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ヤ ン グ

麟蹄郡
インジェ

高城郡
コ ソ ン

春川市
チュンチョン

洪川郡
ホンチョン

横城郡
フェンソン

原州市
ウォンジュ

寧越郡
ヨンウォル

太白市
テ ベ ク

三陟市
サムチョク

平昌郡
ピョンチャン

旌善郡
チョンソン

東海市
ト ン へ

江陵市
カンヌン

襄陽郡
ヤンヤン

韓国

ソウル

仁川国際空港

江  原  道
カンウォンド
江  原  道

束草市
ソクチョ

中国

江原道マップ

ソウル～春川
iTX 1時間 2時間10分

ソウル～江陵
KTX 1時間40分

ソウル～平昌
KTX 1時間40分

ソウル～東海

国際線
台湾、フィリピン, 中国、日本など

(下半期に就航予定)

国内線
襄陽 - 済州

襄陽
空港

列車
利用

面積
16,875 ㎢

人口
156万人

行政区域
18区域（7市、11郡）

シンボルキャラクター
ポミとコミ

江原道の観光現況

江原道の交通



チョイス

隠れた物語、そして多様な視点と体験で観光地の選択肢を広げてみてください！
みんなの江原道、私だけのその場所

チョイス #04

チョイス #08 チョイス #09

チョイス #10 チョイス #10+1 チョイス #10+2

チョイス #05 チョイス #06

チョイス #07

チョイス #03

東海岸ロマンロード

韓流ロード

祭りロード

ヒーリング・テンプルロード

ハロー平昌！オリンピックロード

グローバルフェスタロード

ロマンチック列車ロード

隅々路地ロード

DMZ平和ロード

ウェルネスロード

運炭高道・旌太寧三ロード

隅々グルメロード

チョイス #01 チョイス #02



束草（ソクチョ）外瓮峙海の香りロード

江陵（カンヌン）安木コーヒー通り

三陟（サムチョク）荘湖港

東海（トンヘ）湫岩燭台岩

65年の間秘められた美しい秘境を露わにした束
草外瓮峙（ウェオンチ）海の香りロードは、全長
890mの4コースで構成されています。涼しい潮風
に吹かれながら歩く竹林の瞑想の道、空のデッキ
道、安保体験道、岩石観察道の各コースは、東海
岸の秘境が鑑賞できる束草旅行の中心コースとし
て数えられます。

江陵の安木（アンモク）海辺は、美しいコーヒー通りと
して韓国全域でも指折りのスポットです。春と秋にはコ
ーヒー祭りが開催されて多種多様なコーヒーの香りを楽
しむことができ、長く続く海岸線に沿ってドライブする
と、様々な観光スポットを目にすることができます。

「荘湖港（チャンホハン）」は、白丸い海岸線の景
色が美しいことから「韓国のナポリ」と呼ばれてい
ます。白い砂浜と奇岩怪石が調和を成し、青くきれ
いな海が広がる景色は壮観です。海洋水産部が主
観した「美しい漁村100選」に選ばれ、カヌー、海
ラフティング、仕掛けたカゴ、 シュノーケリングな
ど、様々な海洋レクレーション活動を楽しむことも
できます。

襄陽（ヤンヤン）サーフィービーチ
1kmの区間にわたって広がるサーフィン専用の海
辺とスイミングゾーン、ビーンバッグゾーン、ハ
ンモックゾーン、チリングゾーンなど休息をとっ
たり楽しめる様々な空間で構成されており、異
国情緒あふれる景色で有名です。また、ビーチ
・レジャースポーツは、ゾクゾクずるような自
由とスリル満点の楽しさが味わえます。

湫岩燭台岩（チャムチョッテパウィ）
は、江原道東海市湫岩洞にある湫岩海
水浴場の近くの海岸にあります。海か
らそびえ立つ奇岩怪石が燭台のような
形をしていることから、燭台岩と呼ば
れています。明け方に太陽が燭台岩に
かかる姿が絶景で、日の出スポットと
しても脚光を浴びています。

2

3

4

1

5

#束草
#三陟
#襄陽
#江陵
#東海
#高城

外瓮峙海の香りロード、霊琴亭、大浦港 
荘湖港、海神堂公園、幻仙窟、大金窟 
サーフィービーチ、洛山寺、河趙台、休休庵
コーヒー博物館、正東津時間博物館、安木コーヒー通り 
望祥海水浴場、墨湖灯台 
清澗亭、鳳浦海水浴場、旺谷村

観光
名所

東海岸ロマンロード東海岸ロマンロード
海を抱きより深まった「お互い」、そして「私たち」

果てしない海を眺めながら「お互い」を確かめ合う時間。
「私」の時間が「あなた」と同じ時間になる瞬間、海に抱かれてゆったりと
「お互い」の歴史を築きます。愛も、友情も、そして他の全ての人々の言

葉も、海の前ではただ水のようにひとつに溶けていきます。「ロマン」と
はそんなものなのです。

チョイス #01
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鉄原

華川

春川

洪川

横城
平昌

旌善

太白
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楊口

麟蹄

高城
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江陵

東海
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アルペンシアスキージャンプ台

江陵（カンヌン）カーリングセンター

旌善（チョンソン）アリランセンター

D M Z

1

4

3

2

鉄原

華川

春川

洪川

横城
平昌

旌善

太白
寧越

原州

楊口

麟蹄

高城

束草

襄陽

江陵

東海

三陟

アルペンシアスキージャンプ台は、国内大会と国際
大会を開催することができる完璧な競技場施設で、
国際連盟から最高の施設であると評価されたこの地
域のランドマークで、地下1階・地上4階で構成され
ています。モノレールに乗って97.7mの高さのスキー
ジャンプ台の頂上や、国家代表選手専用の空間であ
る25mの上空の空の道、そしてスキージャンプのス
タートラインが体験できます。また、展望台とスカ
イラウンジでは、美しいアルペンシアの全景と周辺
の大自然を鑑賞することができます。

2018平昌冬季オリンピックの期間中熱い歓声で満ち
溢れていた江陵カーリングセンターは、一年中楽しめ
る氷上スポーツの中心として運営されています。なか
でも実際にオリンピック競技が行われた空間で楽しむ
カーリング体験は一味違う面白みがあって、オリンピ
ックのあの日の興奮と楽しさを存分に満喫できる時間
となるはずです。カーリング体験は1時間単位の事前
予約制で運営され、最少催行人数は15人以上です。

大関嶺（テグァルリョン）三養牧場
高地に位置する大関嶺三養牧場は、一年中旅行客の
目を楽しませています。春と夏には草地に野花が咲
き乱れ、茂った牧草の上に吹く涼しい高原の風が味
わえます。秋には紅葉で真っ赤に染まった小黄柄山
（ソファンビョンサン）が草原と調和し、冬には白
い雪景色が鑑賞できます。また、羊とダチョウの放
牧場やうさぎの飼育場などもあるので、子どもたち
と一緒に体験するのにピッタリです。

旌善アリランセンターは、韓民族のアリランの始原であり、江原道無形文化財
第1号でもある旌善アリランの伝承・保存、そして創造的な継承のために建立
されました。ここには、韓国唯一のアリラン専門公演場とアリラン博物館があ
ります。
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#江陵
#平昌
#旌善

江陵オリンピックパーク、カーリングセンター、江陵端午文化館
アルペンシアスキージャンプ台、平昌発旺山スカイウォーク
旌善五日市、旌善アリランセンター、旌善アリランミュージカル

観光
名所

ハロー平昌！オリンピックロードハロー平昌！オリンピックロード
海を抱きより深まった「お互い」、そして「私たち」 再び訪れるあの日の感動、オリンピックは続く！

記録に触れてみる時間、記憶を呼び戻す空間
喜びと嬉しさは噛みしめるほど増し、ぼやけた昨日は今日になって蘇ります。
真冬の爆竹のように弾けていた平昌の数々の場面が私の目の前に広がります。
平昌、そしてオリンピックが、今この場所に再び集まりました。

チョイス #02



鉄原（チョルウォン）労働党舎
終戦後に北朝鮮が共産独裁政権の強化と住民
の統制を目的として建立し、朝鮮戦争が勃発
するまで使われていた北朝鮮労働堂の鉄原郡
堂舎で、近代文化遺産登録文化財第22号に指
定・管理されています。

華川（ファチョン）七星展望台
韓国で唯一、北朝鮮に流れてから平和の
ダムに流れてくるクムソン川が眺められ
ます。また北朝鮮の美しい山と野原の景
色、そしてDMZ内の野生動物も観察でき
ます。

1

3

高城（コソン）統一展望台
休戦線と南方限界線が交わる標高70mの高台の統一展
望台に立つと、金剛山（クムガンサン）の九仙峰（ク
ソンボン）と海金剛（ヘグムガン）が間近に見え、晴
れた日には玉女峰（オンニョボン）、彩霞峰（チェハ
ボン）、日出峰などを眺めることができます。すぐ下
にある休戦線の鉄柵を挟んで向き合っている最前線の
哨所は、南北の緊張感を感じさせます。

5

#鉄原
#華川 

#楊口
#麟蹄 
#高城

平和展望台、労働党舎、第2トンネル、到彼岸寺
平和のダム、白岩山ケーブルカー、破虜湖安保展示館、
趙慶哲（チョ・ギョンチョル）天文台
第4トンネル、頭陀淵、楊口乙支展望台、国土正中央天文台
乙支展望台、DMZ平和生命公園、コムベ嶺、満海村
統一展望台、DMZ博物館、花津浦の城、李承晩別荘

観光
名所

D M Z
1
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2 3

4
鉄原

華川

春川

洪川

横城
平昌

旌善

太白
寧越

原州

楊口

麟蹄

高城

束草

襄陽

江陵

東海

三陟

楊口（ヤング）第4トンネル
トンネルの内部は、透明なガラス張りの
15人乗りの電動車で便利に観覧できま
す。電動車には放送施設があり、また座
席ごとにヘッドホンが備わっていてアナ
ウンスが流れます。非武装地帯のきれい
な地下水が飲めるチャンスもあります。

2

麟蹄（インジェ）DMZ平和生命公園
DMZ平和生命公園は、非武装地帯である
DMZ一帯を平和と生命の場に変え、隠れ
た動植物界の宝庫であるDMZ生態系の歴
史と文化を正しく保存・研究するために建
てられました。なかでも展示館にはDMZ
の意味と歴史的背景、非武装地帯内の自然
生態系を見て、感じることができる多様な
展示物が展示されており、観光はもちろん
学習の場としても十分に活用できます。

DMZ平和ロードDMZ平和ロード
隠された痛みの時間が平和となって戻ってくる道

70年という分断の歴史が残した多くの痕跡、離別と反目の時間の中
でも自然は黙々とこの地を和合に導いていました。戦争の痛みを癒
す太古の花々と木々、忘れていた鳥のさえずりと土の香り、その驚
くべき時間旅行に皆様をご招待します。

チョイス #03

4



[VIP] 洪川アルパカワールド

[愛の不時着] 寧越パラグライダー

[ホテルデルーナ] 東海望祥海辺

D M Z

1

4
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鉄原

華川

春川

洪川

横城
平昌

旌善

太白
寧越

原州

楊口

麟蹄

高城

束草

襄陽

江陵

東海

三陟

ドラマ「VIP」のロケ地であるアルパカワールドは、自然・
人・動物の全て幸せな場所で、多様な便益施設と体験プログ
ラムが備えられているので家族や恋人と楽しむのに良いだけ
でなく、団体の体験学習の場としても脚光を浴びています。

寧越蓬莱山（ポンネサン）の標高800m
の高さから離陸し、寧越市内と東江を
眺めながら飛行が楽しめます。

ドラマ「ホテルデルーナ」のロケ地である望祥海辺は、東海岸
最大の明沙十里であり、オートキャンプ場のスポットでもあり
ます。広く白い砂場と茂った松林、きれいな海水、浅い水深な
ど、東海岸の海水浴場で最も広く快適な環境を誇り、海鮮物も
豊富で観光客や避暑客から高い人気を集めています。

#江陵
 

#太白 
#平昌
#洪川 
#東海

#横城 
#束草 
#春川

[フォレスト] – 美術館白樺の森
[ボーイフレンド] – 外瓮峙海
[スイッチ] – 昭陽江スカイウォーク.
[ただ、一つだけの愛] [その冬、風が吹く] – ジェイドガーデン
[トッケビ] – 注文津防波堤 [BTSのバス停] – 注文津領津海辺
[ミスター・サンシャイン] – 林塘洞聖堂　
[師任堂、色の日記] – 烏竹軒、船橋荘
[太陽の末裔] – 韓宝炭鉱
[トッケビ] [私のIDはカンナム美人] – 平昌龍平リゾート.
[VIP] – アルパカワールド
[ホテルデルナ] – 望祥海辺

観光
名所

1

3

[BTSのミュージックビデオ撮影地]注文津領津海辺
世界中の防弾少年団（BTS）のファンが韓国で一番行って
みたい場所、そしてグローバルアイドルグループBTSのア
ルバムジャケットの撮影場所として有名で、ここはファン
クラブ「アーミー」の聖地となっています。

5

[フォレスト] 横城美術館白樺の森
ドラマ「フォレスト」のロケ地である白樺
の森は、庭園と野外ステージ、森の中の家
に分けられます。庭園とは美術館の展示場
と呼ばれる全ての室内空間をいい、野外ス
テージはアーティストが作品を通して観客
と交感する場所です。

4

2

韓流ロード韓流ロード
世界文化の力、その中心に流れる「韓流」

すっかりお馴染みの言葉となった「韓流」は、“韓国の”、“韓国文化の
”、“韓国らしい”、そして“韓国ならではの特徴”として定着しました。
世界中の人々に愛されている韓流の中心となるコースを歩きながら、
しばらくドラマの主人公となる時間、ここは韓流ロードです。

チョイス #04



1 グローバルユースリーダーGOGO江原

D M Z

鉄原

華川

春川

洪川

横城
平昌

旌善

太白
寧越

原州

楊口

麟蹄

高城

束草

襄陽

江陵

東海

三陟

EATOF（東アジア地方政府観光フォーラム）の10ヶ国の会員国の地方政府の大学
生を招き、2018平昌冬季オリンピックと連携したグローバルユースリーダーの交
流を続けていく行事です。オリンピック開催都市のテーマツアー、オリンピック
種目の体験、DMZ平和ツアー、EATOFの夜などの多様なプログラムが用意されて
います。

#外国人スノーフェスタ #スキーコリア
#大関嶺国際音楽祭 #グローバルユースリーダーGOGO江原
#平昌国際平和映画祭 #DMZ K-POP

大関嶺（テグァルリョン）国際音楽祭

外国人スノーフェスタ

華川（ファチョン）ヤマメ祭り

麟蹄（インジェ）ワカサギ祭り

「平昌大関嶺音楽祭」は音楽を愛する全ての人々のための祭りで、とりわけ
アルペンシアコンサートホールは小劇場の繊細さと大劇場の雄大さが同時
に感じられる魅力的な空間として数えられます。真夜中に至る処に用意さ
れたミュージックテントの中で、大関嶺の美しい自然景観と調和する美し
い音楽に浸ってみましょう。

江陵、平昌、旌善の一帯ではオリンピック・韓流・
スノー・冬まつりをテーマにスキーリゾートのイベ
ントと連携する「冬冬トントン外国人スノーフェス
タ」が開催されます。

韓国を代表する祭りである華川ヤマメ
祭りでは、40cmを超える厚い氷を割っ
て「ヤマメ氷釣り」を楽しむことがで
きます。また、「ヤマメの素手掴み」
イベントなど約30種類の多様な体験プ
ログラムと見どころが盛りだくさんの
異色テーマ祭りです。

麟蹄ワカサギ祭りは、自然の贈り物で
ある広大な野原でワカサギを獲り、遊
び場でみんなが楽しみながらひとつと
なる祭りです。

2

3

グローバルフェスタロードグローバルフェスタロード
人と人との出会い、観光江原の情熱

オリンピックで結ばれた観光と文化の約束、一緒に過ごした情熱的な時
間を思い出し、もう一度ゆっくり味わうグローバルフェスタロード。グ
ローバルユースリーダーたちのフォーラムやイベント、出会いから多様
な体験まで、観光江原のパワーが感じられる様々なプログラムが豊富に
用意されています。

チョイス #05

5

4



原州（ウォンジュ）ミュージアムSAN
（Museum SAN）

東海（トンヘ）武陵健康の森

旌善（チョンソン）パークロシュリゾート

世界的な建築家である安藤忠雄が2005年に設
計を手掛けた田園型のミュージアムである原
州「ミュージアムSAN」は、入口を飾る巨大な
石垣を始めとして、庭のように造られたあち
こちの場所に各国の有名作家の大小のオブジ
ェが並んでおり、自然と建築、自然と芸術の
最高の調和が鑑賞できる空間となっています。

平昌（ピョンチャン）龍平発旺山
発旺山は山容が穏やかで険しい道がないので
春と秋には誰でも登りやすいですが、冬は風
が強く積雪量が多いので、冬の山登りに必要
な装備を備えなければなりません。しかし、
龍平スキー場内のゴンドラを利用すれば簡単
に頂上までたどり着けます。ゴンドラは往復
7.4㎞で約17分間運行し、頂上（1,458m）に
たどり着くまで、イチイ群落地やスキー場の
冬景色、そして雪原の情趣にたっぷりと浸る
ことができます。

「東海武陵健康の森」はますます深刻化する環境
性疾患を予防・教育する江原圏域の環境性疾患予
防センターで、1日に100人以上が利用できる環
境に優しい癒しの空間です。ヒーリング宿泊棟、
テーマ体験室、大講堂、自然式健康食堂、子ども
健康体験館、健康相談室などの付帯施設が整って
おり、近くに武陵渓谷があります。

洪川（ホンチョン）
ヒーリエンスSEON村
ヒ ー リ ン グ （ H ea l i n g ） と サ イエ ンス

（Science）の合成語である「ヒーリエン
ス（Healience）」は、恵まれた自然の中で

「ウェルエージング」のための食習慣、運動
習慣、心の習慣、生活リズム習慣が体得で
きる韓国初のウェルエージング・ヒーリン
グリゾートとして設立されました。

パークロシュリゾート＆ウェルネスのロシュ
(ROCHE)はフランス語で岩を意味し、きれい
な自然に包まれて心地よい癒しの時間を過ご
すことができます。付帯施設にはヨガやピラ
ティス、体形測定などのための空間と、ライ
ブラリ、フィットネスセンター、屋内・屋外
スパ、サウナ、ジャグジーなどがあり、音楽
鑑賞やウェルネスクッキングクラスなどの多
様な体験プログラムにも参加できます。

2

4

1

5

#原州
#洪川
#平昌
#旌善
#東海

ミュージアムSAN
ヒーリエンスSEON村
龍平リゾート
パークロシュリゾート
武陵健康の森

観光
名所

D M Z

1

5

2

3

4

鉄原

華川

春川

洪川

横城
平昌

旌善

太白
寧越

原州

楊口

麟蹄

高城

束草

襄陽

江陵

東海

三陟

ウェルネスロードウェルネスロード
自然からの贈り物、健康の森へ

空は空、地は地として、森があり風が吹く自然の道、幸せな暮らしの道。
森の香りが色とりどりの季節の光を浴びて、青いものはより青く、赤いも
のはより赤く息づくところ。ウェルネスロードでその深い息遣いを感じて
みましょう。

チョイス #06

3



麟蹄（インジェ）秋の花祭り襄陽（ヤンヤン）鮭祭り

江陵（カンヌン）コーヒー祭り

三陟（サムチョク）バラ祭り

原州（ウォンジュ）
ダイナミックダンシングカーニバル
地域の祭りを超え韓国を代表する祭りと
なり、メインプログラムの「ダンシングカ
ーニバル」は韓国最長・最大の公募型街
頭パレードで、海外チームと韓国チームの
情熱的で華麗なる競演が繰り広げられま
す。また、見どころと楽しさ盛りだくさん
の付帯イベントも用意されています。

麟蹄秋の花祭りは、約1万3000㎡の敷地に
2万本以上の菊を植えて造成した花畑で、
ホウキグサ、ピンクミューリー、コスモ
スなど秋の花をテーマとして韓国の初紅
葉を知らせる内雪岳の祭りです。祭りの
期間中にはクラシックピアノの演奏など
多様な音楽公演が花畑の所々で開かれ、
自然と音楽、花とピアノで秋の深まりを
心ゆくまで楽しむことができます。

様々なイベントを通じて、南大川へさか
のぼる襄陽の名物である鮭に触れること
ができる祭りです。豊作・豊漁と郡民の
安寧を祈る伝統祭礼行事「龍王際（ヨン
ワンジェ）」からスタートする開幕行事
を始めとして、体験イベントや文化イベ
ント、その他多様な常設イベントが盛り
だくさんで、年齢を問わず家族みんなで
楽しめます。

江原道江陵地域で毎年10月の第1週末に
開かれるコーヒー祭りです。江陵室内総
合体育館とその一帯がメイン会場とな
り、安木、沙川、江陵市内などのカフェ
通りやカフェなどでは多様なイベントと
プロモーションが行われます。江陵コー
ヒー祭りはコーヒーをテーマとした韓国
初の祭りであり、江陵ならではのコーヒ
ー文化がよく表れています。

毎年5月のバラの開花に合わせ開催されま
す。バラの数では世界最大規模で、222種
16万株の世界各国の多様なバラが植えら
れています。

1

5

#春 

#夏

#秋

#冬

江陵端午祭、江陵鏡浦台桜祭り、原州韓紙文化祭、春川マイムフェスティバル、三
陟バラ祭り、楊口オタカラコウ祭り
寧越東江祭り、華川トマト祭り、東海望祥海辺祭り、洪川とうもろこし祭り、華川
小舟祭り、束草手作りビール祭り
原州ダイナミックダンシングカーニバル、横城韓牛祭り、旌善アリラン祭り、襄陽
マツタケ祭り、高城明太祭り、江陵コーヒー祭り、麟蹄秋の花祭り、横城安興蒸し
パン祭り
麟蹄ワカサギ祭り、華川ヤマメ祭り、太白山雪の花祭り、平昌ウィンターフェステ
ィバル、洪川江コンコン祭り、三陟小正月祭り、鉄原漢灘江氷祭り

D M Z

1

2

3

4

5

鉄原

華川

春川

洪川

横城
平昌

旌善

太白
寧越

原州

楊口

麟蹄

高城

束草

襄陽

江陵

東海

三陟

2

4
3

祭りロード祭りロード
四季折々の祭りの現場で韓国を楽しむ

楽しい江原、江原道の祭りが呼び寄せる世界の人々との出会い
オリンピックの思い出から韓流の現場、四季折々のフェスティバル
の味と趣が漂う道、祭りロード。その生き生きとした体験の現場に
今、入っていきます。

チョイス #07



旌善（チョンソン）アリラン列車
江原道の清浄地域を横切りながら旌善五日市と旌善アリラ
ンの現場を巡る「旌善アリラン列車」は、出発地から目的
地までの全ての旅程そのものが楽しさと思い出に満ちてい
ます。列車の内部は普通の列車とは異なった造りになってお
り、それぞれの車両がフォトゾーンとなります。また、全客
車に開閉式の大きな窓と高級椅子が備えられているので、よ
り楽しく快適な旅になるはずです。

江陵（カンヌン）海列車
正東津・東海・三陟をつなぐ
56kmの美しい東海の海岸線
を走る海列車です。差別化さ
れた内部空間と外部のデザイ
ンで、東海の波のうねりと眩
いばかりの風景が一望できる
ように作られた特別観光列車
です。

3

4

#海列車   江陵、東海、三陟
#湖文化列車   春川、洪川
#KTX   江陵、東海、原州、平昌
#ITX   春川
#旌善アリラン列車    #平和列車DMZトレイン

D M Z

鉄原
華川

春川

洪川

横城 平昌

旌善

太白
寧越

原州

楊口

麟蹄

高城

束草

襄陽

江陵

東海

三陟

ソウル

1

2

3

4

ロマンチック列車ロードロマンチック列車ロード
シュッシュッポッポ 鉄道線路に沿って恋が芽生える

ぽっぽぽっぽしゅっぽ～
幼い頃、鉄道の線路から聞こえてくる音は遠い未知の世界へと走って
いく夢の道でした。どこかに隠された秘密の空間、偶然のように運
命の人に出会えそうなときめきの音にドキドキした時。その思い出
と緊張を、今日もう一度感じてみましょう。窓越しに見える空と川、
そして山の景色はおまけです。

チョイス #08

仁川国際空港
ソウル駅

春川駅

平昌駅

江陵駅

ソウル ▶ 春川

60分
ソウル ▶ 江陵

20. 3. 2.

東海駅が
開通

100分
ITX

KTX

AREX

江陵（カンヌン）線KTX

平和列車DMZトレイン
江陵・東海・三陟をつなぐ58kmの
美しい東海の海岸線を走る海列車
です。東海の幻想的な美しさを眺
めながらの列車旅行は、恋人たち
には愛とロマンを、家族には美し
い思い出を残します。

歴史と自然が築き上げたこの世で最も
特別な地、DMZ。約70年前の戦争の傷
跡として残された地に再び命を芽生え
させ、世界に類を見ない自然の宝庫を
つくり出したDMZ生態公園を眺めるこ
とができるテーマ列車です。

1
2



寧越（ヨンウォル）ピョルマロ天文台

太白（テベク）黄池池

三陟（サムチョク）海洋レールバイク

「ピョルマロ天文台」は、市民天文台として
は最高の観測条件である標高799.8mに位置
し、口径800mmの主望遠鏡と数台の補助望
遠鏡が設置されており月や惑星、星が観測
できます。天文台がある蓬莱山（ポンネサ
ン）の頂上には滑空場があって見晴らしがよ
く、山の頂上から見下ろす寧越邑の夜景は
天体観測と共に一味違った楽しさが感じら
れます。

「黄池（ファンジ）池」は洛東江1300里
の水源地で、太白市内の中心部に位置し
ています。この池から湧き出た水が広大
な嶺南平野をとうとうと流れていきます。
池の周りが100mの上池、そして中池と下
池に分けられ、1日5,000トンの水が湧き
出ています。

黒松と奇岩怪石が調和した美しい東海の
海沿いを走る韓国唯一の海洋レールバイ
クで、5.4kmの複線路線で運行されていま
す。ルミナリエとレーザーショーが演出さ
れる幻想的なトンネルは、不思議な海底ト
ンネルを旅したような気分にさせます。三
陟での思い出をたくさん作ることができる
ベスト観光コースで、秀麗なデザインの環
境を配慮して設計されたレールバイクは、
家族連れや友人同士、カップルに、一味違
った体験と楽しさを与えます。

旌善（チョンソン）ハイワンリゾート 旌善（チョンソン）三炭アートマイン
江原ランドが運営する複合リゾー
トで、ハイワンスキーと共にスノ
ーワールドが楽しめます。オフシー
ズンにはアルペンコースターとト
レッキングコースを、夏にはハイワ
ンウォーターワールドと韓国最大
の造波プールや室内プールなどが
体験できる、一年中楽しめるレジ
ャースポットとして有名です。

三炭（サムタン）アートマインは、閉鉱にな
った三陟炭座の浄岩鉱業所を改装し、2013年
にオープンした文化芸術空間です。三炭アート
マインは、三陟炭座の「三炭」と芸術を意味
する「アート（art）」、そして鉱山を意味す
る「マイン（mine）」の合成語です。三炭ア
ートマインは炭鉱産業施設から文化芸術空間
に変貌したため、炭鉱村の面影を残しつつも
多様な芸術要素が調和しています。芸術作品か
らそれとなく表れる昔の炭鉱の痕跡が、異色
な雰囲気を醸し出しています。

2 2

1

4

#旌善
#太白
#寧越
#三陟

ハイワンリゾート、運炭高道、晩項峠、古汗市場
龍淵洞窟、梅峰山風力発電団地、黄池池、太白石炭博物館
金サッカッ遺跡地、清冷浦、荘陵、韓半島地形、ピョルマロ天文台
三陟道渓ガラス村、チューチューパーク、幻仙窟、三陟海洋レールバイク

D M Z

1

2

3
4

鉄原

華川

春川

洪川

横城
平昌

旌善

太白
寧越

原州

楊口

麟蹄

高城

束草

襄陽

江陵

東海

三陟

観光
名所

3

旌旌善善・太・太白白・寧・寧越越・三・三陟 陟 ロードロード
空へ続くその道、運炭高道

古汗邑にある白雲山（ペグンサン）と斗圍峰（トゥイボン）の7～
8合目の稜線で、標高1000mに沿って続いている林道です。かつて
は石炭を運んだ道ですが、今は「歩く道」として生まれ変わりま
した。中国の茶馬古道になぞらえて名づけられた運炭高道は、全て
を空にして無念・無想で青い空を見つめて歩く道。ここでは誰も-
がみな旅人に過ぎず、道は道を生み、雲は肩越しに舞い降ります。

チョイス #09



春川（チュンチョン）三雲寺
三雲寺は大韓仏教天台宗の春川地域の末寺で、春
川の峻峰である鳳儀山（ポンイサン）の裾に位置
しています。大仏宝殿は鉄筋コンクリートと瓦葺
きの伝統的な韓国式の建物で、伝統と現代的な感
覚が絶妙に調和する建築様式を誇ります。

洪川（ホンチョン）寿陀寺
孔雀山の山麓に位置する寿陀寺は、新羅
33代の聖徳王7年（西暦708年）に元暁大
師によって創建されたと伝えられます。
大寂光殿の八作屋根、1670年に造られた
銅鐘、高麗後期に建てられた三層石塔な
ど数多くの文化財を所蔵している嶺西内
陸最古の古刹です。

束草（ソクチョ）新興寺

麟蹄（インジェ）百潭寺

高城（コソン）乾鳳寺
韓国4大寺院の一つで、新羅法興王
時代（520年）に建てられた古刹で
す。乾鳳寺には新羅の慈蔵律師が唐
王朝からもらってきたお釈迦様の真
身仏牙舎利が保存されており、朝鮮
時代に建立された「凌波橋（ヌンパ
ギョ）」は大韓民国の宝物に指定さ
れています。

襄陽（ヤンヤン）洛山寺
洛山寺は襄陽郡五峰山にある寺で、
671年の創建以来、何度も改築と復
元、火災を繰り返しました。寺の周
辺には宝物の洛山寺七層石塔と、空
中で得た宝石を納めておいたという
空中舎利塔とその碑があります。

新興寺は三国時代に新羅の僧侶慈蔵が創
建した寺で、近隣のテンプルステイの中
でも特に仏教の伝統と文化を最も深く感
じることができる寺として有名です。寺
に続く雪岳の道を散歩しながら瞑想と癒
しの時間を過ごすことができます。

百潭寺は内雪岳にある代表的な寺で、
百潭渓谷の上に位置しているので内雪
岳に登る際の道しるべとなっています。
民族独立運動を構想した独立運動家の
萬海（マンヘ）韓龍雲（ハン・ヨンウ
ン）は、1905年に百潭寺で入山修行を
行い仏教維新と改革を推進しました。

原州（ウォンジュ）亀龍寺

亀龍寺は雉岳山国立公園に位置しており、
風水的に「千年以上も生きた霊妙な亀が蓮
の花を吐き出し、霊験な九匹の龍が雲を放
したような形をしている」ということで有
名になりました。
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D M Z

1

7

8

4

3

2

5

6

鉄原
華川

春川

洪川

横城
平昌

旌善

太白
寧越

原州

楊口

麟蹄

高城

束草

襄陽

江陵

東海

三陟

3

5

6

ヒーリング・テンプルロードヒーリング・テンプルロード
本当の自分を見つける旅

ひっそりと趣深い山寺の境内に入ると、たちまち俗世の騒音が消え、た
だひとすじの松風だけが軒に吊るされた風鈴と山門の障子紙を揺さぶっ
ては去っていきます。煩わしいことや悩み事から解放されて心を空にす
る時間。癒しに満ちたテンプルステイで、これまで出来なかった自分の
心の中への旅をしてみてください。

チョイス #10

平昌（ピョンチャン）月精寺
月精寺は平昌郡珍富面五台山にある寺です。
2018年平昌冬季オリンピックの開催を迎え
て、瞑想村や聖宝博物館などが伝統寺刹の区
域外に新しく造成されました。
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鉄原（チョルウォン）コスモスの道

東海（トンヘ）壁画村

江陵（カンヌン）安木コーヒー通り 春川（チュンチョン）九峰山カフェ通り

鉄原孤石亭（コソクジョン）の付近に造
成された「コスモス十里の道」は秋が見
どころで、コスモスやソバの花、黄花な
ど様々な花を見ることができます。

高城（コソン）海の庭園
海の庭園は海が見える広い庭園と共に3
階建ての建物で構成されています。1階は
ベーカリカフェ、2階はイタリアンレスト
ラン、3階は展望台となっており、軽い食
事と憩いの場としてオススメします。 路地ごとに描かれた色とりどりの壁画と

小物が立ち並ぶノンコルダム道に足を踏
み入れた瞬間、幼い頃に駆け回っていた故
郷の路地に立っているような錯覚を覚えま
す。時間旅行の中に入り込んだような気分
になり、そこで暮らす人々のぬくもりに触
れることができます。

春と秋にはコーヒー祭りが開催され、海岸線に沿ってドライブす
ると様々な観光スポットを目にすることができます。江陵コーヒ
ー通りでも特に有名な何軒かのカフェを訪ねると、お店ごとの独
特なコーヒーの味と香りが堪能できるだけでなく、自慢のデザー
トを味わうこともできます。

湖に劣らないくらい山が多い春川ですが、標高441.3mの九峰山
（クボンサン）は断トツの人気を誇る美しい夜景スポットで、山
腹付近から春川市の街並みが一望できます。九峰山カフェ通りと
いう名前は、1992年に東面甘井里と新東面鶴谷面をつなぐ春川外
郭道路が敷かれてから、九峰山の中腹山に一軒、二軒とカフェが
生じて付けられました。

5

3

#鉄原
#華川
#春川
#洪川

#高城
#太白
#束草
#襄陽

コスモスの道
アルルテーマ樹朴園
有機カフェ、九峰山カフェ
イチョウ並木

海の庭園
梅峰山
造船所
休休庵
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3
4

鉄原

華川

春川

洪川

横城
平昌

旌善

太白
寧越

原州

楊口

麟蹄

高城

束草

襄陽

江陵

東海

三陟

観光
名所

隅々路地ロード隅々路地ロード
人の痕跡、暮らしの痕跡、細い道に沿って

路地は家と家、人と人をつなぐ小路です。背の低い塀、色あせた表戸、
誰かにとっては世の中に向かう素朴な通路だったはずの小さな窓々。私
たちの思い出と時間はいつもその道にいて、そこで生きています。なの
で、路地裏の旅はいつも現在です。路地ロードで忘れていた物語を探し
てみてください。
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春川（チュンチョン）タッカルビ＆マッククス

原州（ウォンジュ）桃パン

束草（ソクチョ）
タッカンジョン＆イカスンデ

江陵（カンヌン）草堂スンドゥブ＆
スンドゥブジェラート

三陟（サムチョク）ズワイガニ

タッカルビは、切った鶏肉を広げるように厚くスラ
イスし、合わせ調味料で味付けしてしばらく寝かせ
た後に様々な野菜と一緒に鉄板で焼いて食べる料理
です。マッククスは、蕎麦粉を練って製麺機にかけ、
その麺を茹でてキムチや大根キムチの汁にからめて
食べます。また、野菜と合わせ調味料で和えて、お
酢、カラシ、だし汁を入れて食べても美味しいです。

江原道原州の雉岳山（チアクサン）の桃
と、五輪米を使って作った桃の形をしたヘ
ルシーな米のパンです。パンの中には原州
地域で生産された桃のドライフルーツが入
っているので、自然の爽やかさとローカル
フードの新鮮さが感じられます。

カリッと揚げた鶏の唐揚げを水飴と唐
辛子で作ったソースに和えたタッカンジ
ョンは、冷めてもサクサクと美味しいで
す。お店ごとに独特の秘法で料理するの
で、選んで食べる楽しみもあります。イ
カスンデはイカの中に具を詰めて蒸した
料理で、束草市の特産物です。

平昌（ピョンチャン）
韓牛＆干しスケトウダラ料理
平昌の高冷地で飼育された大関嶺韓牛は、韓
国初で品質認証マークや履歴追跡システムを
導入し、HACCP認証などを取得した信頼でき
る韓牛です。大関嶺の干しスケトウダラは、
コレステロールをほとんど含まないヘルシー
な食品です。干しスケトウダラは、焼き物と
スープで楽しむのが定番です。

江陵で最も有名な食べ物である草堂スンド
ゥブは、豆を挽き、多くの段階を経て東海岸
の海水で凝固させて作るので、とても柔らか
く香ばしいです。また、草堂スンドゥブで作
ったジェラートは、本場イタリアのジェラー
トのようなもちっとした食感が生きており、
さっぱりとマイルドな味がします。

三陟はズワイガニの産地として有名です。澄ん
できれいな東海の水深300メートルの海底で獲れ
る三陟ズワイガニは、身が大きく締まっていま
す。その場で蒸してすぐに食べられるので、多
くの観光客が足を運んでいます。
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1

#束草   観光市場天ぷら横丁、ズワイガニ、ヒーリングビーチ
#春川   タッカルビ、マッククス
#江陵   参鶏オンシミ、ススブクミ（きび餅）、イカ墨アイスクリーム
#旌善   コットゥンチギグクス（鼻打ち麺）
#高城   ムルフェ（水刺身）
#襄陽   まつたけ
#原州   桃パン

D M Z

1

5

6

2

3

4

鉄原

華川

春川

洪川

横城
平昌

旌善

太白
寧越

原州

楊口

麟蹄

高城

束草

襄陽

江陵

東海

三陟

2

隅々グルメロード隅々グルメロード
美味しいお店は隠れている？グルメなお店を探しに出～発！

旅の楽しみはグルメ！素敵なところで遊んで癒された後に訪ねる
「美味しいお店」。江原道の隅々、路地ごとに、町ごとに隠れた

本当のご当地グルメを探しにいく道、グルメロード。幸せは、実
は身近にありました。
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江原道の四季折々の祭り
 春  夏  秋  冬  文化体育観光部支援祭り  江原道優秀祭り

江陵鏡浦桜祭り
毎年4月
www.facebook.com/GangneungFestival/
江陵市鏡浦台一帯 
+82-33-640-5530

三陟孟芳菜の花祭り
 3月27日~4月23日
 www.samcheok.go.kr/tour.web
 三陟市近徳面三陟路菜の花畑一帯
+82-33-570-3382

3
March

端宗文化祭
 4月24~26日
 www.ywcf.or.kr/danjong.php
 寧越郡荘陵、観風軒、清冷浦など
+82-33-375-6353

4
April

東海岸最北端の楮島(チョド)漁場 マダコ祭り
5月3~5日
www.대문어축제.kr
高城郡大津港一帯 

+82-33-680-3411

韓紙文化祭
 5月1~5日
 www.wonjuhanji.co.kr
 原州市韓紙テーマパーク
+82-33-734-4739

5
May

旌善ゴンドゥレ(高麗あざみ)山菜祭り
5月14~17日
www.jeongseon.go.kr/tour
旌善邑公設運動場 
+82-33-560-2953

三陟バラ祭り
5月16~31日
www.samcheok.go.kr/tour.web
三陟市バラ公園 
+82-33-570-3548

春川タッカルビ・マッククス祭り
 5月19~24日
 www.mdfestival.com
 春川市
+82-33-254-4347

春川演劇祭
6月12~20日
citf.or.kr
春川市劇場,公園 
+82-33-241-4345

 

DMZピーストレイン ミュージックフェスティバル
 6月12~14日
 dmzpeacetrain.com
 鉄原郡孤石亭一帯 
+82-33-450-5092

6
June

春川マイムフェスティバル
5月24~31日
www.mimefestival.com
春川市KT＆G想像広場春川野外ステージなど
+82-33-242-0585

江陵端午祭
6月21~28日
www.danojefestival.or.kr
江陵市魯岩洞南大川端午市 
+82-33-641-1593~4

鏡浦サマーフェスティバル
8月初旬
江陵市鏡浦海辺
+82-33-640-5530

8
August

水の国·華川小舟祭り
7月27日~8月4日
www.narafestival.com
華川郡プンオ島(フナ島)一帯
+82-33-441-7575

7
July

束草サマービーチフェスティバル
7月31日~8月5日
束草市朝陽洞ヘオルム路186 
+82-33-639-2545

洪川江星明かり音楽ビール祭り
7月末~8月初旬
www.hccf.or.kr
洪川郡洪川邑葛馬谷里496-2
+82-33-439-5825

三陟ビーチSSUMフェスティバル
 7月~8月
 dmzpeacetrain.com
 三陟市テーマタウン路76
+82-33-570-3544

章沙港イカの素手掴み祭り
7月末~8月初旬
www.jangsahang.com
束草市章沙洞章沙港海岸   
+82-33-639-2369

花江カワニナ祭り
7月~9月
www.cwgfestival.com
鉄原郡金化邑一帯（生活体育公園一帯） 
+82-33-450-5255

華川トマト祭り
7月30日~8月2日
www.tomatofestival.co.kr
華川郡史内面文化村一帯 
+82-33-440-2912

東江いかだ祭り
8月6~9日
www.ywcf.or.kr/ywfestival.php
寧越郡寧越邑下松里27-13 
+82-33375-6353

束草手作りビール祭り
 7月31日~8月5日
 束草市朝陽洞ヘオルム路186 

+82-33-639-2369

~



10
October

平昌百日紅祭り
毎年9月
101hongfestival.co.kr
平昌郡平昌江水辺
+82-33-330-6033

春川人形劇祭り
毎年9月～10月
cocobau.com
春川市劇場,公園
+82-33-242-8452

ダイナミックダンシングカーニバル
 9月8日~13日
 www.dynamicwonju.com
 原州市タトゥ公演場 
+82-33-737-5132

9
September

旌善アリラン祭り
10月初旬
www.arirangfestival.kr
旌善郡旌善邑鳳陽里一帯
+82-33-560-2138

洪川高麗人参名品祭り
毎年10月
www.hccf.or.kr
都市森林公園トリの森
+82-33-439-5827

襄陽マツタケ祭り
10月8日~11日
tour.yangyang.go.kr
襄陽郡南大川イベント会場一帯
+82-33-670-2207

江陵コーヒー祭り
 10月1日~4日
 coffeefestival.net
 江陵市江陵アリーナ、安木海辺 
+82-33-640-5115

横城韓牛祭り
 10月15~19日
 www.happyhanwoofestival.com
 横城郡横城邑蟾江一帯
+82-1522-1099

孝石文化祭
 毎年9月
 www.hyoseok.com
 平昌郡蓬坪面文化村一帯 
+82-33-335-2323

鉄原DMZ平和花房祭り
9月15日~20日
鉄原郡孤石亭花畑
+82-33-450-5766

洪川江コンコン祭り
1月4~20日
www.hccf.or.kr
洪川郡洪川江辺一帯
+82-33-439-5823

氷の国華川ヤマメ祭り
1月5~27日
www.narafestival.com
華川郡華川川一帯
+82-1688-3005

鉄原漢灘江氷トレッキング
1月18~27日
www.cwgfestival.com
鉄原郡漢灘江面一帯
+82-33-450-5255

大関嶺雪花祭り
1月10~19日
www.snowfestival.net
平昌郡大関嶺面松川一帯
+82-33-335-3995

1
January

DMZ平和の海高城鰤祭り
毎年11月
高城郡五湖港一帯
+82-33-632-0024

11
November

12
December

襄陽サケ祭り
 10月22~25日
 tour.yangyang.go.kr
 襄陽郡南大川イベント会場一帯
+82-33-670-2724

春川トイフェスティバル
 毎年10月
 www.ctf.or.kr
 春川アニメーション博物館
+82-33-245-6210

太白山雪祭り
 1月10~19日
 tour.taebaek.go.kr
 太白市太白山道立公園、黄地池
+82-33-550-2085

麟蹄ワカサギ祭り
 1月18日~2月2日
 www.injefestival.co.kr
 麟蹄郡南面藍田里677-1（麟蹄橋）
+82-33-460-8900

東海王異斯夫祭り
 毎年10月
 www.yisabu.com
 三陟市三陟文化芸術会館広場一帯
+82-33-570-3844

高城明太祭り
 毎年10月
 www.myeongtae.com
 高城郡巨津邑巨津港一帯
+82-33-682-8008

平昌マス祭り
 12月28日~2月2日
 www.festival700.or.kr
 平昌郡下珍富1里325
+82-33-336-4000

2
February

三陟小正月祭り
2月7~9日
fullmoonfestival.or.kr
三陟市エキスポタウン一帯
+82-33-573-2882



江原道観光案内 +82-33-242-0089
春川観光案内所 +82-33-250-3896	 束草観光案内所 +82-33-639-2689
江陵観光案内所 +82-33-640-4534	 襄陽観光案内所 +82-33-670-2398

※ 利用料金（2万ウォン）は交通費です。その他の費用は別途です。
※ 3時間が経過すると、追加料金が発生します。
※ パスポートを必ずご持参ください。

外国人観光客専用タクシー

必須観光地1ヶ所を含んだ3時間で巡れる観光スポットを
相談しながら自由に選ぶことができます。

タクシータクシー
4 4 4 44 4 4 4

で巡るで巡る
江原道旅行！江原道旅行！

予約・受付方法 受付時間

09:00~17:30

利用料金

2万ウォン
（時間追加時の料金

1時間当たり15,000ウォン）

乗車人数

タクシー1台につき4名までwww.gangwontaxi.com

D M Z
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春川 | 昭陽江スカイウォーク

束草 | 雪岳山

襄陽 | 洛山寺

江陵 | 伝統市場（月花通り）



ムスリム向け利用施設のご案内

地域 施設名 住所 食堂区分 施設区分 電話番号 フレンドリー度

春川

アジアンファミリー
レストランドンムン 春川市南山面南怡島キル1 アジア料理 一般飲食店 +82-31-580-8099

チンボタッカルビ
（旧・昭陽江） 春川市忠魂キル8番キル4 韓国料理 一般飲食店 +82-33-253-0714

思い出のお弁当
恋歌之家 春川市南山面南怡島キル1 韓国料理 一般飲食店 +82-31-580--8057

ファンテマウル 春川市忠魂キル8番キル20-1 韓国料理 一般飲食店 +82-33-251-8253

春川世宗ホテル 春川市鳳儀山キル31 韓国料理 ホテル・リゾート運営
レストラン +82-33-252-1191

春川コムタン 春川市昭陽路1街105-25 韓国料理 一般飲食店 +82-33-254-8588

チュンソビネタッカルビ 春川市新東面錦屏義塾キル14 韓国料理 一般飲食店 +82-33-261-7998

明洞サンコルタッカルビ 春川市朝陽洞133-8 韓国料理 一般飲食店 +82-33-254-7042

三代タッカルビ 春川市南春路5番キル18-1 韓国料理 一般飲食店 +82-33-251-8706

ハンジブンタソッカゾク
（一つ屋根の五家族） 春川市東面金村路397-20 韓国料理 一般飲食店 +82-33-242-9299

ファンストッケビ屋
炭火タッカルビ 春川市金剛路62番キル11 韓国料理 一般飲食店 +82-33-241-0052

春川元祖炭火タッカルビ 春川市孝子路9 韓国料理 一般飲食店 +82-33-2539-9271

点鳳山山菜 春川市ウムッキル70番キル21 韓国料理 一般飲食店 +82-33-252-5313

チョンガネ牛カルビ 春川市ウムッキル56番キル6 韓国料理 一般飲食店 +82-33-255-1292

ピョルタンマッククス 春川市春川路80 韓国料理 一般飲食店 +82-33-254-9603

昭陽江乙女タッカルビ 春川市嶺西路2666 韓国料理 一般飲食店 +82-33-255-9006

春川オンシミ 春川市幢竿支柱キル69 韓国料理 一般飲食店 +82-33-241-7883

原州

マンナタッカルビ 原州市ソムパットゥル2キル2 韓国料理 一般飲食店 +82-33-735-7771

ウンチェ 原州市コムンコルキル47 韓国料理 一般飲食店 +82-33-747-1993

ウンチェ・三番目の話 原州市コムンコルキル48 韓国料理 一般飲食店 +82-33-747-1990

平昌

アルペンシアホテルリゾート
フレーバーズ 平昌郡大関嶺面ソルボン路325 ビュッフェ ホテル・リゾート運営

レストラン +82-33-339-1237

アルペンシアホテルリゾート
モンブラン 平昌郡大関嶺面ソルボン路325 洋食 ホテル・リゾート運営

レストラン +82-33-339-1310

アルペンシアホテルリゾート
コンベンションセンター 平昌郡大関嶺面ソルボン路325 ビュッフェ ホテル・リゾート運営

レストラン +82-33-339-1237

束草
東明港炭火焼き魚 束草市繁栄路129番キル21 韓国料理 一般飲食店 +82-33-632-3376

味家 束草市新興2キル41 韓国料理 一般飲食店 +82-33-635-7999

洪川 トンムンエクスプレス
（洪川ビバルディパーク） 洪川郡西面ハンチコルキル262 アジア料理 ホテル・リゾート運営

レストラン +82-31-581-8097

江陵 故郷の食べ物 江陵市錦城路21 韓国料理 一般飲食店 +82-33-643-2828

旌善 カフェ・ザ・ガーデン
（ハイワンリゾート） 旌善郡古汗邑古汗路55 洋食 一般飲食店 +82-33-590-7266~7

要予約

要予約

要予約

要予約

Halal Certified(ハラール認証) Musilm Friendly(ムスリムフレンドリー) Pork-Free(豚肉なし)



地元の人のように旅行しよう

チョイス


