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Tel. 032)884-9977

실미도
實尾島實尾島
실미도

무의도
舞衣島舞衣島
무의도

소무의도
小舞衣島小舞衣島

소무의도

인천대교
仁川大橋仁川大橋

인천대교

팔미도
八尾島八尾島
팔미도

白翎島
백령도

延坪島
연평도

済州島
제주도

왕산마리나왕산마리나
旺山マリーナ旺山マリーナ

왕산해수욕장왕산해수욕장
旺山海水浴場旺山海水浴場

을왕리해수욕장을왕리해수욕장
乙旺里海水浴場乙旺里海水浴場

선녀바위선녀바위
仙女岩仙女岩

조름도조름도
チョルム島チョルム島

잠진도잠진도
蚕津島蚕津島

잠진도 관광안내소잠진도 관광안내소
蚕津島観光案内所蚕津島観光案内所

거잠포선착장거잠포선착장
巨蚕浦船着場巨蚕浦船着場

용유역용유역
龍遊駅龍遊駅

합동청사역합동청사역
合同庁舎駅合同庁舎駅

장기주차장역장기주차장역
長期駐車場駅長期駐車場駅

신불I.C신불I.C
薪仏I.C薪仏I.C
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신공항J.C신공항J.C
新空港J.C新空港J.C

운서역운서역
雲西駅雲西駅

운서동주민센터운서동주민센터
雲西洞住民センター雲西洞住民センター

세계 평화의 숲세계 평화의 숲
世界平和の森世界平和の森
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인천국제공항역인천국제공항역
仁川国際空港駅仁川国際空港駅

인천국제공항종합안내소인천국제공항종합안내소
仁川国際空港総合案内所仁川国際空港総合案内所

인천국제공항인천국제공항
仁川国際空港仁川国際空港

공항화물청사역공항화물청사역
空港貨物庁舎駅空港貨物庁舎駅

스카이72GC스카이72GC
スカイ72GC スカイ72GC 

오션코스오션코스
オーシャンコース オーシャンコース 

레이크코스레이크코스
Lake(レイク)コースLake(レイク)コース

클래식코스클래식코스

クラシック
(CLASSIC)コース

クラシック
(CLASSIC)コース

BMW드라이빙센터BMW드라이빙센터

BMWドライビング
センター

BMWドライビング
センター

탑승동탑승동
搭乗棟搭乗棟

관제탑관제탑
管制塔管制塔

삼목선착장삼목선착장
三木船着場三木船着場

하늘문화센터하늘문화센터
ハヌル文化センターハヌル文化センター

드림듄스코스드림듄스코스

Dream Dunes
(ドリーム デューンス)CC

Dream Dunes
(ドリーム デューンス)CC

하늘코스하늘코스
ハヌルコースハヌルコース

파라다이스 시티역파라다이스 시티역
パラダイスシティ駅パラダイスシティ駅

파라다이스시티파라다이스시티
パラダイスシティパラダイスシティ

인천공항자기부상철도

인천공항자기부상철도

仁川空港磁気浮上鉄道

仁川空港磁気浮上鉄道
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영종대로
영종대로永宗大路

永宗大路

영종해안북로

영종해안북로

永宗海岸北路

永宗海岸北路
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自然大路

워터파크역워터파크역
ウォーターパーク駅ウォーターパーク駅

잠진도선착장잠진도선착장
蚕津島船着場蚕津島船着場

큰무리 선착장큰무리 선착장
クンムリ船着場クンムリ船着場

실미해수욕장실미해수욕장
実尾海水浴場 実尾海水浴場 

하나개해수욕장하나개해수욕장
ハナゲ海水浴場ハナゲ海水浴場

국사봉국사봉
国思峰国思峰

까치놀섬마을까치놀섬마을
カチノルソム村カチノルソム村

호룡곡산호룡곡산
虎龍谷山虎龍谷山

광명항선착장광명항선착장
クァンミョン港船着場クァンミョン港船着場

소무의인도교소무의인도교
小舞衣人道橋 小舞衣人道橋 

해녀도해녀도
海女島海女島

팔미도 등대팔미도 등대
八尾島灯台八尾島灯台

등대역사관등대역사관
灯台歴史館灯台歴史館

연안부두 횟집거리연안부두 횟집거리
沿岸埠頭刺身通り沿岸埠頭刺身通り

컨테이너터미널컨테이너터미널
コンテナターミナルコンテナターミナル

라이프비취맨션아파트라이프비취맨션아파트
ライフ翡翠マンションアパートライフ翡翠マンションアパート

연안동주민센터연안동주민센터
沿岸洞住民センター沿岸洞住民センター

관광숙박시설 밀집지역관광숙박시설 밀집지역
観光宿泊施設密集地域観光宿泊施設密集地域

전망대전망대
展望台展望台

어시장사거리어시장사거리
魚市場交差点魚市場交差点

인천종합어시장인천종합어시장
仁川総合魚市場仁川総合魚市場

연안사거리연안사거리
沿岸交差点沿岸交差点

밴댕이회무침거리밴댕이회무침거리
ペンデンイ(サッパ)通りペンデンイ(サッパ)通り

인천해양센터인천해양센터
仁川海洋センター仁川海洋センター

인천연안초교인천연안초교
仁川沿岸小学校仁川沿岸小学校

남항유어선 부두남항유어선 부두
南港釣り船埠頭南港釣り船埠頭

옹암교차로옹암교차로
オンアム交差点オンアム交差点

인천환경공단 남항사업소인천환경공단 남항사업소
仁川環境公団南港事業所仁川環境公団南港事業所

남항에코테마파크남항에코테마파크
南港エコテーマパーク南港エコテーマパーク

경인방송경인방송
京仁放送京仁放送

立体イラストマップの特性上、実際の距離とは多少異なることがあります。

제2경인시점 교차로제2경인시점 교차로
第2京仁始点交差路第2京仁始点交差路

서해사거리서해사거리
西海交差点西海交差点

인천신선초교인천신선초교
仁川新仙小学校仁川新仙小学校

신흥중교신흥중교
新興中学校新興中学校

인천지방조달청인천지방조달청
仁川地方調達庁仁川地方調達庁

인하대병원 사거리인하대병원 사거리
仁荷大病院交差点仁荷大病院交差点

능안삼거리능안삼거리
ヌンアン交差点ヌンアン交差点

숭의로터리숭의로터리
崇義ロータリー崇義ロータリー

숭의역숭의역
崇義駅崇義駅

한국은행한국은행
韓国銀行韓国銀行

인천항만공사인천항만공사
仁川港湾公社仁川港湾公社

옹진군청별관옹진군청별관
甕津郡庁別館甕津郡庁別館

인천신광초교인천신광초교
仁川新光小学校仁川新光小学校

수인사거리수인사거리
水仁交差点水仁交差点

신흥사거리신흥사거리
新興交差点新興交差点

신흥동주민센터신흥동주민센터
新興洞住民センター新興洞住民センター

인천광역시 보건환경연구원인천광역시 보건환경연구원
仁川広域市保健環境研究院仁川広域市保健環境研究院

율목도서관율목도서관
栗木図書館栗木図書館

인천기독병원인천기독병원
仁川基督病院仁川基督病院

율목동 주민센터율목동 주민센터
栗木洞住民センター栗木洞住民センター

유동삼거리유동삼거리
柳洞交差点柳洞交差点

인천정보산업고교인천정보산업고교
仁川情報産業高校仁川情報産業高校

동인천길병원동인천길병원
東仁川キル病院東仁川キル病院

동인천역 앞동인천역 앞
東仁川駅前東仁川駅前

인천학생교육문화회관인천학생교육문화회관
仁川学生教育文化会館仁川学生教育文化会館

공영주차장공영주차장
公営駐車場公営駐車場

동인천역동인천역
東仁川駅東仁川駅

동인천역 북광장동인천역 북광장
東仁川駅北広場東仁川駅北広場

이길녀 산부인과 기념관이길녀 산부인과 기념관
イ・ギルニョ産婦人科記念館イ・ギルニョ産婦人科記念館

배다리 사거리배다리 사거리
ペタリ交差点ペタリ交差点

배다리 헌책방골목배다리 헌책방골목
ペタリ古本屋通りペタリ古本屋通り

도원동주민센터도원동주민센터
桃源洞住民センター桃源洞住民センター

경남아너스빌 아파트경남아너스빌 아파트

京南アナースヴィル
アパート

京南アナースヴィル
アパート

삼익아파트삼익아파트
三益アパート三益アパート

신광사거리신광사거리
川新交差点新光交差点

인천중앙여자상업고교인천중앙여자상업고교
仁川中央女子商業高校仁川中央女子商業高校

인천시립도원수영장인천시립도원수영장
仁川市立桃源プール仁川市立桃源プール

인천시립도원체육관인천시립도원체육관
仁川市立桃源体育館仁川市立桃源体育館

광성중교광성중교
光成中学校光成中学校

광성고교광성고교
光星高校光星高校

도원역도원역
桃源駅桃源駅

물놀이터 또랑물놀이터 또랑
水遊び場 トラン水遊び場 トラン

송현시장송현시장
松現市場松現市場

수도국산 달동네박물관수도국산 달동네박물관
水道局山タルトンネ博物館水道局山タルトンネ博物館

인천기독교 사회복지관인천기독교 사회복지관
仁川キリスト教社会福祉館 仁川キリスト教社会福祉館 

가상현실 체험관가상현실 체험관
VR(仮想現実)体験館VR(仮想現実)体験館

인천창영초등학교 (舊)교사인천창영초등학교 (舊)교사
仁川昌栄小学校(旧)校舎仁川昌栄小学校(旧)校舎

인천축구전용 경기장인천축구전용 경기장

仁川サッカー
専用競技場

仁川サッカー
専用競技場

인하대학교 의과대학 부속병원인하대학교 의과대학 부속병원

仁荷大学校
医科大学付属病院

仁荷大学校
医科大学付属病院

인천항사거리인천항사거리
仁川港交差点仁川港交差点

인천지방해양항만청인천지방해양항만청
仁川地方海洋港湾庁仁川地方海洋港湾庁

국립수산물 품질관리원국립수산물 품질관리원
国立水産物品質管理院国立水産物品質管理院

인천출입국관리사무소인천출입국관리사무소
仁川出入国管理事務所仁川出入国管理事務所

인천항제2국제여객터미널인천항제2국제여객터미널
仁川港第2国際旅客ターミナル仁川港第2国際旅客ターミナル

인천항제1부두인천항제1부두
仁川港第1埠頭仁川港第1埠頭

인천여자상업고교인천여자상업고교
仁川女子商業高校仁川女子商業高校

송도중교송도중교
松都中学校松都中学校

인천제일교회인천제일교회
仁川第一教会仁川第一教会

舊 제물포구락부舊 제물포구락부
旧済物浦倶楽部旧済物浦倶楽部

맥아더장군 동상맥아더장군 동상

マッカーサー
将軍銅像

マッカーサー
将軍銅像

인성초교인성초교
仁聖小学校仁聖小学校

홍예문홍예문
虹霓門虹霓門

인일여고교인일여고교
仁一女子高校仁一女子高校

중구보건소중구보건소
中区保健所中区保健所

제물포고교제물포고교
済物浦高校済物浦高校

인천기상대인천기상대
仁川気象台仁川気象台

송월초교송월초교
松月小学校松月小学校

화수부두화수부두
花水埠頭花水埠頭

송월동 주민센터송월동 주민센터
松月洞住民センター松月洞住民センター

화평운교 사거리화평운교 사거리
花平雲橋交差点花平雲橋交差点

인천지방해양안전심판원인천지방해양안전심판원

仁川地方海洋
安全審判院

仁川地方海洋
安全審判院

인성여중교인성여중교
仁聖女子中学校仁聖女子中学校

신흥초교신흥초교
新興小学校新興小学校

신포국제시장신포국제시장
新浦国際市場新浦国際市場

인천내리교회인천내리교회
仁川内里教会仁川内里教会

동인천동 주민센터동인천동 주민센터
東仁川洞住民センター東仁川洞住民センター

대한성공회 인천내동교회대한성공회 인천내동교회

大韓聖公会
仁川内洞教会
大韓聖公会

仁川内洞教会

사동 삼거리사동 삼거리
沙洞交差点沙洞交差点

신포사거리신포사거리
新浦交差点新浦交差点

신포동주민센터신포동주민센터
新浦洞住民センター新浦洞住民センター

신포국제시장지원센터신포국제시장지원센터
新浦国際市場支援センター新浦国際市場支援センター

답동사거리답동사거리
畓洞交差点畓洞交差点

답동성당답동성당
畓洞聖堂畓洞聖堂

애관극장애관극장
愛舘劇場愛舘劇場

웨슬리예배당웨슬리예배당

ウェズリー礼拝堂
(Wesley’s Chapel)

ウェズリー礼拝堂
(Wesley’s Chapel)

용동큰우물용동큰우물
龍洞クヌムル(井戸)龍洞クヌムル(井戸)

재미난박물관재미난박물관
チェミナン博物館チェミナン博物館

신포역신포역
新浦駅新浦駅

E-마트E-마트
E‐MART(イーマート)E‐MART(イーマート)

인천본부세관인천본부세관
仁川本部税関仁川本部税関

낙섬사거리낙섬사거리
ナクソム交差点ナクソム交差点

블루비치(인천상륙작전표지석)블루비치(인천상륙작전표지석)

ブルービーチ
(仁川上陸作戦標識石)

ブルービーチ
(仁川上陸作戦標識石)

연안교
연안교

沿岸橋
沿岸橋

축항대로
축항대로

築港大路
築港大路

제2경인고속국도

제2경인고속국도

第2京仁高速道路

第2京仁高速道路

경인고속국도

경인고속국도

京仁高速道路

京仁高速道路

중구국민체육센터중구국민체육센터
中区国民体育センター 中区国民体育センター 

중구문화회관중구문화회관
中区文化会館中区文化会館
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로
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로
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路

兒
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大
路

인항로인항로

仁港路仁港路

인주대로
인주대로

仁州大路
仁州大路

인중로
인중로

仁中路
仁中路
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인천항제4부두인천항제4부두
仁川港第4埠頭仁川港第4埠頭

제5부두 출입문제5부두 출입문
第5埠頭出入門第5埠頭出入門

인천항제5부두인천항제5부두
仁川港第5埠頭仁川港第5埠頭

해상교통관제센터해상교통관제센터
海上交通管制センター海上交通管制センター

인천항갑문인천항갑문
仁川港閘門仁川港閘門

갑문홍보관갑문홍보관
閘門広報館閘門広報館

인천해사고교인천해사고교
仁川海士高校仁川海士高校

한국이민사박물관한국이민사박물관
韓国移民史博物館韓国移民史博物館

월미산월미산
月尾山月尾山

전망데크전망데크
展望デッキ展望デッキ

월미공원월미공원
月尾公園月尾公園

월미문학관월미문학관
月尾文学館月尾文学館

해군2함대주둔기념탑해군2함대주둔기념탑
海軍2艦隊駐屯記念塔海軍2艦隊駐屯記念塔

월미전통정원월미전통정원
月尾伝統庭園月尾伝統庭園

인천항제3부두인천항제3부두
仁川港第3埠頭仁川港第3埠頭

인천항제2부두인천항제2부두
仁川港第2埠頭仁川港第2埠頭

중동우체국(舊 인천우체국)중동우체국(舊 인천우체국)
中洞郵便局(旧仁川郵便局)中洞郵便局(旧仁川郵便局)

인천중부소방서인천중부소방서
仁川中部消防署仁川中部消防署

혜명단청박물관혜명단청박물관
慧明丹青博物館慧明丹青博物館

한국근대문학관한국근대문학관
韓国近代文学館韓国近代文学館인천개항장 근대건축전시관인천개항장 근대건축전시관

仁川開港場近代建築展示館仁川開港場近代建築展示館

인천개항박물관인천개항박물관
仁川開港博物館仁川開港博物館

공자상공자상
孔子像孔子像

의선당의선당
義善堂義善堂

인천광역시
역사자료관
인천광역시
역사자료관

仁川広域市
歴史資料館
仁川広域市
歴史資料館

인천광역시남부
교육지원청

인천광역시남부
교육지원청

仁川広域市南部
教育支援庁

仁川広域市南部
教育支援庁

화교중산학교화교중산학교
華僑中山学校華僑中山学校

휴띠끄(Tax Free)휴띠끄(Tax Free)
ヒューティックヒューティック

舊일본제58은행인천지점舊일본제58은행인천지점
旧日本第58銀行仁川支店旧日本第58銀行仁川支店

인천중부경찰서인천중부경찰서
仁川中部警察署仁川中部警察署

인화문(패루)인화문(패루)
仁華門(牌楼)仁華門(牌楼)

중화가(패루)중화가(패루)
中華街(牌楼)中華街(牌楼)

선린문(패루)선린문(패루)
善隣門(牌楼)善隣門(牌楼)

한중문(패루)한중문(패루)
韓中門(牌楼)韓中門(牌楼)

만석부두만석부두
万石埠頭万石埠頭

관우상관우상
関羽像関羽像

팔선도팔선도
八仙圖八仙圖

송월교회송월교회
松月教会松月教会

트릭아트 스토리트릭아트 스토리
トリックアートストーリトリックアートストーリ

한미수교 100주년 기념탑한미수교 100주년 기념탑
韓米修交100周年記念塔韓米修交100周年記念塔

차이나타운공영주차장차이나타운공영주차장

チャイナタウン
公営駐車場

チャイナタウン
公営駐車場

짜장면박물관짜장면박물관
ジャージャーメン博物館ジャージャーメン博物館

인천역인천역
仁川駅仁川駅

관광안내소관광안내소
観光案内所観光案内所

화교역사관화교역사관
華僑歴史館華僑歴史館

한중문화관한중문화관
韓中文化館韓中文化館

한국기독교100주년기념탑한국기독교100주년기념탑
韓国キリスト教100周年記念塔韓国キリスト教100周年記念塔

올림포스 호텔올림포스 호텔
オリンポスホテルオリンポスホテル

세계소방차박물관세계소방차박물관
世界消防車博物館世界消防車博物館

우
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고
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교
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회
고

가
교
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回

高
架

橋
迂

回
高

架
橋

하버파크호텔하버파크호텔
ハーバーパークホテルハーバーパークホテル

인천아트플랫폼인천아트플랫폼
仁川アートプラットフォーム仁川アートプラットフォーム

인천항제7부두인천항제7부두
仁川港第7埠頭仁川港第7埠頭

인천항제8부두인천항제8부두
仁川港第8埠頭仁川港第8埠頭

인천항 제8부두 주차장인천항 제8부두 주차장
仁川港第8埠頭駐車場仁川港第8埠頭駐車場

월미도입구사거리월미도입구사거리
月尾島入口交差点月尾島入口交差点

북성포구북성포구
北城浦口北城浦口

대한제분대한제분
大韓製粉大韓製粉

레드비치(인천상륙작전표지석)레드비치(인천상륙작전표지석)

レッドビーチ
(仁川上陸作戦標識石)

レッドビーチ
(仁川上陸作戦標識石)

인천항제6부두
仁川港第6埠頭仁川港第6埠頭

축항대로
축항대로

築港大路
築港大路

제물량로
제물량로

済物梁路
済物梁路

차
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타
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路

제
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량
로

제
물

량
로

済物梁路

済物梁路

참외전로
참외전로チャメジョン路

チャメジョン路

참외전로
참외전로

チャメジョン路

チャメジョン路

인중로
인중로

仁中路
仁中路

월
미

로
월

미
로

月
尾

路
月

尾
路

월미로월미로月尾路月尾路

월미로월미로月尾路月尾路

롯데팩토리아울렛(Tax Free)롯데팩토리아울렛(Tax Free)

ロッテファクトリー
アウトレット

ロッテファクトリー
アウトレット

인천항 제1국제여객터미널인천항 제1국제여객터미널
仁川港第1国際旅客ターミナル仁川港第1国際旅客ターミナル

연안부두 해양광장연안부두 해양광장
沿岸埠頭海洋広場沿岸埠頭海洋広場

소월미도소월미도
小月尾島小月尾島

인천대교T.G인천대교T.G
仁川大橋料金所仁川大橋料金所

영종I.C영종I.C
永宗I.C永宗I.C

영종동영종동
永宗洞永宗洞

연안동연안동
沿岸洞沿岸洞

인천대교기념관인천대교기념관
仁川大橋記念館仁川大橋記念館

하늘도시 지원센터하늘도시 지원센터
ハヌル都市支援センターハヌル都市支援センター 영종역사관(공사중)영종역사관(공사중)

永宗歴史館(工事中)永宗歴史館(工事中)
월미테마파크월미테마파크

月尾テーマパーク月尾テーマパーク

구읍뱃터구읍뱃터
クウブ船着場クウブ船着場

관광숙박시설 밀집지역관광숙박시설 밀집지역
観光宿泊施設密集地域観光宿泊施設密集地域

월미도놀이동산월미도놀이동산
月尾テーマパーク月尾テーマパーク

월미해수족탕월미해수족탕
月尾海水足湯月尾海水足湯

월미문화의거리월미문화의거리
月尾文化通り月尾文化通り월미도 관광안내소월미도 관광안내소

月尾島観光案内所月尾島観光案内所
월미도유람선 매표소월미도유람선 매표소

月尾島遊覧船チケット売り場月尾島遊覧船チケット売り場

영종도행 매표소영종도행 매표소
永宗島行きのチケット売り場永宗島行きのチケット売り場

음악분수음악분수
音楽噴水音楽噴水

월미물놀이장(월미해수족탕)월미물놀이장(월미해수족탕)

月尾水遊び場
(月尾海水足湯)
月尾水遊び場

(月尾海水足湯)

레
일

바
이

크

레
일

바
이

크

レールバイク

レールバイク

영종하늘도시영종하늘도시
永宗ハヌル都市永宗ハヌル都市

인천광역시 교육과학연구원인천광역시 교육과학연구원
仁川広域市教育科学研究院仁川広域市教育科学研究院 영종복합청사영종복합청사

永宗複合庁舎永宗複合庁舎

용궁사용궁사
龍宮寺龍宮寺

인천학생과학관인천학생과학관
仁川学生科学館仁川学生科学館

인천광역시 교육연수원인천광역시 교육연수원
仁川広域市教育研修院仁川広域市教育研修院

백운산백운산
白雲山白雲山

공항입구 I.C공항입구 I.C
空港入口I.C空港入口I.C

예단포선착장예단포선착장
イェダン浦船着場イェダン浦船着場

금산I.C금산I.C
錦山I.C錦山I.C 영종역영종역

永宗駅永宗駅

유적관적비유적관적비
遺跡貫籍碑遺跡貫籍碑

석화산석화산
石花山石花山

만정낚시터(캠핑장)만정낚시터(캠핑장)
マンジョン釣り堀(キャンプ場)マンジョン釣り堀(キャンプ場)

운염도운염도
雲廉島雲廉島

드림아일랜드(복합관광레저타운 조성중)드림아일랜드(복합관광레저타운 조성중)

ドリームアイランド
(複合観光レジャータウン造成中)

ドリームアイランド
(複合観光レジャータウン造成中)

씨사이드파크씨사이드파크
シーサイドパークシーサイドパーク

인천해양경비안전센터인천해양경비안전센터
海洋警察海洋警察

역무선방파제등대(연오랑 등대)역무선방파제등대(연오랑 등대)

役務船防波堤灯台
(ヨンオラン灯台)
役務船防波堤灯台
(ヨンオラン灯台)

인천항 연안여객터미널인천항 연안여객터미널
仁川港沿岸旅客ターミナル仁川港沿岸旅客ターミナル

무의바다누리길무의바다누리길
舞衣海ヌリ道舞衣海ヌリ道

섬이야기 박물관섬이야기 박물관
ソムイヤギ博物館ソムイヤギ博物館

포내어촌체험마을포내어촌체험마을
ポネ漁村体験村ポネ漁村体験村

큰무리 어촌체험마을큰무리 어촌체험마을
クンムリ漁村体験村クンムリ漁村体験村

천국의계단, 칼잡이오수정 오픈 세트장천국의계단, 칼잡이오수정 오픈 세트장

天國の階段、彼女がラブハンターの
オープンセット場

天國の階段、彼女がラブハンターの
オープンセット場

용유해변용유해변
龍遊海辺龍遊海辺

조병수가옥조병수가옥
趙炳秀家屋趙炳秀家屋

인천공항전망대인천공항전망대
仁川空港展望台仁川空港展望台

마시안해변마시안해변
マシアン海辺マシアン海辺

용유동 주민센터용유동 주민센터

龍遊洞
住民センター

龍遊洞
住民センター

용유도 관광단지용유도 관광단지
龍遊島観光団地龍遊島観光団地

관광숙박시설 밀집지역관광숙박시설 밀집지역
観光宿泊施設密集地域観光宿泊施設密集地域

인천광역시 교직원연수원인천광역시 교직원연수원

仁川広域市
教職員研修院
仁川広域市

教職員研修院

인천국제공항공사
인재개발원

인천국제공항공사
인재개발원

仁川国際空港公社
人材開発院

仁川国際空港公社
人材開発院

선녀바위해수욕장선녀바위해수욕장
仙女岩海水浴場仙女岩海水浴場
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空港西路

空港西路

영종해안북로

영종해안북로

永宗海岸北路

永宗海岸北路

長峰島
장봉도

信島、矢島、茅島
신도, 시도, 모도

연안부두
沿岸埠頭沿岸埠頭

연안부두

グリーンビーチ
(仁川上陸作戦標識石)

グリーンビーチ
(仁川上陸作戦標識石)

그린비치(인천상륙작전표지석)그린비치(인천상륙작전표지석)

미단시티
ミダンシティミダンシティ

미단시티

영종대교
永宗大橋永宗大橋

영종대교
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도
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仁川国際空港高速道路

仁川国際空港高速道路

인천항(남항)
仁川港(南港)仁川港(南港)

인천항(남항)

인천항(내항)
仁川港(内港)仁川港(内港)

인천항(내항)

중구청
中区庁中区庁
중구청

송월동 동화마을
松月洞童話村松月洞童話村
송월동 동화마을

자유공원
自由公園自由公園

자유공원

삼국지 벽화거리
三国志壁画通り三国志壁画通り

삼국지 벽화거리

신포문화의거리
新浦文化通り新浦文化通り
신포문화의거리

동인천 삼치거리
東仁川サワラ通り 東仁川サワラ通り 

동인천 삼치거리

화평동 세숫대야 냉면거리
花平洞冷麺通り花平洞冷麺通り

화평동 세숫대야 냉면거리

용동큰우물 먹거리
龍洞クヌムルグルメ通り龍洞クヌムルグルメ通り

용동큰우물 먹거리
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韓服通り韓服通り
한복거리

웨딩가구거리

ウェディング・家具通り

ウェディング・家具通り

웨딩가구거리

초한지 벽화거리
楚漢志壁画通り楚漢志壁画通り

초한지 벽화거리

만석동쭈꾸미거리
万石洞イイダコ通り万石洞イイダコ通り

만석동쭈꾸미거리

차이나타운
チャイナタウンチャイナタウン

차이나타운

월미도
月尾島月尾島
월미도

인천항제6부두

월미전망대월미전망대
月尾島展望台月尾島展望台

양진당양진당
養真堂養真堂

북성동북성동
北城洞北城洞

송월동송월동
松月洞松月洞

신흥동신흥동
新興洞新興洞

옹진군청
甕津郡庁甕津郡庁

옹진군청

남구
南区南区

남구

신포동신포동
新浦洞新浦洞
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済物梁路

済物梁路

도원동도원동
桃源洞桃源洞

동인천동동인천동
東仁川洞東仁川洞

율목동율목동
栗木洞栗木洞

동구
東区東区

동구

判例

高速道路

国道

病院

博物館

遺跡地

駐車場

小学校、中学校、
高等学校

観光案内所

ホテル

警察署

発行元 仁川広域市中区観光振興室

仁川広域市中区観光案内マップは著作権法によって保護
されているので、無断で複製、転載することはできません。

発行日 2017年8月
デザイン、編集 ドリム出版企画

地下鉄

空港

海水浴場

官公署

寺院

埠頭

キャンプ場

灯台

公園

展望台

市場、ショッピング
(Tax Free)

涼しい趣と休息の
沿岸埠頭

開港期の歴史と文化に出会う
開港場 · チャイナタウン 
松月洞童話村

観光案内所 Tourist Information Center

仁川総合観光案内所  032)832-3031

仁川国際空港(東側)  032)743-0013

仁川国際空港(西側)  032)743-0011

月尾島観光案内所  032)765-4169

仁川駅観光案内所  032)777-1330

蚕津島観光案内所  032)751-2628

船舶案内

航路名 船社(船名) 所要時間 入港 出港 代表電話

仁川⇔営口 ボムヨンフェリ
(紫丁香号) 26時間

火,金
(16:00)

火(23:00)
土(12:00)

 032) 
891-5858 

仁川⇔秦皇島 香雪蘭号
(新郁金香号) 23時間

月,木
(13:00)

月(19:00)
金(13:00)

 032) 
891-9600  

仁川⇔烟台 韓中フェリー
(香雪蘭号) 16時間

火,木,土
(11:30)

火,木,土
(19:00)

 032) 
891-8880  

仁川⇔大連 大仁フェリー
(飛龍号) 16時間

火,木,土
(09:00)

火,木,土
(17:00)

 032) 
891-7100 

仁川⇔石島 華東フェリー
(華東明珠Ⅵ) 15時間

月,水,金
(10:00)

月,水,金
(18:30)

 032) 
891-8877  

仁川⇔丹東 丹東フェリー
(東方明珠Ⅵ) 16時間

月,水,金
(09:00)

月,水,金
(18:00)

 032) 
891-3322  

航路名 船社(船名) 所要時間 入港 出港 代表電話

仁川⇔威海 威東航運
(ニューゴールデンブリッジ Ⅱ) 14時間

月,水,金
(11:00)

月,水,土
(19:00)

 032) 
770-8000  

仁川⇔青島 威東航運
(ニューゴールデンブリッジ Ⅴ)

17時間
火,木,土
(11:30)

火,木,土
(18:00)

 032) 
770-8000   

仁川⇔天津 津川フェリー
(天仁号) 26時間

月,金
(14:30)

火(12:00)
金(19:00)

 032) 
777-8260   

仁川⇔連雲港 連雲港フェリー
(紫玉蘭号) 24時間

火,金
(16:00)

火(24:00)
土(15:30)

 032) 
770-3700  

交通案内

チャイナタウン及び童話村
 1号線及び水仁線利用し、仁川駅下車

月尾島
 仁川駅から2、 23、 45番のバス利用

沿岸埠頭
 東仁川駅及び新浦駅で24番のバス利用

仁川国際空港 ▶ 仁川駅(チャイナタウン)
 仁川国際空港の3階7番乗り場306度搭乗 ▶ 東仁川駅下車

    ▶ 15、 28度に乗車(または1号線の搭乗) ▶ 仁川駅下車

 仁川国際空港(空港鉄道) ▶ 黔岩駅(2号線) 
    ▶ 朱安駅(1号線) ▶ 仁川駅下車

沿岸埠頭 ▶ 開港場及びチャイナタウン
 沿岸埠頭から12番、 24番乗車 ▶ 新浦市場下車

    ▶ 開港場(徒歩10分) ▶ チャイナタウン(徒歩10分)

徒歩観光申請

01 仁川中区ツアー・コーディネーター
運営期間 年中(每週月曜日及び旧正月·お盆休み當日除外)

運営時間 10:00~17:00(所要時間 1時間~4時間)

利用金額 無料
解說申請 032)773-7511~2
 www.icjg.go.kr/tour

02 仁川文化観光解説士
032)440-4055      https://culture-tour.incheon.go.kr

第1国際旅客ターミナル

第2国際旅客ターミナル

13 ● 済州ソットゥコン
サムギョプサル 新浦路 31番キル  6、 1、 2階(官洞3街) 032)772-0062 サムギョプサル、プデチゲ

14 ● 中国城 チャイナタウン路 53、 1、 2階(善隣洞) 032)762-1677 皇帝ちゃんぽん、皇后ちゃんぽん、
油淋鶏(鶏肉の甘酢ソースかけ)

15 ● 中央カルビ 新浦路 35番キル 7(官洞3街) 032)765-0110 豚カルビ、サムギョプサル

16 ● 中華苑 チャイナタウン路 44番キル 20(北城洞2街) 032)777-8630 もち米酢豚、中華冷菜

17 ●● 振興閣 新浦路23番キル 20、 1、 2、 3階(中央洞4街) 032)772-3058 ジャージャーメン、酢豚

18 ●● 清館 チャイナタウン路 41-1、 1、 2、 3階(北城洞3街) 032)772-5118 ペクジャージャーメン、
四川海鮮料理

19 ●● 太和園 チャイナタウン路 59番キル 10、 1、 2、 3階(善隣洞) 032)766-7622 郷土ジャージャーメン、
もち米酢豚

20 ● 1回 豊美 チャイナタウン路 56(善隣洞) 032)772-2680 翡翠海老、炸春巻(春巻き)、燒攘海参
(ナマコの海老すり身のせオイスターソースかけ)

21 ● ホンヌン火炉クイ 済物梁路 166番キル 1-21(新生洞) 032)761-8592 霜降りロース、手作り豚カルビ

22 ● トン&カ 新浦路 35番キル 2、 1、 2階(松鶴洞3街) 032)766-9849 トンカツ

23 ● 本土、万多福 チャイナタウン路 59番キル 25、 1、 2階(善隣洞) 032)777-4888 ジャージャーメン、コース料理

24 ● 泰臨鳳 チャイナタウン路 59番キル 24(善隣洞) 032)763-1688 酢豚、ちゃんぽん

25 1回 マッコウル 新浦路 23番キル 33-2(中央洞3街) 032)763-9511 豆腐と海鮮とキノコの寄せ鍋

26 2回 月牙泉 開港路 45番キル 12-20、 1階(内洞) 032)777-8884 鴨肉の水炊き、ゆで鴨肉

27 3回 ケスナムムックチプ 新浦路 35番キル 17(官洞3街) 032)765-3838 どんぐりこんにゃくの
甘酢あんかけ、サラダ

28 3回 シゴルサンパプ 又玄路 35番キル 8(新浦洞) 032)777-0878 ヘルシー野菜包みご飯

29 3回 TA-kai THAI
(タ-カイ タイ) 又玄路 35番キル  24-3、 2階(新浦洞) 032)765-5576 Pad Kra pow(豚肉の

バジル炒め)、モックェエイ

30 3回 香園 新浦路 15番キル 6-1(中央洞4街) 032)772-1688 魚料理、大正海老の
広東風蒸し物

31 4回 辛ヘムルタン 済物梁路 166番キル 17(新浦洞) 032)765-0408 海鮮鍋

32 4回 チャンスサムゲタン 開港路 10-1(中央洞4街) 032)764-3009 アワビと韓方入り鶏肉の水炊き

33 5回 白翎島魚花 新浦路 27番キル 39-1(中央洞 1 街) 032)565-2222 ウニビビンバ、パレンイ
(コモンガンギエイ)の和え物

No 区分 飲食店名 所在地 電話番号 主要メニュー

1 ● 旦海 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 ウナギ定食、鴨肉定食

2 ● 名家火炉クイ ヒンパウィ路 31、 107号(雲西洞、エアロシティ ) 032)752-9500 手作り王カルビ

3 ● SCHOOL FOOD
(スクールフード)

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 肉の煮付けとバタービビンバ、モッ

ツァレラチーズとスパム入り卵焼き

4 ● K STREET FOOD
(ケーストリートフード)

空港路 424番キル 47(雲西洞、
仁川国際空港旅客ターミナル４階東側) 032)743-6970 釜山おでん、キムチうどん

5 ● ハヌルエチャン 雲南東路 38-28(雲南洞) 032)752-5292 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

6 ● フンジャンコル 新都市南路 28、 2階(雲西洞、永宗エアポート2) 032)746-6200 味付けカルビ、カルビタン
7 ●● 名品館 新都市南路141番キル 13-5、 2階201号(雲西洞) 032)746-9233 味付け牛カルビコース、カルビタン

8 ● CJフォードヴィル
(株)フードオンエア 空港路 272、地下1階(雲西洞、旅客ターミナル) 032)743-7049 トッポッキ、うどん

9 ● 楊子江 龍遊西路 494(乙旺洞) 032)746-2666 
032)746-2777

王カルビ入り特ちゃんぽん、
牛バラ入り特ちゃんぽん

10 ● 龍景香 空港路 424番キル 66、 109号(雲西洞、エクラット) 032)743-9280 海老チリ、酢豚

11 ●
淸河KOREA
(チョンハコリア) 雲南路 78、 3~4階(雲南洞) 032)751-0448 イカとサムギョプサルの

プルゴギ、きのこの寄せ鍋

12 ●●
THE PLATZ
(ザ・プラッツ) 永宗海岸南路 19-5(雲西洞、ネストホテル仁川) 032)743-9310 ネスとバーガー、ビュッフェ

13 5回 ハヨウル 花郎モク路70(雲西洞) 032)751-0448 半干しスケトウダラの蒸し物

永宗·龍遊·舞衣圏域

No 区分 飲食店名 所在地 電話番号 主要メニュー
1 ●● 芸殿 月尾文化路 43-2(北城洞1街) 032)772-2256 定食、トンカツ

2 ● 月尾島フェッチプ 月尾文化路  49、 2階(北城洞1街) 032)762-1116 刺身定食、ワタリガニ鍋

3 1回 ゴールドホリック 月尾文化路  71、 103号(北城洞1街) 032)773-3311 トンカツ

4 1回 西海フェッチプ 月尾文化路 23-2(北城洞1街) 032)777-1109 刺身の盛り合わせ、
ワタリガニ鍋、海鮮鍋

5 3回
DIMONICA
(ディモニカ) バンダル路 5番キル 18(北城洞1街) 032)773-9723 Linguine al Mellanzane(なすのリングイネ)

Monica’ s  Mellanzane(モニカのナス)

6 4回 西海フェッチプ 月尾文化路 23-2(北城洞1街) 032)772-1109 海鮮鍋

7 5回 チャント活魚
フェッチプ 月尾文化路 20(北城洞1街) 032)772-7171 蒸しクロソイのソースかけ

月尾島圏域

No 区分 飲食店名 所在地 電話番号 主要メニュー

1 ● カジョ 新浦路46番キル 31(内洞) 032)772-6118 牛ミノ焼き、牡蠣入りご飯

2 ●● 共和春 チャイナタウン路 43、 2、 3、 4階(北城洞3街) 032)765-0571 共和春ジャージャーメン、おこげ湯

3 ● トンビオチョンガ 開港路53番キル 10(内洞) 032)777-1300 豚カルビ

4 ● 明洞ポリバプ 新浦路 40、1階(内洞) 032)763-3392 麦ご飯定食

5 ● ムーンチャイナ チャイナタウン路 20 032)881-4096 テナガダコ丸ごと1本入り中華冷菜、海老チリ

6 ● 本家デバクチプ 虹霓門路98番キル 9、 1階(仁峴洞) 032)765-5684 サムギョプサル、冷麺

7 ● 本粥&ビビンバ 新浦路 18-1(新生洞) 032)777-6233 お粥、ビビンバ

8 ●
プットゥマク愛
スンドゥブ(新浦店) 又玄路35番キル 24-3(新浦洞) 032)762-4477 スンドゥブ

9 ● 新浦火炉クイ 新浦路27番キル 16(官洞3街) 032)777-0099 豚カルビ、サバの煮付け

10 ● 新浦ソルロンタン 開港路 7(中央洞4街、 1階) 032)764-5934 ソルロンタン

11 ● 日本料理店 ウジョン済物梁路 203-1(港洞5街) 032)761-3231 魚の辛味スープ、寿司

12 ● ウォンハルモニポッサム 又玄路35番キル 26、 1階(新浦洞) 032)764-6535 ポッサム

チャイナタウン／開港場圏域

飲食店情報 ● 模範飲食店  ● 外国人が利用しやすい飲食店  ● 名品飲食店
中区料理競演大会優秀店  1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回

No 区分 飲食店名 所在地 電話番号 主要メニュー
1 ● ポギカドゥカンチプ 築港大路86番キル 28、 1階(港洞7街) 032)885-0891 ふぐスープ、フグの刺身

沿岸埠頭圏域

No 区分 飲食店名 所在地 電話番号 主要メニュー
1 ● 京洞マンドゥ 又玄路 60-1(龍洞) 032)773-9849 餃子、石焼きビビンバ

2 ● クムチョンチプ 又玄路 90番キル 19-1(仁峴洞) 032)772-9324 プデチゲ、コプチャンの寄せ鍋

3 ● 1回 クジポンサムゲタン 又玄路 90番キル  7 032)777-0085 クジポンサムゲタン、アワビサムゲタン

4 ● サムガン チャメジョン路 158番キル 1(京洞) 032)772-7885 ソルロンタン、ユッケジャン

5 ● ソンミジョン 又玄路 14(沙洞) 032)766-9150 牛テールコムタン、
牛の膝蓋骨スープ

6 ● 水仁ボクチプ 仁中路 63番キル 44、 1階(新興洞3街) 032)887-1193 ふぐちり、ふぐの天ぷら

7 ● 1回 シンソンボクチプ 仁中路 63番キル 41(新興洞3街) 032)888-1788 ふぐの辛味スープ、ふぐの天ぷら

8 ●● 仁峴トンダク参鶏湯 チャメジョン路 134(仁峴洞) 032)772-8487 サムゲタン、ローストチキン

9 1回 タルクン鉄板トゥルチギ 又玄路 87番キル 5、 1階(仁峴洞) 032)764-7797 BBQ モンゴルライン
鉄板盛り合わせ

10 4回 NOO NA HOL DAK(ヌナナ
ホルダク) 東仁川店 又玄路 87番キル 16(仁峴洞) 032)772-8818 フレッシュな野菜とチキンの

大根の甘酢漬け包み
11 5回 白翎浦口 又玄路 90番キル 19-1(仁峴洞) 032)761-4050 サザエと帆立貝とと

カルビの蒸し物

その他中区市内

宿泊案内 ※客室数が30室以上の宿泊施設

No 宿泊施設名 所在地 電話番号
1 永宗観光ホテル 雲中路 21番キル 8(雲南洞 507-8、 12) 032)751-5450

2 仁川空港トランジットホテル 空港路 272(雲西洞 2851、 仁川国際空港の旅客ターミナル) 032)743-3052

永宗·龍遊·舞衣地域

No 宿泊施設名 所在地 電話番号
1 オリンポスホテル 済物梁路 257(港洞 1街 3-2) 032)762-5181

2 ミランダ観光ホテル 沿岸埠頭路 43番キル 12(港洞 7街 58-128) 032)889-0245

3 イッツ観光ホテル 沿岸埠頭路 53番キル 15(港洞 7街 58-131) 032)883-0083

4 ハーバーパークホテル 済物梁路 217(港洞 3街 5) 032)770-9603

5 シークレット観光ホテル 月尾路 233番キル 11(北城洞 1街 98-212) 032)764-8993

6 アイネイバー観光ホテル 月尾路 243番キル 5(北城洞 1街 98-310) 032)764-3003

7 G観光ホテル 月尾路 243番キル 1(北城洞 1街 98-363) 032)764-0023

8 ギャラクシー観光ホテル 月尾文化路 9(北城洞 1街 98-578) 032)777-2500

9 ベニキアホテルシースター 月尾路242番キル 7-2(北城洞 1街 98-326) 032)765-7000

10 Wホテル 北城洞 1街 98-81 032)772-6300

市内地域

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

4 ホテルシェルブール 龍遊西路 283(乙旺洞 703-41) 032)752-0013

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

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

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

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

9 仁川エアポートホテルオーシャンビュー 仙女パウィ路 55番キル 13(乙旺洞 678-53) 032)746-8407

10 オーシャンサイドホテル マシラン路  40(徳橋洞 128-17 外 2) 032)746-0072

11 レイ観光ホテル 乙旺路 58番キル 6(乙旺洞 763-35) 032)752-8333

12 仁川プリンスホテル 龍遊西路 172番キル 22(乙旺洞 255) 032)751-8886

13 舞衣シーサイドホテル 大舞衣路 119(舞衣洞 291-7) 032)752-7737

14 ホテルORA(オラ) 空港西路  345(南北洞 100-34 外 2) -

15 乙旺観光ホテル 龍遊西路 304番キル 12(乙旺洞 749 外 3) 032)752-7737

16 舞衣アイランド家族ホテル クンムリ路  22(舞衣洞 370  外 4) 032)752-5114

17 オーションスカイ家族ホテル 仙女パウィ路  35(乙旺洞 678-59 外 3) 032)751-0408

18 サンホステル(旧サンマル観光ホテル) 仙女パウィ路 55番キル 35(乙旺洞 685-1、 686) 032)746-3096

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

2 ● オソン食堂 沿岸埠頭路 16(港洞7街、海洋センター ) 032)884-1355 サッパ刺身の和え物、ビクニンスープ
3 ● 元祖モッコリ食堂 沿岸埠頭路 16(港洞7街、海洋センター ) 032)882-4656 魚の辛味スープ、

サッパ刺身の和え物
4 ● 海村 沿岸埠頭路 16(港洞7街、海洋センター ) 032)882-0012 マナガツオの煮付け
5 4回 イチュン多福チプ 沿岸埠頭路 16(港洞7街) 032)882-3450 サッパ刺身の和え物
6 5回 エンヒネ 港洞7街 032)883-1479 海鮮と牛バックリブのカルビタン

多彩な楽しさに満ちている
月尾島

観光案内電話

全国どこでも局番なし

観 |光 |案 |内 |図
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차이나타운
チャイナタウンチャイナタウン
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中華街(牌楼)
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초한지 벽화거리
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삼국지 벽화거리
三国志壁画通り

삼국지 벽화거리
三国志壁画通り의선당

義善堂
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清・日租界地境界階段 
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세계소방차박물관세계소방차박물관
世界消防車博物館世界消防車博物館

제물진두제물진두
祭物津頭祭物津頭

중부경찰서중부경찰서
中部警察署中部警察署

하버파크호텔하버파크호텔
ハーバーパークホテル ハーバーパークホテル 

한국근대문학관한국근대문학관
韓国近代文学館韓国近代文学館

혜명단청박물관혜명단청박물관
慧明丹青博物館慧明丹青博物館

선광미술관(舊 일선빌딩)선광미술관(舊 일선빌딩)
鮮光美術館(旧日鮮ビル)鮮光美術館(旧日鮮ビル)

최초수녀기념비최초수녀기념비

韓国初の
修道女到着の記念碑

韓国初の
修道女到着の記念碑

한국기독교100주년기념탑한국기독교100주년기념탑

韓国キリスト教
100周年記念塔
韓国キリスト教
100周年記念塔

화교중산학교화교중산학교
華僑中山学校華僑中山学校

청국영사관 회의청청국영사관 회의청
清国領事館会議庁清国領事館会議庁

공자상공자상
孔子像孔子像

최초플라타너스최초플라타너스
韓国初のプラタナスの木韓国初のプラタナスの木

대불호텔대불호텔
大仏ホテル大仏ホテル

근현대생활사전시관근현대생활사전시관
近現代生活史展示館近現代生活史展示館

휴띠끄(Tax Free)휴띠끄(Tax Free)
ヒューティックヒューティック

중구생활문화센터 개항장 문화마당중구생활문화센터 개항장 문화마당

中区生活文化センター
開港場文化マダン

中区生活文化センター
開港場文化マダン

올림포스 호텔올림포스 호텔
オリンポスホテルオリンポスホテル

북성동주민센터북성동주민센터
北城洞住民センター北城洞住民センター

팔선도팔선도
八仙圖八仙圖

송월교회송월교회
松月教会松月教会

인천기상대인천기상대
仁川気象台仁川気象台

제물포고교제물포고교
済物浦高校済物浦高校

성덕당성덕당
成德堂成德堂

동인천 삼치거리동인천 삼치거리
東仁川サワラ通り 東仁川サワラ通り 

인천학생교육문화회관인천학생교육문화회관
仁川学生教育文化会館仁川学生教育文化会館

동인천역동인천역
東仁川駅東仁川駅

석정루석정루
石汀楼石汀楼 인천광역시남부교육지원청인천광역시남부교육지원청

仁川広域市南部教育支援庁仁川広域市南部教育支援庁
인천광역시역사자료관인천광역시역사자료관

仁川広域市歴史資料館仁川広域市歴史資料館

자유공원 공영주차장자유공원 공영주차장
自由公園公営駐車場自由公園公営駐車場

각국조계지계단각국조계지계단
各国租界地階段各国租界地階段

인천제일교회인천제일교회
仁川第一教会仁川第一教会

인성여고교인성여고교
仁聖女子高校仁聖女子高校

참외전로참외전로
チャメジョン路 チャメジョン路 

용동큰우물용동큰우물
龍洞クヌムル(井戸)龍洞クヌムル(井戸)

동인천길병원동인천길병원
東仁川キル病院東仁川キル病院

애관극장애관극장
愛舘劇場愛舘劇場

답동성당답동성당
畓洞聖堂畓洞聖堂

웨딩가구거리웨딩가구거리
ウェディング・家具通りウェディング・家具通り

이길녀 산부인과 기념관이길녀 산부인과 기념관
イ・ギルニョ産婦人科記念館イ・ギルニョ産婦人科記念館

예지요양병원예지요양병원
イェジ療養病院イェジ療養病院

우현로
우현로

又玄路
又玄路

대한성공회 인천내동교회대한성공회 인천내동교회
大韓聖公会仁川内洞教会大韓聖公会仁川内洞教会

인천내리교회인천내리교회
仁川内里教会仁川内里教会

웨슬리예배당웨슬리예배당

ウェズリー礼拝堂
（Wesley’s Chapel）

ウェズリー礼拝堂
（Wesley’s Chapel）

인성초교인성초교
仁聖小学校仁聖小学校

인성여중교인성여중교
仁聖女子中学校仁聖女子中学校

월드커뮤니티센터월드커뮤니티센터
ワールドコミュニティーセンターワールドコミュニティーセンター

층층1길층층1길
層層1キル層層1キル

층층2길층층2길
層層2キル層層2キル

카페오즈카페오즈
カフェオズカフェオズ

한중원 
韓中園
한중원 

韓中園
인천아트플랫폼 아카이브(舊 일본우선주식회사)

仁川アートプラットフォームアーカイブ
（旧日本郵船株式会社）
인천아트플랫폼 아카이브(舊 일본우선주식회사)

仁川アートプラットフォームアーカイブ
（旧日本郵船株式会社）

인화문(패루)
仁華門(牌楼)

인화문(패루)
仁華門(牌楼)

인천개항장 근대건축전시관
(舊 일본제18은행)

仁川開港場近代建築展示館
(旧日本第18銀行 仁川支店)
인천개항장 근대건축전시관

(舊 일본제18은행)

仁川開港場近代建築展示館
(旧日本第18銀行 仁川支店)

한중문화관·화교역사관
韓中文化館·華僑歴史館

한중문화관·화교역사관
韓中文化館·華僑歴史館

짜장면박물관(舊 공화춘)
ジャージャーメン博物館(旧共和春)

짜장면박물관(舊 공화춘)
ジャージャーメン博物館(旧共和春)

구일본 제58은행 인천지점
旧日本第58銀行仁川支店

구일본 제58은행 인천지점
旧日本第58銀行仁川支店

중동우체국(舊 인천우체국)
中洞郵便局(旧仁川郵便局)

중동우체국(舊 인천우체국)
中洞郵便局(旧仁川郵便局)

중구청(舊 일본영사관)
中区庁(旧日本領事館)

중구청(舊 일본영사관)
中区庁(旧日本領事館)

자유공원
自由公園

자유공원
自由公園

동인천역세권 지하상가

東仁川駅勢圏地下商店街동인천역세권 지하상가

東仁川駅勢圏地下商店街

홍예문
虹霓門
홍예문

虹霓門

맥아더장군 동상
マッカーサー将軍銅像

맥아더장군 동상
マッカーサー将軍銅像

舊제물포구락부
旧済物浦倶楽部

舊제물포구락부
旧済物浦倶楽部

인천아트플랫폼
仁川アートプラットフォーム

인천아트플랫폼
仁川アートプラットフォーム

인천개항박물관
(舊 일본제1은행)

仁川開港博物館
（旧日本第一銀行仁川支店）

인천개항박물관
(舊 일본제1은행)

仁川開港博物館
（旧日本第一銀行仁川支店）

한중문(패루)
韓中門(牌楼)

한중문(패루)
韓中門(牌楼)

차이나타운공영주차장차이나타운공영주차장
チャイナタウン公営駐車場チャイナタウン公営駐車場
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연안부두 바다쉼터
沿岸埠頭海の休憩所沿岸埠頭海の休憩所

연안부두 바다쉼터

연안부두 횟집거리
沿岸埠頭刺身通り沿岸埠頭刺身通り

연안부두 횟집거리

인천항연안여객터미널
仁川港沿岸旅客ターミナル 仁川港沿岸旅客ターミナル 

인천항연안여객터미널

밴댕이회무침거리
ペンデンイ（サッパ）通りペンデンイ（サッパ）通り

밴댕이회무침거리

연안부두 전망대
沿岸埠頭展望台

연안부두 전망대
沿岸埠頭展望台

물놀이 시설
水遊び施設

물놀이 시설
水遊び施設

바랴그호 추모비
ヴァリャーグ追悼碑

바랴그호 추모비
ヴァリャーグ追悼碑

해상교통관제센터해상교통관제센터
海上交通管制センター海上交通管制センター

인천해양경비안전센터인천해양경비안전센터
海洋警察海洋警察

인천수협연안공판장인천수협연안공판장
仁川水協沿岸共販場仁川水協沿岸共販場

수협인천공판장수협인천공판장
水協仁川共販場水協仁川共販場

수협중앙회(경인지회)수협중앙회(경인지회)
水協中央会（京仁支会）水協中央会（京仁支会）

종합어시장 홍보탑종합어시장 홍보탑
総合魚市場広報塔総合魚市場広報塔

남항부두 홍보탑남항부두 홍보탑
南港埠頭広報塔南港埠頭広報塔

남항바다낚시남항바다낚시
南港海釣り南港海釣り

연안회프라자연안회프라자
沿岸刺身プラザ沿岸刺身プラザ

항동우체국항동우체국
港洞郵便局港洞郵便局

관광숙박시설 밀집지역관광숙박시설 밀집지역
観光宿泊施設密集地域観光宿泊施設密集地域

해수탕해수탕
海水湯海水湯

SK에너지(주)SK에너지(주)
SKエナジー(株)SKエナジー(株)

해양친수공원해양친수공원
海洋親水公園海洋親水公園

연안동주민센터연안동주민센터
沿岸洞住民センター沿岸洞住民センター

라이프비취맨션아파트라이프비취맨션아파트
ライフ翡翠マンションアパートライフ翡翠マンションアパート

관공선부두관공선부두
官公船埠頭官公船埠頭

해양환경관리공단 인천지사해양환경관리공단 인천지사
海洋環境管理公団 仁川支社海洋環境管理公団 仁川支社

인천지방해양수산청인천지방해양수산청
仁川地方海洋水産庁仁川地方海洋水産庁

인천중부소방서소방정대인천중부소방서소방정대
仁川中部消防署消防艇隊仁川中部消防署消防艇隊

인천세관감시관실인천세관감시관실
仁川税関監視官室仁川税関監視官室

인천활어도매협동조합인천활어도매협동조합
仁川活魚卸売協同組合仁川活魚卸売協同組合

주차장주차장
駐車場駐車場

해양광장
海洋広場海洋広場

해양광장

팔미도유람선
八尾島遊覧船八尾島遊覧船

팔미도유람선

제1국제여객터미널
第1国際旅客ターミナル第1国際旅客ターミナル

제1국제여객터미널

인천종합어시장
仁川総合魚市場仁川総合魚市場

인천종합어시장

역무선방파제등대(연오랑 등대)

役務船防波堤灯台
（ヨンオラン灯台）
役務船防波堤灯台

（ヨンオラン灯台）
역무선방파제등대(연오랑 등대) 魚市場で必ず食べてみよう！

楽
 楽 | し | む

 多彩な楽しさに満ちている

月尾島
感

 感 | じ | る

 開港期の歴史と文化に出会う

開港場
チャイナタウン
松月洞童話村

休
 休 | む

涼しい趣と休息の

沿岸埠頭

仁川の歴史や韓国の伝統文化を理解することができる場所！
伝統生活文化施設、宮中文化展示室、企画展示室を
運営し、国内外の観光客が様々な韓国伝統文化を見
て楽しんで体験することができる場所である。

 032)440-5933~4

 夏季(3月~10月) 10:00~18:00 / 冬季(11月~2月) 10:00~17:00(毎週月曜日休館)

 無料
   伝統衣装を無料で着てみることができ、韓食体験館では自然から得た天然材料を使った
伝統料理を直接作って試食してみることができる。(韓食体験館 ☎032－463－9911/有料)

2  月尾文化館

恋人たちのデートコース！
海を眺めながらコーヒーを飲むことができる場所
であり、恋人たちのデートコースとして愛されて
いる。

1  カフェ通り

仁川沖を眺めながら最高のスリルを感じられる場所！
韓国最高のスリルを楽しめることで有名なバイキ
ング、DJの話術で有名なディスコパンパンなどが
あり、老若男女誰でも楽しむことができる文化ス
ペースである。

 平日 10:00~22:00 / 週末 10:00~23:00(会社別に運営時間は違います。)

 大人 4,500ウォン ~ / 小人 3,500ウォン ~ (自由利用券は別途となります。)

2  月尾テーマパーク

特別な遊覧船で甘い思い出を！
月尾島を出発して芍薬島、永宗大橋、アラべッキル閘
門、青蘿国際都市などを経由して観光客に様々な見
どころを提供する。夜景を鑑賞しながらロマンチッ
クな家族会や団体のイベントを行うことができる。

 中区 月尾文化路  21     032)765-1171     http://www.wolmidocruise.com

 始発の船 11:00(1時間 20分運行／身分証明書は必ずご持参ください。)

 大人 16,000ウォン / 小人 10,000ウォン

3  月尾島遊覧船

海水足湯と水遊びを同時に楽しめる場所！
若男女誰でも楽しんでリラックスできる遊びの空
間であり、家族単位での訪問客が多く訪れている。

 中区 月尾文化路 95 周辺     032)763-8144

 水遊び場  6月、9月 : 週末及び祝日(10:00~19:00) / 7月, 8月 : 毎日(10:00~19:00)

                                休場日：毎週月曜日（掃除）、雨天時
 海水足湯 3月 ~ 11月 : 毎週月曜日は休務日です。                    無料

 月尾水海水足湯 :   海を背景にして海洋岩盤水に足を浸して様々な文化公演まで鑑賞
してみよう！

4  月尾水遊び場 （海水足湯）

涙を流しながら離れなければならなかった
最初の移民の先祖たち！
  1902年最初の移民以後、移民者たちの旅程と生活、
移民募集広告、最初の公式旅券や船舶が展示された
博物館である。

 032)440-4710     mkeh.incheon.go.kr

 09:00~18:00(17時30分まで入場)

 毎週月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌日）、1月1日は休務日です。
 無料

5  韓国移民史博物館

仁川港を一目で見渡せる場所！
月尾公園の頂上に位置している高さ23mの展望台
であり、夜には色とりどりの光で飾られて宇宙船の
姿を連想させる。

 展望台 07:00~22:00

 カフェ月尾タルピッマル 11:00~19:00 (冬季営業時間は変更することがあります。)

                                      ☎032)765-0727

4  月尾展望台

月尾文化通り
若さとロマン溢れる街
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家族で、友達同士で楽しめるデートスポット！
海を眺められる刺身屋やカフェなどがある、合計600mに達する海辺の散策路であ
り、音楽噴水、海水足湯、野外ステージなど様々な見どころや体験が満載！青い海
を背景にして多彩な文化イベントと月尾文化祭りが繰り広げられていて家族や友
達と一緒に海のロマンと楽しさを満喫することができる。

歴史と伝統、生態をテーマで出会ってみよう！
韓国伝統公園は朝鮮時代の宮殿庭園及び別墅庭
園、民家の庭園を再現した。宮殿庭園として芙蓉
池、愛蓮池、花階及び峨嵋山の煙突を、別墅庭園と

しては瀟灑園、菊潭園、瑞石池を、民家庭園としては養真堂、伝統民家などを再現し
た。このほか、水田、小川など多様な生態資源も造成されている。

 夏季 09:00~20:00 / 冬季 09:00~19:00
 (養真堂内部観覧 : 夏季 09:00~18:00 / 冬季 09:00~17:00)

1  韓国伝統公園

休息と自然、体験の場！
軍部隊が駐留して50年間一般人の出入りが制限され、自然生態系がよく保存され
ている地域であり、2001年市民に開放された。鬱蒼な森が保存されている月尾山
とその頂上から仁川沖を一目で見渡せる展望台、外国人が多く訪れる韓国伝統公
園、韓民族の移民史を展示している韓国移民史博物館などが造成されて新しい観
光名所として生まれ変わっている。

 中区 月尾路 329  仁川広域市西部公園事業所     032)765-4133

 http://wolmi.incheon.go.kr

月尾公園
自然と歴史が息づく場所
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仁川港閘門（閘門広報館）
東洋最大規模の閘門式の港！
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韓国初の閘門であり、最大10mに至る干満差を克
服して24時間ずっと船舶が入出航できるように造
成された場所である。閘門広報館を訪問すると、閘
門の作動原理、展示館など様々な見どころや体験
を楽しむことができる。

 中区 月尾文化路  376     032)770-4519     www.icpa.or.kr

 09:00~18:00(17時30分まで入場、週末は休館となります。)

7階建てになっている海洋広場の休憩所！
カフェ、遊覧船チケット売り場、トイレ、駐車場など
があり、7階にある展望台では沿岸埠頭を一目で眺
めることができる。

 利用時間 09:00~21:00     無料

1  沿岸埠頭展望台

仁川海上で一握りの灰と化したロシア船員を称えて！
露日戦争（日露戦争）当時に巡洋艦「ヴァリャーグ」と砲艦

「コレエツ」の乗組員は仁川の八尾島海上で日本海軍と
の戦いの末に敗北の可能性が高くなると、降伏する代わ

りに自決した。この自爆で犠牲になったロシア船員の100周年を追悼するために造成した。

2  ヴァリャーグ追悼碑

暑さ脱出！子供たちが入ると出ないです〜
  沿岸埠頭地域の観光インフラを構築するために、水
辺空間と調和する水遊び施設を2015年に造成した。
観光客と地域住民が楽しめるように毎年夏に開場
している。

 6月、9月 : 週末及び祝日(10:00~19:00) / 7月、8月 : 毎日(10:00~19:00)

 休場日 : 毎週月曜日（掃除）、雨天時     無料

3  水遊び施設

ぱあっと広がった広場で黄海も見て遊覧船にも乗って！
広場の入り口にはロシアの「ハリストス復活大聖堂 （血の上の救世主教会）」を

モチーフにした造形物があり、異国的な雰囲気を醸す。 水遊び施設、
野外ステージ、遊覧船など様々な体験を楽しむことができる。

 中区 沿岸埠頭路  36     032)763-8144

海洋広場 （サンクトペテルブルク広場）
都心の中の環境にやさしい空間
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船を利用して中国に行く場合、仁川国際旅客ター
ミナルに行かなければならない。沿岸埠頭に第1 国
際旅客ターミナルが、港洞に第2国際旅客ターミナ
ルがある。入国場・出国場はもちろん、免税店まで
備えており、中国の営口、秦皇島、烟台、大連、 丹東
などに行くことができる。

 中区  沿岸埠頭路  88

 旅客 1599-5985  国際 032)880-3210  沿岸 032)880-3400

 www.icferry.or.kr/index.do

   第1、2国際旅客ターミナルから出発する中国の都市が違うので、ホームページの確認
または電話でのお問い合わせを通して就航都市を事前に確認しましょう！

第1国際旅客ターミナル
仁川と中国を行き来する安全な船路！
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韓国初の灯台がある八尾島。1903年6月1日に韓
国で初めて灯台の光を照らした八尾島の灯台は、
この100年間の任務を遂行し、仁川市指定文化財

（第40号）に指定されてその場を守りながら保存
されている。今は新しく建てた灯台が光を照らし
ている。

 中区  沿岸埠頭路 36     現代マリン開発 032)885-0001

 大人 22,000ウォン / 中・高校生 18,000ウォン / 小人 15,000ウォン
   地下鉄1号線東仁川駅で下車 ▶ 市内バス（24番)に乗車 ▶ 「沿岸旅客ターミナル」バス停
で下車 ▶ 沿岸埠頭海洋広場の管理棟

八尾島遊覧船
韓国初の美しい灯台の島「八尾島」
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  黄海沿岸で漁師たちが直接捕った新鮮な水産物を
供給しており、沿岸埠頭に来たら必ず立ち寄らな
ければならない場所である。直接捕った活魚を刺
身にしてくれるので信頼することができて、様々
な海鮮物を存分に安く楽しむことができる。商人
たちと値引き交渉をしながら、サービスを得るこ
ともまた違う楽しみである。

 中区  沿岸埠頭路33番キル 37     仁川総合魚市場 032)888-4241~3

 www.asijang.com

仁川総合魚市場
多様な海産物を安く楽しむことができる韓国最大の水産物流通市場！
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韓国と中国の文化が共存するところ!
チャイナタウンは1883年に仁川港が開港された以降、中国人が集まって暮らし、中国の独特
な文化が形成された場所に路地ごとに赤い看板と紅灯を掲げた街頭を歩いてみると、中国
を旅行する気分を感じることができる。 チャイナタウン内の牌樓、三国志壁画街、ジャー
ジャー麺博物館など多様な見どころを通じて中国の文化と生活を垣間見ることができる。

中国人の精神的支柱としての役割を果たす建築物！
赤い柱の上に屋根をのせた中国伝統大門である。
昔から中国人が村の入り口に建てた大門のような
もので、鬼を追い出し、商店街の繁栄を祈願する意

味を込めている。精巧で美しい建築装飾と文化と芸術が一つに融合された仁川チ
ャイナタウンの代表的な象徴物である。

 中区 チャイナタウン 一帯     032)760-6480

   チャイナタウンには4つの牌楼がある。それぞれの名前は中華街、善隣門、仁華門、韓中門である。

1  牌楼

韓国の中の小さな中国、チャイナタウン！
中国の伝統衣装であるチーパオを着た華僑商人た
ちに出会うことができて、最近復元された中国式
の近代建築物や中国を象徴する赤色の看板、紅灯

を見ることができる。チャイナタウンの代表的な料理であるジャージャーメンと
糖火焼（薄皮で中身は空洞のパン。一口香（逸口香）に近い）、月餅なども味わうこと
ができる。

 中区 チャイナタウン 一帯     032)760-6480

2  チャイナタウン

華僑の息吹を感じることができる場所！
義を守って善に生きようという意味を持つ中国式
の寺院であり、仏陀、観音菩薩、観音長などが造成
されている。

 中区 チャイナタウン路 34     032)760-6470

3  義善堂

中国文人の庭園様式を再現した休息空間！
中華風の東屋、池、龍瓦を施した塀など清時代の中
後半の蘇州地域の文人の庭園様式を活用した野外
文化空間である。

 中区 チャイナタウン路59番キル 12の隣（太和園の隣にある。）     032)760-6470

4  韓中園

140年以上の歴史をそのままとどめている場所！
仁川の近現代史を端的に見ることができる場所で
あり、左側には清、右側には日本租界があった。境
界となる階段を中心に左右側の違う建築様式を現

在も確認することができる。
 中区 済物梁路232番キル 一帯     032)760-6470

   租界 : 開港場などで外国人が行政権と警察権を握っていた地域。

5  清・日租界地境界階段 

中国後漢末へ時間旅行してみよう！
三国志の中で最も代表的な場面が描かれている通
りであり、劉備、関羽、張飛、諸葛亮などの物語や歴
史を紹介した長さ150mの大型壁画通りである。

 中区 チャイナタウン路51番キル 一帯     032)760-6480

6  三国志壁画通り 

中国秦末期から漢を建国するまで時間旅行してみよう！
楚王項羽とそれに対立した漢王劉邦の知略と冒
険、処世の物語などを取り上げた楚漢志の代表的
な場面を長さ110mの大型壁画に込めている。

 中区 自由公園西路 一帯     032)760-6480

7  楚漢志壁画通り

チャイナタウン
韓国の中の小さな中国
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韓国の近代海運及び流通産業の歴史を見せてくれる場所！
  仁川アートプラットフォーム内にある資料室であ
り、1888年に仁川港で物流輸送を受け持った日本
郵船株式会社日本支店の事務室として使用された。

 中区 済物梁路218番キル 3     032)760-1000

1  仁川アートプラットフォームアーカイブ
  （旧日本郵船株式会社）

仁川広域市中区の真ん中で出会うことができる
近代の歴史と文化！
韓国で生産された金塊、砂金の買付関連業務や新貨
幤と旧貨幣の交換、預金業務と貸出業務など金融業
務を担当した日本の銀行である。

  旧日本第1銀行仁川支店  中区 新浦路 59番キル  / 032)760-7508

 旧日本第18銀行仁川支店  中区 新浦路23番キル  77 / 032)760-7549

 旧日本第58銀行仁川支店  中区 新浦路23番キル  69-1 / 032)760-6470

2  旧日本第1、18、58銀行仁川支店

歴史と文化、未来の都市！仁川の中心、中区庁 ！
日本は1883年に日本租界内に自国民を保護する目
的で、2階建ての木造建物である領事館を竣工した。
以後、日本領事館及び理事庁、仁川府庁舎として使
用されたが、1933年に地上2階建てビルを新築し、

1964年3月に3階建てに増築された。日本から独立した後は仁川市庁として活用さ
れ、1985年に仁川市庁が移転し、現在は中区庁として使われている。

 中区 新浦路27番キル 80     032)760-6470

3  中区庁

自然と歴史、伝統文化が調和する公園！
1888年に造成された韓国初の西洋式公園であり、
1897年に造成されたソウルのタプコル公園より9年
も前に造られた。公園設計はロシア人の土木技師、
サバティンが担当し、共同租界内にあって各国公園

と呼ばれた。近くの住民と観光客の休憩場所として絵画コンクール、作文コンクー
ル、様々な公演など各種イベントが開かれていて、家族や恋人のお出かけスポット
として愛されている。

 中区 自由公園南路 25 一帯     032)760-7580

   自由公園の名前で見る韓国現代史 : 各国公園（開港後） ▶ 西公園（日帝強占期（日本統治
時代）） ▶ 万国公園（独立後） ▶ 自由公園（朝鮮戦争後）  

4  自由公園

韓米外交の象徴！
仁川のランドマークだったジョンストン別荘があ
った場所に建てられたもので、1882年に米国との
朝米修好通商條約を記念し、両国間の相互信頼と協
力関係の持続的発展のために1982年に建てられた。

 032)760-7580

4 -1 | 韓米修交100周年記念塔

チャイナタウンで必ず食べてみよう！

ジャージャーメン
1883年仁川が開港した後、中国人が押し寄せて中華料理店ができ
た。その中の一つである共和春（現在はジャージャーメン博物館）では仁川埠頭
の労働者などに安くて手軽に食べられる、炒めた甜麺醤に麺を混ぜて食べる料理
を売り始めており、ここに韓国人の好みに合わせて黒いキャラメルが添加されて
今日の韓国式ジャージャーメンが誕生した。長いジャージャーメンの歴史を持つ
チャイナタウンに来たら、特別なジャージャーメンの味を感じることができる。

糖火焼
中身が空洞なのでコンガルパン（直訳する
と嘘つきパン）と呼ばれる中国固有のパン
であり、サクサクとした皮と甘みが特徴である。

月餅
中国伝統のお菓子であり、卵、餡、ドライフルーツなど

を入れた後、月餅の木型に入れて作るお菓子である。

器 餠
小麦粉でできた厚い皮にサツマイモ、カ

ボチャ、肉、小豆などを入れて窯で焼き

上げる饅頭であり、甕器餠とも呼ばれ

る。1壺に60個あまりを貼り付けて12分

程度焼き上げると外はサクサクして中

はしっとりとして暖かさが長く持続す

る甕器餠を味わうことができる。

松月洞童話村
思い出作りの旅行！
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童話の主人公たちが生きている！
童話やアニメーションの中の主人公が絵と壁の中
に生きている3D美術館であり、観客が直接参加し
て楽しむことができる遊び空間である。

 中区 童話マウルキル  42     032)761-2631     09:00~19:00(年中無休)

 大人 6,000ウォン / 青少年・軍人 4,000ウォン / 子供 3,000ウォン
     (36カ月未満無料、20人以上ご利用の場合に別途団体料金を適用する。)

1  トリックアートストーリ

ときめく心をいっぱい抱えて愛する
家族や恋人と一緒に美しい思い出作り！

色とりどりの童話の中の場面が街全体に溢れてい
る童話村は、ドロシーの道、神秘の道、赤ずきんの道
など世界名作童話をテーマにした10つの道が造成
されている。童話の主人公と一緒に写真を撮ること
ができ、トリックアート、愛の鍵、記念品作りなど様
々な体験ができる。週末にはパレード、ストリート

公演が開かれており、家族や恋人と一緒に楽しい思い出を作ることができる。
 中区 童話マウルキル 一帯     032)764-7494

テーマ探訪07

歴史の中の倉庫から文化に出会う！
旧日本郵船株式会社（登録文化財第248号）をはじ
めとする近代開港期及び1930~40年の建築物を改
造して創作スタジオ、工房、資料館、教育館、展示

場、公演場など合計13棟の規模で造成された。開港都市の歴史と場所を文化的に再
活用しようという市民の意思と仁川市の意志が一つになって誕生した。

 中区 済物梁路218番キル 3     032)760-1000     www.inartplatform.kr

3  仁川アートプラットフォーム

近代の始まりをうかがう！
日本第一銀行の建物を活用して韓国初の京仁鉄
道、海関、典圜局（日本の造幣局）の遺物など開港時

代の各種近代文物を展示している。
 中区 新浦路23番キル 89     032)760-7508

 www.icjgss.or.kr/open_port     09:00~18:00(年中無休)

   大人 1,000ウォン / 青少年 700ウォン / 軍人・警察・小学生 500ウォン(20人以上ご利用
の場合に別途団体料金を適用する。)

4  仁川開港博物館
     (旧日本第一銀行仁川支店)

建築で見る近代歴史！
日本第18銀行の建物を活用して開港当時の租界の
様子や様々な近代建築物を展示している。

 中区 新浦路23番キル 77     032)760-7549

 www.icjgss.or.kr/architecture     09:00~18:00(年中無休)

   大人 1,000ウォン / 青少年 700ウォン / 軍人・警察・小学生 500ウォン(20人以上ご利用
の場合に別途団体料金を適用する。)

5  仁川開港場近代建築展示館
     (旧日本第18銀行 仁川支店)

華僑の生活を通して中国文化に出会う！
韓国と中国の歴史が共存しているチャイナタウン
に位置している。韓中文化館では韓中文化交流の
ための様々な公演や中国文物展示室、中国文化体
験プログラムなどが運営されており、韓国初の華
僑展示館である華僑歴史館では1894年にチャイナ
タウンに定着した華僑の歴史と文化を理解できる
各種遺物を展示している。

 中区 済物梁路 238     032)760-7860~6

 www.hanjung.go.kr     09:00~18:00(年中無休)

   大人 1,000ウォン / 青少年 700ウォン / 軍人・警察・小学生 500ウォン(20人以上ご利用
の場合に別途団体料金を適用する。)

2  韓中文化館及び華僑歴史館

ジャージャーメン誕生の秘密をうかがう！
韓国式ジャージャーメンの発祥の地である旧共和
春の建物を改造して、地上2階建てビルを建てた。
ジャージャーメンの歴史や文化など関連遺物が展
示されている。

 中区 チャイナタウン路 56-14     032)773-9812

 www.icjgss.or.kr/jajangmyeon     09:00~18:00(年中無休)

   大人 1,000ウォン / 青少年 700ウォン / 軍人・警察・小学生 500ウォン(20人以上ご利用
の場合に別途団体料金を適用する。)

1  ジャージャーメン博物館 (旧共和春)

環境にやさしい電気シャトルカー！
展望台まで運行している環境にやさしい電気シャ
トルカーとして、白翎島に生息する天然記念物第
331号であるゴマフアザラシ（2014年アジア競技大

会のマスコット）にちなんで「アザラシシャトルカー」と名付けた。
 利用時間 10:00~18:00 ※昼食時間(12時~13時)は除く。
 運行区間 : 公園案内所 ▶ 月尾交差点 ▶ トンデ交差点 ▶ 頂上広場(片道 1.5km)

 

3  アザラシシャトルカー体験

大   人 片道 1,000ウォン / 往復 1,500ウォン
子供、青少年(4歳以上の幼児、小中高生) 片道 500ウォン/往復 800ウォン  ※ 4歳未満は無料

近代文化交流の現場！
開港期に仁川に住んでいた外国人たちの親睦を深
めるための社交場として使用するために、1901年
にロシア人のサバティンが現在の自由公園の麓に

地上２階建てのレンガ造りの建物を建てた。1941年以後、日本在郷軍人会が使用し
て精芳閣と呼ばれており、米軍将校クラブ、市立博物館、 文化院など様々な用途で
使用されたが、2007年から済物浦倶楽部の昔の姿を再現した文化空間として活用
されている。

 032)765-0261     www.jemulpoclub.com

 09:30~17:30(月曜日及び1月1日、旧正月及び韓国のお盆休みは休館となります。)   無料

4 -2 | 旧済物浦倶楽部

仁川港を眺める堂堂たる銅像！
朝鮮戦争当時、仁川上陸作戦を指揮したマッカーサー
将軍の業績を称えるために設置した5m規模の銅像で
あり、当時の仁川市民の募金活動により設置された。

 032)760-7580

4 -3 | マッカーサー将軍銅像

仁川の南北を繋ぐ門！
1908年に日本の工兵隊が日本人租界の拡張のため
に韓国人や中国人の労働者を動員して、約10mの高
さに積み上げて作った虹模様をした石門である。

 中区 虹霓門路（仁聖女子高校の近所）     032)760-6470

5  虹霓門

近代郵便の歴史の象徴！
1923年に新築されて近代の郵便業務を担当した場
所であり、東西洋の建築様式が絶妙に調和してい
る。仁川広域市有形文化財第8号に指定されている。

 中区 済物梁路  183     032)773-2106

6  中洞郵便局 (旧仁川郵便局)

140年以上の歴史の痕跡をとどめている
歴史や文化芸術が息づく場所！
物静かな漁村に過ぎなかったここは、1883年に開港と共に西欧各国と日本、清など
の商社が進出して各国の領事館が設置されるなど、国際都市に急速に変貌した。ま
た外国人専用の居留地が設定され、異国的な都市景観が形成され始めて、朝鮮の関
門であり、韓国一の貿易港として成長した。今も多数の近代文化遺産が残っていて、
開港期の歴史と文化を体感することができる。今日の開港場文化地区は140年以上
の歴史が作り出した独特な都市景観を背景にして様々な文化施設が立ち並んで、だ
んだん魅力的な場所として生まれかわっている。

開港場文化地区
韓国近代文化の宝庫

02

新浦ファッション文化通り 
ブランドショッピング通り

04

中区の代表的なショッピング通りとして有名な韓
国ブランドが出店している。年中割引、シーズン別
の割引イベントが多く、リーズナブルなショッピン
グができる場所である。
  周辺には美味しい店、カフェ、新浦国際市場が位置
しており、ショッピングと食事を一気に楽しむこと
ができる。

 中区 開港路 35 一帯      032)772-0462

大規模の地下商店街
手頃な価格、便利な移動！

05

1号線東仁川駅から水仁線新浦駅方面、畓洞交差点
まで続く相当な規模を誇る地下商店街である。
長く伸びた地下道に沿って服屋、カフェ、ネイルサ
ロンなど様々な店舗が位置している。地下商店街
を見て回って、便利に移動してみよう。

仁川初の近代的な常設市場であり、開港の歴史と共
にした、100年を超える仁川の代表的な市場である。
1890年に初めて魚市場が開設されて、日帝強占期

（日本統治時代）には公設第1日用品市場と公設第2
日用品市場になったが、独立後に現在のような新浦
洞在来市場が形成された。韓国で初めて辛だれ太麺

と鶏肉の辛味揚げを開発した場所として、新浦文化の通りと連携して快適で便利な
ショッピングを楽しむことができる。

 中区 又玄路 49番キル 25-1   032)764-0407~8   http://www.sinpomarket.com

   新浦国際市場支援センター : 国内外の観光客に便宜を提供するため、通訳サービス、
授乳室、伝統婚礼を体験する空間などを運営しており、各種パンフレットやマップを無
料で提供している。外国人観光客を対象に物品保管サービスも提供している。

新浦国際市場
100年の歴史がある伝統市場！

03

新浦国際市場で必ず食べてみよう！

辛だれ太麺
韓国の辛だれ太麺の元祖であり、コシのある麺
にコチュジャンだれ、豆もやし、キュウリを入
れて混ぜて食べる料理で、老若男女問わずみん
なに愛される料理である。

鶏肉の辛味揚げ
新浦国際市場の代表的な食べ物であり、甘
辛いソースに混ぜてピーナッツをたっぷり
ふりかけたので、強烈で香ばしい味と時間
が経ってもカリッとした食感をそのまま維
持するのが特徴。

刺身
一般的に魚市場で刺身の材料を
買った後、食堂に移動して食べ
る。他の場所より安く、新鮮な刺
身をお財布の心配なくう存分に食
べることができる。

塩辛
  魚市場で塩辛を買うことは欠か
せないコースである。明太子、
貝類のむき身の塩辛、タコの塩
辛など数多くの塩辛が食欲をそ
そる。容器から溢れるように塩
辛を入れてくれる人情はおまけ！


