
朝鮮に辿り着いたを
歓迎いたします！

ここは、朝鮮のある平和な村、
韓国民俗村です。

身なりを見たところ、あなたは時間旅行者。
では、この民俗村について少し耳打ちをしよ
うとするのですが、、、

聴いていただけるのでしょうかな～～

市場遊び村商店街村 民俗村

*�韓国館は、伝統婚礼の披露宴および家族の食事会、�
各種の団体行事などのご予約ができます。

便宜施設
1  正門(大観門)

2  チケットブース・団体相談室
3  �ベビー休憩室・医務室�

(ベビーカー・車いす・�
 オーディオガイドのレンタル)

4  案内所 
5  事務室

食べもの
6  伝統喫茶店(伝統茶・コーヒー)

9  角屋敷
12  韓国館
13  民俗風おやつ

ショッピング
7  農特産物売り場 
10 民俗コンビニ
11 おみやげ売り場
14 故郷記念品売り場
15 駐車記念品売り場

食べもの
客主屋
ムック(寒天)屋
トック(餅)屋
ピンデトック(韓国風お好み焼き)屋
スンデ(韓国風豚腸詰)屋
パジョン(ねぎ入りお好み焼き)屋
クッパ(お汁ご飯)屋
ククス(素麺)屋
コチクイ(串焼き)屋
トンドン酒(濁り酒)屋
ヨッ(飴)屋
キルム(油)屋

朝鮮時代の家屋
5  20 南部地方農家
6  13 南部地方小農家
7  8  北部地方民家 
9  44 南部地方の屋敷
15 金蓮寺(お寺)

18 南部地方民家(占い屋)

19 41  42  南部地方民家
21 中部地方山村民家
29 官庁
30 内三門  
31 水車
33 済州島民家
35 鬱陵島民家
36 文士の家(民香-伝統喫茶店)

37 書院 
40 43  中部地方民家 
45 孝熱門 
46 中部地方農家
70 ノワの(天然スレート)家
71 ギトルの家 
72 珍島民家 
86 桶臼
87 踏み臼  
 

公演
22 両班家(伝統婚礼公演)

26 馬上武芸公演会場(乗馬体験)

39 �農楽公演場

展示
27 タルチュム展示館(市場のおやつ)

34 伝統民俗館
51 農具展示場
53 甕器生活館

工房・体験
4  甕器(陶器)工房(甕器体験)

10 南部地方民家(竹器工房)

11 中部地方民家(韓方薬房)

12 南部地方農家(木器工房)

14 中部地方農家(絹糸取り体験)

23 内子院(時代劇撮影体験)

25 北部地方民家(楽器工房)

28 渡し船体験場

32 中部地方民家(わらじ工房)

47 南部地方民家(天然染色体験)

49 中部地方民家(俵づくり体験)

50 鍛冶屋
52 鍮器・キセル工房
54 昔の家具工房・うちわ工房
63 烙画(焼き絵)工房
73 礼儀教育場

アトラクション村
1  ファミリーコースター(森の中を急旋回するローラーコースター)

2  バイキング(空を飛ぶ巨大な海賊船)

3  ミュージックエクスプレス(楽しい音楽と共にクルクル)

4  メリーゴーランド(馬に乗った王子様とお姫様になるひと時)

5  ドロップ&ツイスト(高空落下のハラハラするツイスト)

6  バンパーカー(時間が経つのも忘れるスリル満点ドライブ)

7  バウンススピン(風を切ってスカッと飛行)

8  循環列車(ミニ汽車に乗って行く循環旅行)

9  ボートライド(丸太船に身を任せてプカプカ)

10 ミニバイキング(勇気あるこどもたちの冒険)

11 ドロップ&ツイスト・ミニ(こどもも楽しめる高空落下)

12 クレージーラフト(おかまいなく流れていく急流下り)

13 �韓国民俗村の鬼神伝・伝説の故郷�
(背筋がゾッとする100％リアルな韓国版ホラー)

14 4D立体映像館(興味津々リアルな４D映画)

27 雪ゾリ場(冬季運営)

*�フードビレッジは伝統婚礼の披露宴および学生団体給食のご予約ができます。

食べもの
8  レールロード・ホットドッグ
15 民俗飯店 

17 �Dalcom �
アイスクリーム・コーヒー

18 Terrace Green(テラスグリーン)

19  Happy Pack(ハッピーパック) 

Weeny Beeny(ウィニービニー)

26 Food Village(フードビレッジ)

ショッピング
13 鬼神店
21 Toy Village(トーイビレッジ)　

楽しみ
16 プリクラショップ
20 ゲームセンター
22 世界民俗館
25 エアガン射撃場

付帯施設
23 コンベンションセンター
24 ユースホステル

飲みもの
市場の喫茶店

お餅つき体験
平日(1回) 12:20 �
週末(2回) 12:20, 16:20 

トイレ

ベビーカー,  
車いすレンタル

飲み物

家族トイレ

案内所

コインロッカー

喫煙エリア

韓国民俗村は、障害者、お年より、お子さま連れのご家族など、どなたでも気楽に観覧でき
るように、バリアフリー化した観光環境作りに最善を尽くしております。

オーディオガイド,
レンタル
現金支払機ATM

スマートフォン
充電サービス

障害者トイレ 授乳室

飲食店

公衆電話障害者専用駐車場

ベビー休憩室

コンビニ

医務室

おみやげ

駐車場

12支衛ホヤ•トリ

体験場

韓方薬房

官庁に来たら

むち打ちが待っているぞ
私のような村一番の財産家だけが

両班家で暮らせるのだ

花より団子とはよく言ったもの！クッパ一杯いかがですか～

ぜひ、民俗村ならではの

伝統公演をご覧ください～

スカッと楽しめるアトラクションが
いっぱいの 遊び村へおいでよ！ 遊び村

雪ゾリ場(冬季運営)

文士の家
(民香-伝統喫茶)

*�お餅つき体験は、�
天気や内部事情により�
変更されることがあります。

*�団体のご予約および�
オンドル部屋完備�
市場のご案内 �
+81 31 288 2850 ~ 1

Snack Factory

綱渡り

AED


