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「ウェルネス観光」は健康とヒーリングを目的として観光から離れて、休養、スパ、ビューテ

ィー、ヘルスケア活動を行うことで世界的に流行しているプログラムです。

江原道、
美しい自然の中で
生を治癒する
一歩抜けると広がる緑の大自然の息吹

懐に近づくと、心がひかれる森と川の流れ。

留まるほど、平穏な休息とゆとりで疲れた日常を

忘れさせてくれるところ。

江原道には夢のように広がる一日が待っています。
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ソウルから一歩! 
夢のような美しい一日を過ごす

わずか1時間半、ソウルから最も近い距離!

毎年韓国観光公社が選定した江原道各所の

ウェルネス観光施設をご紹介します。

ウェルネス観光へのアクセス

洪川ヒリオンス・ソンマウル ソウル � ソウル襄陽高速道路利用 � 洪川ヒリオンス・ソンマウル到着[1時間30分]総所要時間

1時間30分

旌善パークロシェリゾート&ウェルネス ソウル � 平昌珍富駅KTX[1時間20分] � 旌善パークロシェ到着[40分]総所要時間

2時間

東海武陵健康の森 ソウル � 江陵駅KTX[2時間] � 東海武陵健康の森到着[1時間]総所要時間

3時間

原州ミュージアムSAN瞑想館 ソウル � 原州萬鍾駅KTX[50分] � 原州ミュージアSAN到着[30分]総所要時間

1時間20分

平昌龍平リゾート ソウル � 平倉珍富駅KTX[1時間20分] � 平昌龍平リゾート到着[20分]総所要時間

1時間40分



ヒーリングスペース：	 	ガーデンミュージックホール&カフェ、黄土チムジル
バン、自然洗癒スパ(岩盤浴場、炭酸風呂)

文化スペース：	 	ヒョチョンギャラリー、ヒョチョン書院、チュンハ書
架(ライブラリー)

休憩スペース：	 	森の中の星の光ユルト、ソンヒャン洞窟、インディア
ン式キバ、天地人広場

キッズスペース：	 	ミニ動物園、園芸治癒場、ボードゲーム場
その他：	 	多彩なトレッキングコース

付帯施設

ハイライフ(正しい4大生活習慣体験)、免疫力増進キャンプ、チェンジン
グボディ、ハーモニーマンダラ、ヒーリングシネマ、作文瞑想、ナチュラ
ルウェイ、音楽瞑想旅行、チャクラヒーリング、ホログラムメディテーシ
ョン、森の中の幸せな家族キャンプ

プログラム

天恵の自然の中で体験するヒーリングプログラムを通じて、運動習慣、生活リズム習慣、食習慣、心習慣など

4大習慣を体得する方法を学ぶことができる。すべてのプログラムは科学的で簡単にすることができ、楽しく

できるように設計されており、大人はもちろん子供まで誰でも気軽に参加できる。トレッキング、運動、瞑想

だけでなく、自然、動植物と交感できるプログラムまで多彩に運営される真のヒーリングセンターだ。

 江原道洪川郡西面種子山ギル122(中坊垈里7) |    +82-1588-9983   |    healience.co.kr
INFORMATION

・2017韓国観光公社選定ウェルネス観光施設
・自然治癒力を回復するウェルネスヒーリングセンター

洪川  ヒリオンス・ソンマウル
良くない習慣を捨てて健康な体と心を取り戻す



体系的な運動と科学的なヨガ、ウェルネス献立を提供するリゾートで、文化、芸術など様々な体験プログラム

を運営して情緒回復を助けてくれる。また、呼吸法などの瞑想を通じて空と満の時間を経験する時間を提供し

てくれる。この他にも自然と調和するスパやフィットネスなどの施設が整っている。俗世から抜け出して、完

全な休息と思索、リフレッシュに集中できるこの上ない完璧な空間だ。

ウェルネスクラブ：		ヨガ、瞑想、GXルーム、フィットネスセンター、ト
リートメントルーム、睡眠科学研究所宿岩ラボ、ライ
ブラリー

アクアクラブ：	 	屋内および屋外スパ、サウナ、ジャグジー

付帯施設

ボディプール：	 	ヨガ(バロー、スーリヤ、リフレッシュ)、フィットネ
ス(セラバンド、ボディバランシング、フォームロー
ラー、デュオボール)

マインドプール：	 	アートアンドクラフト(ストーンマンダラ、パターンマン
ダラ、カリグラフィー、ハーバリウム、フローラテラピ
ー)、テラピー(ヒーリングタッチ、ナチュラルムーブメ
ント、ウェルネスクッキングクラス)

スピリットプール：		メディテーション(マインドフルネス、音瞑想、宿岩瞑
想、呼吸調節テラピー)

プログラム

旌善  パークロシェリゾート&ウェルネス
完全な休息と思索、リフレッシュに集中する空間

 江原道旌善郡北坪面ジュンボンギル9-12(宿岩里482)  |    +82-33-560-1111   |    park-roche.com
INFORMATION

・2018韓国観光公社選定ウェルネス観光施設
・美しくてきれいな自然を満喫する空間



武陵渓谷に位置した東海武陵健康の森とヒーリングキャンプ場は、頭陀山と青玉山を背景に広がっている。数

多くの奇岩怪石と絶景が壮観で、まるで太古の神秘と伝説を隠しているかのように、現存する仙境に来ている

かのような神秘的な感じを与える。複雑な日常から抜け出し、リラックスできる自然にやさしいキャンプ場

と、澄んだ空気、水の音、鳥の鳴き声が美しく新鮮さを感じる所、それは武陵健康の森。

テーマ体験室(絹雲母部屋、黄土チムジルバン、塩洞窟、酸
素ヒーリング部屋、茶薫瞑想)、健康自然食堂、健康相談
室、子供健康体験館、生態公園、芝生広場、洞窟散策路、
武陵渓谷ヒーリングキャンプ場(標準型54、特別型8)および
便益施設(トイレ、炊事場、シャワー場)

付帯施設

エコバッグ、エコTシャツ作り、エコパウチ作り、香り治療
(ドライフラワー、石膏芳香剤作りなど)、ヒノキ家族額縁作
り、ヒノキ枕作り、天然石鹸作り、天然シャンプー作り、
温熱セラピー

プログラム

東海  武陵健康の森
健康な生活習慣のためのエコヒーリングセンター

 江原道東海市三和路455(三和洞)   |    +82-33-530-2395   |    forest.dh.go.kr
INFORMATION

・2018韓国観光公社選定ウェルネス観光施設
・健康な生活習慣のための自然治癒センター



瞑想館：	 	ドーム状の休憩と瞑想スペース
博物館：	 紙の歴史、工芸および典籍類展示 
美術館：	 現代美術作品および企画展示
ジェームズ・タレル館：	光と空間の特別展示館 
版画工房：	シルクスクリーン版画制作ほか
庭園：	 フラワーガーデン、ウォーターガーデン、ストーンガーデン

付帯施設

常設瞑想：	 	自然の音瞑想、憩いの瞑想、ゆとりの瞑想、シンギングボール
沈黙瞑想、ボイスヒーリング瞑想

自然瞑想：	 	ウォーキング瞑想、月光瞑想、香り瞑想、茶瞑想、デトックス
瞑想

芸術瞑想：	 	自画像瞑想、作文瞑想、内面旅行瞑想、音楽瞑想
空間瞑想：	 	正念瞑想、慈愛瞑想、アクティブ瞑想、シンギングボール瞑想

プログラム

原州  ミュージアムSAN瞑想館
芸術と治癒のスペースで新しい自我を発見する

時々刻々と変化する自然の懐で、美しい建築と芸術がハーモニーを成す文化スペース。 世界的な建築家であ

る安藤忠雄が設計したミュージアムSANは、ゆったりとした休息と瞑想を通じて自我の中への旅が始まるスペ

ースだ。専門瞑想プログラムを通じて忙しい日常を忘れ、ゆっくりとした歩みで心伝いに散歩する所。一歩踏

み出した瞬間、文化と芸術、休息と自由が共存する真の意味でのゆとりが感じられる。

 江原道原州市地正面オークバレー2ギル260   |    +82-33-730-9000   |    www.museumsan.org
INFORMATION

・2019韓国観光公社選定ウェルネス観光施設
・芸術と休息、自然が調和する瞑想スペース



平昌  龍平リゾート
天恵の自然で繰り広げられる健康的な楽しさにときめく

韓国で12番目に高い山であり、無限の生命を抱いた母なる山といわれる発旺山。健康と治癒の生命水である「発

旺水」は、天然ミネラル岩盤水としてその名が広く知られている。特に、天然イチイ群落地、ナナカマドとエゾ

ノコリンゴの連理木、オウシュウトウヒの森に囲まれた絶景の中にある龍平リゾートは一年中トレッキングを楽

しむことができ、国内初のスキー場とともに2018平昌冬季オリンピックの主要開催地としても名声が高い。

宿泊施設：	 	ドラゴンバレーホテル、コンドミニアム、プレミアムコンドミニア
ム、ホステル

レポーツ：	 	観光ケーブルカー、リュージュ、エクストリームレジャー、プール、
登山路、散策路

ウォーターパーク：	 	波プール、流水プール、ボディスライダー、スノーアドベンチャー,
ビーチプール

ゴルフクラブ：	 	バーチヒルゴルフクラブ、龍平ゴルフクラブ、龍平9
スキー/ボード：	 	リフト、スキー/ボードレンタル、四季そり場、スキースクール 
飲食料：	 	レストラン、フードコート、カフェ&バー、その他便益施設

付帯施設

プログラム
屋外プログラム	: - 自然と共にする子供キャンプ「発旺山とともに」
 - VIP対象「四季折々のヒーリングツアー」
 - 最高のヒーリング(最も高い所での最も良いヒーリング)
 - 我休(私に与える真の休息)
 - 発旺山バックパッキング(Backpacking)
 - 皇后の宮中散策(王の生気を抱いた発旺山山頂でのヒーリング体験)
室内プログラム	:	 瞑想ヨガ、工芸、アロマヒーリング、西療法、薬膳茶
学生団体	:	  スポーツ体験、自我開発および保健安全教育、伝統文化体験、文化芸術

&科学遊び活動、自然体験
一般団体	:	 大学スキー授業、教職員研修セミナー、企業セミナー

 江原道平昌郡大関 嶺面オリンピック路715  |    +82-33-335-5757   |    www.yongpyong.co.kr
INFORMATION

・2019韓国観光公社選定ウェルネス観光施設
・レジャースポーツ、登山、集いが可能な四季折々のリゾート地


