
内容 紹介 内容

観光案内電話1330
24時間応対が可能な観光案内電話1330に関する 
情報と、無料発信サービスをご提供します。

音声検索
旅行に関する簡単な文章や単語を話しかけると、
人工知能(AI)音声認識技術を利用して 
適した情報をお探しします。

飲食店情報
全国地域別のおすすめグルメ情報と
予約機能をご利用ください。
清潔でおいしいお店情報をご提供します。

観光
全国の有名な観光スポット、ショッピング、
伝統市場の情報や地域別の主なお祭り、
文化芸術展示公演の情報を確認できます。

タクシー
外国人観光客向けのタクシー料金情報と 
ご利用に関する注意事項をご案内します。
(ソウル首都圏及び一部地域については予約サービスを提供)

交通
航空便および鉄道のリアルタイム運行
スケジュール情報をご提供します。
交通情報を活用してさらに便利な旅行を
計画しましょう。

韓国旅行TIPS
コリアツアーカード、観光警察、
タックスリファンド、緊急事態の対処情報など、
旅行に必要な情報を確認しましょう。 観光マップサービス

現在地基盤の観光マップやルート検索機能、
全国の地下鉄路線図情報をご提供します。リーフレット

QRコードをスキャンして、観光情報満載の様々な 
パンフレット(e-book)をダウンロード 
しましょう。

カスタマイズ型旅行コース
人工知能(AI)音声認識技術を基に、
あなたのためだけのオーダーメイド型旅行コースを
推薦いたします。

リアルタイムサービス
全国の地域別の天気や世界の主要都市の
現在時間、為替レート情報などを
リアルタイムで確認しましょう。

便利サービス
無料Wi-Fi、交通カードの残高照会、携帯電話の
ワイヤレス充電、発熱測定サービスなどを
ご提供しています。

AI翻訳
人工知能(AI)音声認識技術を基に、英語/中国語 
/日本語の自動翻訳サービスをご提供します。
必要な文章を翻訳してみましょう。

スマート観光案内システムを
ぜひご利用ください。

お役立ちの観光情報や
各種サービスを

ご提供いたします。
全国の人気観光スポットや交通の要所にある

｢スマート観光案内システム｣は、あなたが知りたい
観光情報についてご案内します。旅行に必要な

観光マップサービス、オーダーメイド型おすすめ観光
スポット、翻訳、リアルタイム交通情報などを 

提供しており、そのほか無料Wi-Fi 、交通カードの
残高照会、携帯電話のワイヤレス充電、発熱測定サービス

など様々なサービスをご利用いただけます。

QRコードを読み取って
モバイルリーフレットを 
ダウンロード
できます。

www.vkc.or.kr

スマート観光案内システム
「旅行に必要な観光情報を 

検索してみてください」

全国の主な空港・鉄道・港湾などの観光スポットや
交通の要所にある｢スマート観光案内システム｣は、 

有意義な観光情報や多彩な便利サービスを
旅行者の皆様にご提供しております。

｢スマート観光案内システム｣をご利用になり、
より便利で充実した韓国旅行をお楽しみください。

日本語



 交通

国際線空港

金浦国際空港 到着ロビー
 ソウル特別市 江西区 ハヌルギル 38

金海国際空港 到着ロビー
 釜山広域市 江西区 空港進入路 108

大邱国際空港 到着ロビー
 大邱広域市 東区 空港路 221

襄陽国際空港 到着ロビー
 江原道 襄陽郡 巽陽面 空港路 201

清州国際空港 到着ロビー
 忠清北道 清州市 清原区 内秀邑 梧倉大路 980、5-4

務安国際空港 到着ロビー
 全羅南道 務安郡 望雲面 空港路 970-260

済州国際空港 到着ロビー
 済州特別自治道 済州市 空港路 2

国内線空港

光州空港 到着ロビー
 光州広域市 光山区 尚武台路 420-25

蔚山空港 到着ロビー
 蔚山広域市 北区 産業路 1103

麗水空港 到着ロビー
 全羅南道 麗水市 栗村面 麗順路386

KTX

ソウル駅
 ソウル特別市 中区 ハンガンデロ 405

ヨンドゥンポ駅
 ソウル特別市 永登浦区 キョンインロ 846

ヨンサン駅
 ソウル特別市 龍山区 ハンガンデロ 23ギル 55

チョンニャンニ駅
 ソウル特別市 東大門区 踏十里路11キル 30-22

釜山駅
 釜山広域市 東区 中央大路 206

東大邱駅
 大邱広域市 東区 東大邱路 550

光州松汀駅
 光州広域市 光山区 尚武台路 201

大田駅
 大田広域市 東区 中央路 215

水原駅
 京畿道 水原市 八逹区 徳霊大路 924

江陵駅
 江原道 江陵市 龍池路 176

全州駅
 全羅北道 全州市 徳津区 東部大路 680

木浦駅
 全羅南道 木浦市 栄山路 98

順天駅
 全羅南道 順天市 八馬路 135

麗水エキスポ駅
 全羅南道 麗水市 望洋路 2

新慶州駅
 慶尚北道 慶州市 乾川邑 新慶州駅路 80

安東駅
 慶尚北道 安東市 慶東路 122-16

空港鉄道

孔徳駅
 ソウル特別市 麻浦区 マポデロ 92

金浦空港駅
 ソウル特別市 江西区 ハヌルギル 77

デジタルメディアシティ駅
 ソウル特別市 麻浦区 ソンアムロ 184

ソウル駅
 ソウル特別市 龍山区 チョンパロ 378

弘大入口駅 
 ソウル特別市 麻浦区 ヤンファロ 地下 188

仁川国際空港 1ターミナル駅
 仁川広域市 中区 空港路 271

港湾

仁川港国際旅客ターミナル
 仁川広域市 延寿区 国際港湾大路 326番キル 57

釜山港国際旅客ターミナル
 釜山広域市 東区 忠壮大路 206

バスターミナル

ソウル高速バスターミナル
 ソウル特別市 瑞草区 シンバンポロ 194

東大邱駅複合乗換センター
 大邱広域市 東区 東部路 149

地下鉄

東大邱1号線 中央路駅
 大邱広域市 中区 中央大路 424

 観光地

遊園地

エバーランドお客様サービスセンター
 京畿道 龍仁市 処仁区 蒲谷邑 エバーランド路 199

展望台

臨津閣展望台
 京畿道 坡州市 文山邑 臨津閣路 177

文化通り

弘大歩きたくなる道
 ソウル特別市 麻浦区 オウルマダンロ (西橋洞 348-35)

 利便施設

銀行

新韓銀行 明洞支店
 ソウル特別市 中区 ミョンドンギル 43

ウリィ銀行 明洞金融センター支店
 ソウル特別市 中区 ミョンドンギル 42

コンビニ

セブン-イレブン中国大使館店
 ソウル特別市 中区 ナムデムンロ 68

 ショッピングスポット

免税店

ロッテ免税店 明洞本店
 ソウル特別市 中区 ウルチロ 30、10階

ロッテ免税店ワールドタワー店
 ソウル特別市 松坡区 オリンピックロ 300、 

ロッテワールドモールAVENUEL棟 9階

ショッピングモール

AK&弘大
 ソウル特別市 麻浦区 ヤンファロ 188

 宿泊施設

複合リゾート

パラダイスシティプラザ
 仁川広域市 中区 永宗海岸南路 321番キル 186

ホテル

ノボテルアンバサダーソウル 江南
 ソウル特別市 江南区 ポンウンサロ 130

ソウルガーデンホテル
 ソウル特別市 麻浦区 マポデロ 58

 スマート観光案内システムの設置場所 あなたの韓国旅行をサポートする利発な｢スマート観光案内システム｣、どうぞご利用ください！ 
全国の主要観光スポットや交通の要所で観光客の皆様をお待ちしています。


