(有料)

       凧あげ、貝工芸 : 一年中

       エゴマの葉でキムチ作り : 5月～9月

       若菜摘みと野生の花植え : 春

       ジャガイモ掘り : 夏

       魚つかみ取り祭り(無料)、サツマイモ掘り、落花生掘り：秋

       牡蠣入り味噌作り、ポルボリムク（煮こごり）作り：冬

浦内漁村体験村  「広い砂浜と海釣りが楽しめる場所」   
広い干潟でアサリやシオフキガイなどいろいろな潮干
狩り体験ができ、海に延びたデッキがあるため、ボラ
やハゼなどの獲れる海釣りが楽しめる。

● 住所  仁川 中区 大舞衣路301番ギル一帯
●   お問い合わせ  032)752-5422   http://ponae.seantour.com

Tip   体験プログラム(有料)

       貝工芸 : 1月～3月、11月～12月             潮干狩り : 4月～10月

       立て干し網体験 : 4月～6月、9月～10月

       ウミニナ･アシハラガニ獲り：4月～7月、9月～11月

       海釣り : 8月～11月

Yeongjong·Yong-yu·Muuido Tour
Incheon Metropolitan City JUNG-GU

 歴史の勉強 Study of History

龍宮寺   市有形文化財第15号、新羅文武王時代に元暁大師が創建した寺院 

永宗島白雲山の北東側の麓にある龍宮寺は、新羅文武王
10年(670)に元暁大師によって建てられたとされる。朝鮮
王朝哲宗5年(1854)に興宣大院君によって再建され、今の
名である龍宮寺となった。龍宮寺には観音殿･龍皇閣･七星
閣･寮舎などの建物と、最近造られた高さ11mに及ぶ弥勒
仏がある。龍宮寺の観音殿は、屋根の側面が人の字型の切
妻になっている。柱には海岡･金圭鎮の書いた文字(柱掛け)

が4つ残っている。内部には本来ヒスイで彫刻した観音像があったと言われるが、日帝時
代に盗難に遭い、現在は青銅の観音像を祀っている。また、入口にある寮舎も切妻屋根で
、建物の前面には興宣大院君自筆の「龍宮寺」という扁額が掛かっている。

● 住所  仁川 中区 雲南路199-1
●   アクセス 83、84番バスに乗り、龍宮寺入口バス停で下車
● お問い合わせ  032)746-1361

Tip   龍宮寺のケヤキ (市記念物第9号) : 樹齢は約1,300年と推定され、高さ20m、幹周り5.63mの巨木で、「お

じいちゃんの木」「おばあちゃんの木」とも呼ばれている。長い間人々の関心を集めケアされてきた木で

あり、生物学的に保存価値が高いため、記念物に指定され保護されている。

八尾島遊覧船   韓国初の灯台がある八尾島

八尾島は軍事保護区域であるため長い間一般人の立ち入りは禁
止されてきたが、106年ぶりの2009年から立ち入り禁止が解除
された。この島には1903年に韓国で初めて建てられた「八尾島
灯台」がある。この灯台は、仁川上陸作戦で上陸艦隊の道しる
べの役目を果たした。2002年2月4日に仁川市指定文化財第40号
に指定された。かっている。

● 住所  仁川 中区 沿岸埠頭路36
●  アクセス 24、27、36番バスに乗り、沿岸旅客ターミナル    
  で下車(徒歩5分)
  12、33番バスに乗り、ライフショッピング前で下車(徒歩2分)
  36番バスに乗り、仁川水産物センターで下車(徒歩4分)
  14番バスに乗り、仁川総合水産物センターで下車(徒歩2分)
● お問い合わせ  現代マリン開発  032)885-0001

Tip   利用料金 : 大人 22,000ウォン／中･高校生 18,000ウォン／子供 15,000ウォン

 

趙炳秀家屋   仁川市指定文化財資料第16号130数年の歳月を経た伝統家屋

1890年に建てられた中流階級の住宅。表門がついた建物と
母屋から成り、口の字型が一部切れた形になっている。母
屋は前面3間、側面1間半の大きさで、板の間の左右に夫人
の部屋とそれに向かい合った部屋がある。夫人の部屋の横
には台所があり、台所の天井の一部を低くして、夫人の部
屋から入れる屋根裏部屋が造られている。表門がついた建

物は出入りする表門を中心に、東には主人の部屋が、西には部屋1間と倉庫があり、部屋
の前には縁側がある。韓国伝統家屋の体験を希望する外国人がよく訪れている。

                                                                               ● 住所  仁川 中区 龍遊路380番ギル21(南北洞)
●  アクセス 302番バスに乗り、龍遊小学校三叉路で下車／   
   306番バスに乗り、龍遊小学校で下車
● お問い合わせ 010-2112-3055
   http://cafe.naver.com/ogamul
   http://ogamulstay.com

Tip   オガムルゲストハウス : 現在、趙炳秀家屋の一部は韓屋ゲストハウスとして運営されている。

海で遊ぶ  Sea Play

乙旺里海水浴場   屏風のように生い茂る森、美しいヒスイ色の海

三日月のような形の砂浜で有名な乙旺里海水浴場には、様々な水
鳥がいる。砂浜の全長は約700m、平均水深は1.5mで、比較的広
い。砂浜の両端には松林が生い茂り、奇岩怪石が並んでいてすば
らしい景色が自慢。落陽が美しいことで有名で、家族旅行にぴっ
たり。

● 住所  仁川 中区 乙旺里海水浴場                ● お問い合わせ  032)760-8950～8955

王山海水浴場   静かな海辺でゆったりと

乙旺里から峠一つ越えた、わずか5分先にある王山海水浴場は、
にぎやかで活気のある乙旺里海水浴場とは違いひっそりとした雰
囲気で、ゆったりとした静かな時間を過ごしたい家族連れや恋人
たちにぴったりな場所。引き潮になると干潟が現れ、干潟マッサ
ージや貝・サザエの潮干狩りなど特別な体験が楽しめる。

● 住所  仁川 中区 王山海水浴場              ● お問い合わせ  032)760-8950～8955

実尾海水浴場   青い海松を背景としたきれいな砂浜

舞衣島の実尾海水浴場は、青い海松を背景にきれいな砂浜
が広がり、海と森の情緒が一度に楽しめる。実尾島とは干
潟でつながり、一日2時間の引き潮時を利用して渡ることが
できる。実尾海水浴場から実尾島までは約100mで、長靴を
用意しなくても大丈夫。海の道が現れると、まさに生きた
干潟ができるが、いろいろな海の生物を見つけるユニーク
な体験ができる。

● 住所  仁川 中区 舞衣洞実尾海水浴場             ● お問い合わせ  032)760-8950～8955

Tip   入場料 : 2,000ウォン     キャンプ場利用料金 : 当日 5,000ウォン／1泊 10,000ウォン

        駐車場利用料金 : 繁忙期 5,000ウォン／閑散期 3,000ウォン

  

仙女岩海水浴場   「悲しい愛を秘めた仙女岩」

乙旺里海水浴場へ向かう途中、奇岩怪石が海上に突き出した
場所に仙女岩がある。海の景色とマッチした尖った岩で、静
かに砕ける波が美しい。日の沈むころ、黒い岩の向こうに赤
く染まる落陽を観ようとたくさんの人々が訪れている。仙女
岩の後ろにある小さな船着き場では、古ぼけた漁船と漁師た
ちが静かな漁村の素朴な風情を醸し出す。

● 住所  仁川 中区 仙女岩路68-2             ● お問い合わせ  032)760-8950～8955

ハナゲ海水浴場 「天国の階段」「彼女がラブハンター」のロケ地   

舞衣島で一番大きな干潟という意味のハナゲ海水浴場は、全
長1kmの海岸に小麦粉のように粒子が細かい砂浜が広がる。
ほんの少し干潟を掘っただけでも、白いシオフキガイやサザ
エ、アサリなどが見つかる。西向きの海水浴場なので、海に
沈む太陽を見ていると、自然と赤い光に染まる一枚の水彩画
が浮かび上がる。

● 住所  仁川 中区 舞衣洞ハナゲ海水浴場             ● お問い合わせ  032)760-8950～8955

Tip   入場料 : 大人 2,000ウォン／子供(小学生以下) 1,000ウォン／障がい者 1,000ウォン

        ※ ジップワイヤー：シースカイワールド 032)746-6886／http://www.seasky.kr

観覧  To watch

仁川学生科学館   未来と科学の好奇心天国     
仁川教育科学研究院が運営する仁川学生科学館は、子
供たちに基礎科学の原理体験と未来科学への関心を高
めるためのプログラムを提供している。クムドリ館や
自然史探究館、基礎科学体験館、未来科学館などがあ
り、水族館やプレールーム、マルチメディア映像学習
施設などを運営している。

● 住所  仁川 中区永宗大路277番ギル74-10
●   アクセス  84、223、307番バスに乗り、教育研修院前で下車
● お問い合わせ  [仁川広域市 教育科学研究院]   032)880-0792  /  www.ienet.re.kr/science/Ask.jsp

Tip   観覧時間：火～日曜日 10：00～17：00 休館日：月曜日と祝日

       ※ 野外展示物は年中無休

     おすすめ旅行コース
[日帰り] 舞衣島のハナゲ海水浴場 → 舞衣島の虎龍谷山 → 舞衣海ヌリ道
(1泊2日)   舞衣島の国思峰 → 舞衣島の虎龍谷山 → 現場体験 → (宿泊) → 舞衣海ヌリ道 → 乙

旺里海水浴場 → 童話村/中華街、月尾島

[アクセス] 乙旺里海水浴場、王山海水浴場

[公共交通機関]  •    空港鉄道仁川国際空港駅で下車 → 3階7番バス乗り場で302番、306番バ
ス乗車

                                       •  地下鉄1号線東仁川駅3番出口 → 306番バス乗車

[アクセス] 舞衣島

[公共交通機関]  •     空港鉄道仁川国際空港駅で下車 → 3階7番バス乗り場で222番、2-1番バス
乗車 → 蚕津島船着き場から舞衣島行き船舶利用 → コミュニティバス利用

  •       地下鉄1号線東仁川駅3番出口 → 306番バス乗車 → 舞衣島入口下車 
        → 蚕津島船着き場まで徒歩10分 → 舞衣島行き船舶利用 → コミュニティバス利用

[船舶お問い合わせ]  •    舞衣島海運 032)751-3355～6、30分間隔で運航
                                                (金 · 土 · 日、祝日は随時運航)、車両乗船可

[コミュニティバス]  •  舞衣運輸  032)746-4491

        ★   磁気浮上式鉄道のご  案内(仁川国際空港 ⇔ 龍遊)

時(hour) 分(min) 龍遊駅方面
09 00  15  30  45

所要時間(min)10 00  15  30  45
11 00  15  30  45
12 00  15  30  45 仁川国際空港 

長期駐車場

行政コンプレックス

国際ビジネスセンター

龍遊公園

龍遊（ヨンユ）

↓
2
4
6
10
12

13 00  15  30  45
14 00  15  30  45
15 00  15  30  45
16 00  15  30  45
17 00  15  30  45

                     ※ 龍遊駅出発時間(龍遊→仁川空港)：お問い合わせ 032)741-8400

    09時～17時まで15分間隔(1分、16分、31分、46分出発)、

    龍遊駅最終列車 → 17時31分

仁川中区

中区, 仁川
文化 & 觀光

永宗・龍遊・舞衣島 

ハイキング & トレッキング  Hiking & Trekking
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*   立体絵地図の特性上、実際の距離と多少の差がある場合があります。

凡例

区分 名称(位置) 住  所 連絡先

合計 6ヵ所

1
仁川総合観光案内所

(松島コンパクトスマート
シティ隣り)

仁川  延寿区
仁川タワー大路234
(松島洞)

032)832-3031

2
仁川国際空港

観光案内所(東)
(建物内B出国ゲート前)

仁川 中区 
空港路271
(雲西洞)

032)743-0013

3
仁川国際空港

観光案内所(西)
(建物内E出国ゲート前)

仁川 中区 
空港路271
(雲西洞)

032)743-0011

4 月尾島観光案内所
(月尾島文化の通り内)

仁川 中区
月尾文化路36
(北城洞１街)

032)765-4169

5 仁川駅観光案内所
(北城洞仁川駅広場)

仁川 中区
済物梁路271
(北城洞１街)

032)777-1330

6 蚕津島観光案内所
(中区蚕津島船着き場)

仁川 中区
蚕津島ギル146
(北城洞１街)

032)751-2628

観光案内 Tourist Information

※ 客室数30室以上の宿泊施設

No. 商    号 住  所 連絡先

1 永宗観光ホテル 仁川 中区  雲中路 21番ギル 8
(雲南洞 507-8、12) 032)751-5450

2 ウォーカーヒル 
仁川空港トランジットホテル

仁川 中区 空港路 272
(雲西洞 285 1仁川国際空港旅客ターミナル) 032)743-3052

3 仁川空港ビーチホテル 仁川 中区  龍遊西路 373-1
(乙旺洞 773-2 他 2) 032)751-1177

4 シェルブール観光ホテル 仁川 中区  龍遊西路 283
(乙旺洞 703-41) 032)752-0013

5 ウィナーズ観光ホテル 仁川 中区   王山路 40 (乙旺洞891) 032)751-5322

6 パークウッド観光ホテル 仁川 中区  マシラン路 34
(徳橋洞 128-12 他  2) 032)752-8282

7 シーサイド観光ホテル 仁川 中区  乙旺路 58番ギル 6
(乙旺洞 764、765-2) 032)752-0181

8 シーワールド観光ホテル 仁川 中区  龍遊西路 479番ギル 50-7
(乙旺洞 877-10) 032)752-2000

9 ホテルオーシャンビュー 仁川 中区  仙女岩路 55番ギル 13
(乙旺洞678-53) 032)746-8407

10 インチョン・エアポート・
オーシャンサイド・ホテル

仁川 中区  マシラン路 40
(徳橋洞 128-17 他 2) 032)746-0072

11 RAY 観光ホテル 仁川 中区  乙旺路 58番ギル 7
(乙旺洞 763-35) 032)752-8333

12 仁川プリンス観光ホテル 仁川 中区  龍遊西路 172番ギル 22
(乙旺洞 255) 032)751-8886

13 舞衣シーサイド観光ホテル 仁川 中区  大舞衣路 119
(舞衣洞 291-7) 032)752-7737

14 ホテル ORA 仁川 中区  空港西路3 45
(南北洞 100-34 他 2) 032)752-8080

15 乙旺観光ホテル 仁川 中区  龍遊西路 304番ギル 12
(乙旺洞 749 他 3) 032)752-7737

16 舞衣アイランド
ファミリーペンション

仁川 中区  クンムリ路 22
(舞衣洞 370 他 4) 032)752-5114

17 オーシャンスカイ
ファミリーペンション

仁川 中区  仙女バウィ路 35
(乙旺洞 678-59 他 3) 032)751-0408

18 サン・ホステル
(旧サンマル観光ホテル)

仁川 中区  仙女岩路 55番ギル 35
(乙旺洞 685-1、686) 032)746-3096

19 永宗スカイリゾート 仁川 中区  龍遊西路 379
(乙旺洞 773) 032)745-5000

宿泊案内       Accommodations グルメ情報      Things to Eat
No. 店舗名 住  所 連絡先 種類 主なメニュー

1 旦海 仁川 中区 永宗大路 120、202、202-1号
(雲西洞、トゥソンエアパステル) 032)746-1472 韓食 ウナギ定食、鴨肉定食

2 名品館 仁川 中区 新都市南路 141番ギル13-5、2階 201号 (雲西洞) 032)746-9233 韓食 味付け牛カルビコース、カルビタン

3 名家ファロクイ 仁川 中区 ヒンバウィ路 31、107号 (雲西洞エアロシティー) 032)752-9500 韓食 手作り特カルビ、サムギョプサル

4 ハヌル愛餐 仁川 中区 雲南東路 38-28 (雲南洞) 032)752-5292 韓食 硫黄鴨肉の泥包み焼き、
冬虫夏草と韓方入り鴨肉の保養スープ

5 フンジャンコル 仁川 中区 新都市南路 28、2階 (雲西洞、永宗エアポート2) 032)746-6200 韓食 味付けカルビ、カルビタン

6
スクールフード

(SCHOOL FOOD)
仁川 中区 空港路 272
(雲西洞、仁川国際空港旅客ターミナル4階東側(FB-P6-54)) 032)743-6970 フュージョン 肉の煮付け入りバタービビンバ、

モッツァレラとスパム入り卵焼き

7
Kストリートフード
(K STREET FOOD)

仁川 中区 空港路 424番ギル 47
(雲西洞、仁川国際空港旅客ターミナル4階東側) 032)743-6970 韓食 釜山練り天、キムチうどん

No. 店舗名 住  所 連絡先 種類 主なメニュー

1 清河KOREA 仁川 中区 雲南路 78、3～4階 (雲南洞) 032)751-0448 韓食 イカとサムギョプサルのプルゴギ、
きのこの寄せ鍋

2 CJ Foodville㈱
フードオンエア 仁川 中区 空港路 272、B1階 (雲西洞、旅客ターミナル) 032)743-7049 総合 トッポッキ、うどん

3 龍景香 仁川 中区 空港路 424番ギル 66、109号 (雲西洞、エクラット) 032)743-9280 中華料理 海老チリ、酢豚

4 揚子江 仁川 中区 龍遊西路 494 (乙旺洞) 032)746-2666
032)746-2777

中華料理 特カルビ入り特ちゃんぽん、
牛バラ入り特ちゃんぽん

5 プラッツ 仁川 中区 永宗海岸南路 19-5 (雲西洞、ネストホテル) 032)743-9310 総合 ネストバーガー、ビュッフェ

No. 店舗名 住  所 連絡先 種類 主なメニュー

1 ハヨウル 仁川 中区 花郎モク路 70 (雲西洞) 032)751-0448 韓食 半干しスケトウダラの蒸し物

主なメニュー  

※ プラッツ：絶品飲食店及び外国人フレンドリーな飲食店に選定

※ 名品館：模範飲食店及び外国人フレンドリーな飲食店に選定

仁川中区
永宗・龍遊・舞衣島 
Yeongjong · Yong-yu · Muuido Tour

主なメニュー  
外国人
フレンドリーな
飲食店

料理コンテストで
優秀賞を受賞した
飲食店

外国人フレンドリーな飲食店

料理コンテスト
で優秀賞を受賞した飲食店


