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このマークは、江南の韓流通りをブランディングするK‐ROADプロジェ
クトのシンボルで、K-ROADの方向を示す標識でもあります。この標識に
沿って歩けば江南の名所とスターたちの足どりをたどることができま
す。江南をもっと楽しむために、江南のあちらこちらにあるK‐ROADマ
ークに注目してみてください。



Welcome to
K-Star ROAD of
GANGNAM-GU

Star
Shopping
Gourmet

ロンドンのアビーロード、ローマのスペイン広場、香港のミッド
レベルエスカレーターが特別に感じられるのはなぜでしょう
か。アビーロードといえばビートルズ、スペイン広場といえば
オードリー・ヘップバーン、ミッドレベルエスカレーターでは映画

「恋する惑星」、というようにそれぞれ思い出があるからです。 
スターがいてストーリーが刻まれている。ソウルの江南も同じ
です。歌手ＰＳＹの「江南スタイル」で世界から注目を浴びた江
南は、以前から韓国で最もスタイリッシュでトレンディな街とし
て知られています。映画・ドラマ・テレビ番組の関係者から、ソウ
ルのトレンドを最もスタイリッシュに表現できる撮影場所とし
てよく使われています。それだけではなく、たくさんの芸能プロ
ダクションが集まっていて、韓流スターたちの常連のお店をは
じめ、彼らの思い出が詰まった特別な場所がたくさんあります。
このように江南の街のあちこちに隠れた名所や気になる裏話
しを全世界に魅力的に紹介するために、これから「K-ROAD」と
いう都市ブランドプロジェクトを開始します。最初は、「K-Star 
ROAD」です。韓流スターたちの常連のショップと、韓流スターを
生み出した芸能プロダクションなどが見つかる街をテーマにし
ました。有名なファッションショップが集まっている「K-Fashion 
ROAD」、ビューティーショップと病院を中心とした「K-Beauty 
ROAD」などをこれからご紹介していきます。これからは「江南」
といえば「K-ROAD」です。江南はみなさんに思い出に残る特別
な旅をプレゼントしてくれるでしょう。
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Enjoy
K-Star ROAD
K-Star ROADとは
韓流文化とスターを愛する海外ファンのための江南区の特別プロ
ジェクト。名前を見てわかるように「Star」というキーワードに焦点
を合わせ、江南区の清潭洞、狎鴎亭洞、新沙洞、論峴洞周辺の韓流
スターたちがよく訪れる常連ショップと彼らのライフスタイルが垣
間見えるスポットを選び出した。江南を初めて訪ねる人でも効率よ
く回れるよう、マップにA、B、C、Dの4つのエリアに区分して紹介し
ている。Aエリアにはソウルで最もホットなエリアとして有名な新沙
洞のカロスギルも含まれている。

K-Star ROADを歩いて見る
アプクジョンロデオ駅から清潭交差点まで続くK-Star ROADの魅
力を集約した通りである「K-Star ROAD」は、江南区と韓流スター
を代表するスポットとして脚光を浴びている。この通りには、K-POP
スターをキャラクター化した大型アートトイ「江南ドル」が設置さ
れ、間接的に韓流スターに出会える。また、スターを生み出した芸
能プロダクションの標識、スター常連店のマップなど、重要な標識
が設置されていて、江南の旅の出発点にぴったり。

K-Star ROADの位置は９ページのマップをご参照ください。

K-Star ROADの造成式イベントに訪れたBTS

K-Star ROADを100倍楽しむコツ！

01
好きなスターのアートトイ、

「江南ドル」と記念撮影。
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02
「江南ドル」を購入できる 
江南ドルハウスを訪れる 。

03
K-Star ROADのあちこちにあるマップや、 
江南ドルハウスでK-Star ROADガイドブック
をもらい、スター常連店を訪ねる。

標識をたどってスターを生んだ
芸能プロダクションを訪れる。

05
キオスクエリアでスターの写真を 
見ながら一休み。

K-Star ROAD
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About the Stores on
K-Star ROAD
K-Star ROADストーリーショップの選定基準
01  ストーリーショップ候補の収集
1) 江南区内の芸能事務所に所属する芸能人からのおすすめ
FNCエンターテインメント、スターシップエンターテインメントなど
10余りの芸能事務所が参加。SISTAR、FTISLANDなど所属芸能人
らが直接「私のたまり場」として推薦したお店。

2) K-Starファンカフェのおすすめ
ファンカフェで「スターのたまり場」として知られているお店。

3) 韓流文化に目の肥えたトレンドセッターのおすすめ
マガジン・コスモポリタンのキム・ヒョンジュ編集長、マガジンCéCiの
キム・ウンジョン編集長、マガジン・インスタイルのパク・ヘミファッシ
ョンディレクターなど、マガジンの大物らとクリエイティブ・ディレクタ
ー、チョン・ユンギ、ファッションデザイナーのケ・ハンヒなど15人のト
レンドセッターがおすすめするお店 。

02  インタビュー及びフィールドリサーチ 
1段階 おすすめリストを基に、D-gram所属のエディター2人が事前
インタビューを実施。

2段階 1次インタビューで収集したお店をエディターや江南区庁の
担当者が直接訪れて検証。

03  最終選定
「お店と韓流スターのストーリーが魅力的か」、「海外ファンに紹介
する価値があるか」、「K-Star ROADプロジェクトに積極的に協力し
てもらえるのか」などの基準で最終的なストーリーショップを選定。

ICON GUIDE 各アイコンは以下の内容を意味します。

ビューティー
香水、メイクアップ、ネイルアート、
エステ＆スパ、ピアッシングショップ

ショッピング 
衣類、バック、アクセサリー、リビング、
フラワー、ギフトショップ

レストラン 
韓国料理、和食、中華、イタリアン、フレンチ、
フュージョン

カフェ＆バー 
ブランチ、スイーツ、ラウンジバー、カクテルバー

観光スポット＆遊び 
ボーリング、撮影場所、トレンド街、
博物館＆記念館、公園

芸能プロダクション 
俳優、歌手など韓流スターらのマネジメント

セレブ 
お店によく訪れるセレブやスター

K-Star ROADの造成式イベントに訪れたB1A4
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Like a K-Pop Star!
GANGNAMDOL
私も欲しい！
スターそっくりのアートトイ

「江南ドル」
少女時代、EXO、BTSなどの韓流スターたちの個性と特徴にアー
ティスティックな感性を加えて誕生した江南ドル！アーティスト「デ
ューコービー」と韓国を代表するK-POPスター18チームがコラボ
して作ったもので、韓流をリードする江南（Gangnam）と、アイドル

（Idol）の意味を込めて江南ドル（Gangnamdol）と名付けた。
K-Star ROADを代表する3メートルの大型トイと1.5メートルのアー
トトイがあり、ユニークなデザインと斬新なカラーで、遠くからでも
目を引く。大好きなスターの江南ドルミニチュアは、江南ドルハウス
で購入もできる。

삽지_강남돌 MAP
하리꼬미 할때 삭제

1.5m

EXOのスホと少女時代のユリが所属したグループのアートトイと一緒に



삽지_강남돌 MAP
하리꼬미 할때 삭제

GANGNAMDOL
HAUS
江南ドルハウス

営業時間 午前10:00〜午後7:00（午後1:00〜2:00は昼休み）
位置 アプクジョンロデオ駅7番出口の裏
お問い合わせ 02-3445-0111

 現在地から江南ドルまでの距離は○○メートルです

江南ドルハウスに設置されたスマートスクリーンキオスクでは、K-
Star ROADの全体マップはもちろん、好きなスターを選ぶとその江
南ドルの具体的な位置と距離をご案内。また、このガイドブックに
掲載されたストーリーショップの位置も確認できる。

 スター江南ドルをゲット

江南ドルが人気なのは、もちろんスターの人形だからでもあるが
欲しくなるほど美しくデザインされているからでもある。江南ドルハ
ウスでは、江南ドルのミニチュアアートトイとマグネットが購入でき
る。アートトイは2万9,800ウォン、マグネットは1万1,900ウォン。

 スター江南ドルを選べば本物のスター写真が目の前に！

キオスク画面で江南ドルを選び、韓流スターギャラリーを押すと、
江南ドルルーレットが現れる。このルーレットを回して欲しい江南ド
ルを選択すると、そのスターの写真と映像を見ることができる。
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GANGNAM
Tourist information
Center

江南観光情報センター

営業時間 午前10:00〜午後7:00 (年中無休)
位置 アプクジョンロ161
お問い合わせ 02 3445 0111
ホームページ http://tour.gangnam.go.kr/ja/

  「どんなことでもお尋ねください」 
   ワンストップで旅行情報を解決

センターの1階では、ソウルと江南旅行の総合的な情報とサービス
を韓国語、英語、中国語、日本語で提供している。観光スポットはも
ちろん 宿泊施設、レストラン、交通手段、イベントについて案内して
くれる。コインロッカー施設も揃っている。ラウンジでは高速無料
Wi-Fiを使って快適に情報を検索したり、旅の途中に一休みするこ
ともできる。

  江南の医療情報ガイドから予約まで

世界が認める韓国江南の医療技術！興味はあるがよくわからない
という方のために、江南観光情報センター1階にメディカルツアー
センターがある。英語、中国語、日本語、ロシア語が可能な医療コ
ーディネーターが江南ならではの医療サービスを紹介、予約をサ
ポートし、連携体験サービスも提供する。ホテル、スパ、ヘアサロン、
ウェディングスタジオなど、医療だけでなく、健康とビューティーに
関するすべての案内サービスも提供している。
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Around Gangnam
CITY TOUR

江南の観光スポットをまとめてツアー
アラウンド江南シティツアー
江南シティツアーバスに乗ると、カロスギル、狎鴎亭ロデオ通
り、COEX、江南観光情報センターなど、江南の主要な観光スポット
をまとめてツアーできる。韓国語はもちろん、英語、日本語、中国語
の音声ガイドを提供し、江南の詳しいストーリーを知りたい観光客
にはぴったり。全コースを回る時間は１時間40分。一度乗れば追
加料金なしで乗り降り自由で、お目当ての場所に着いたら降り、ま
た次のバスに乗ることができる。

運行時間 午前10:10〜午後5:00
 (60〜70分おきに運行、月曜運休)
料金 15,000ウォン(学生12,000ウォン)
購入方法 公式サイト、カンナム駅チケットボックス
お問い合わせ 010 7444 6090
ホームページ seoulcitybus.com
スタート地点 地下鉄2号線カンナム駅11番出口から150m先
 チケットボックス(Megabox前)

アラウンド江南シティツアーの路線
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カンナム駅
2号線カンナム駅
11番出口150m

サムスンディライト
2号線カンナム駅

8番出口

ル・メリディアンソウル
ノボテル
ル・メリディアンソウル前

キョデ駅
 2、3号線キョデ駅

9番出口

サムジョンホテル
サムジョンホテル前

ソレ村
江南聖母病院道の

向かい

ラマダソウルホテル
宣陵と靖陵
ラマダソウルホテル前

高速ターミナル・
新世界百貨店

湖南高速ターミナル西側

奉恩寺
ロッテ免税店カジノ
奉恩寺正門向かい

セビッソム
盤浦大橋下駐車場入口/ 

多目的トイレ近く

COEX、SMTOWN
COEXモールとSMTOWN 
中間地点、TRADE TOWER前

カロスギル
カロスギル裏門を渡り、 

現代高校

ロッテワールド
ロッテワールド正門近く/ 
ハイマート前タクシー乗り場

観光情報センター
現代百貨店

江南観光情報センター
正門

ロッテワールドタワー
バス中央路ロッテワー 
ルドタワー前バス停

狎鴎亭ロデオ
狎鴎亭ロデオ通り向かい

オリンピック公園
平和の門広場入口 
(南4門交差点)

韓流スター通り
BEAT360(起亜車ブランド 

体験館)清潭高校裏門

蚕室総合運動場
総合運動場入口

K-POP
エンターテインメント

プリマホテル向かい

サムソン駅
2号線サムソン駅

7番出口KDB銀行の前
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AZONE

ナンジャンキャンプ

ロークラシック

フリカ

Aランド

シモンヌ・ハンドバッグ博物館

ル・アラスカ

シゴルパプサン

江南観光
情報
センター

現代百貨店

新沙洞住民センター

カ
ロ
ス
ギ
ル

江南
乙支
病院

十字
路

島山公
園

交差点

タルブジャネ・プルベク

和楽

Uの厨房

サンホ

亨勳ラーメン

班長トッポッキ

モダンガール応接室

コリアナ
化粧博物館

忠記蝦麵

3号線
アプクジョン駅

3号線
シンサ駅

島山公園交差点からシンサ駅交差点、カロスギルを含む
16のホットスポット

ナンジャンキャンプ	 18
タルブジャネ・プルベク	 19
ロークラシック	 20
ル・アラスカ	 21
モダンガール応接室	 22
班長トッポッキ	 23
サンホ	 24
シゴルパプサン	 25

シモンヌ・ハンドバッグ博物館	 26
Aランド	 27
和楽	 28
Uの厨房	 29
忠記蝦麵 	 30
コリアナ化粧博物館	 31
フリカ	 32
亨勳ラーメン	 33
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A ZONE

ロマン溢れるアウトドアキッチン・スタイルと美味しいBBQメニュ
ーを都心で楽しめるのがこの店。店内はキャンプ関連のインテリア
で統一され、気分を盛り上げてくれる。メニューを選びきれないと
きは、バラエティー豊かでお得なセットメニューを頼んで、たくさん
の味を一度に味わうのがオススメ。ここがソウルの中心部だという
ことをしばし忘れて、アウトドア感溢れる美味しい時間を楽しんで。

営業時間 毎日 午後4:30〜午前1:00
お問合せ 02 3443 6466
住所 カンナムデロ158ギル27
予算 サムギョプサル￦15,000
 セットメニュー￦48,900〜

ナンジャンキャンプ

GOT7

タルブジャネ・プルベクは、豚プルコギで有名な家庭料理定食の
店だ。俳優を始め、近くの芸能プロダクションのアイドルも練習生
の時から訪れるという美味しいお店である。24時間営業で、近くに
住んでいたり、スタジオに撮影に来るついでに立ち寄るスターも多
い。その中でも少女時代のサニーとヒョヨン、B1A4、ティーントップ
のニエルは、こちらの常連。メニューの中でも目玉焼きとトビウオ
卵などが入った昔ながらの弁当とブルベクがお気に入りだ。

営業時間 月〜日曜日24時間営業
お問合せ 02 3444 3295
住所 カンナムデロ158ギル21
予算 豚ブルバック￦8,000、牛ブルバック￦9,000

タルブジャネ・プルベク

サニー ニエル
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A ZONE

ロークラシックは、「プロジェクト・ランウェイ」と最近放映された 
「プランコオールスター戦」にも参加して実力が認められたデザ
イナーイ・ミョンシンの女性ファッションショップ。洋服はもちろん、
バッグや靴、他のブランドとコラボしたアイテムに出会うことができ
る。ロークラシックはシンプルかつユニークなラインのデザインで愛
されている。f(x)のクリスタル、4MINUTEのヒョナは、新しいシーズ
ンになると必ず、ショップに立ち寄ってショッピングを楽しんでいる。

営業時間 月〜日曜日正午〜午後10:00
お問合せ 02 516 2004
住所 ノンヒョンロ159ギル57
WEB lowclassic.com
予算 バッグ￦198,000〜￦398,000
 洋服￦70,000〜￦400,000

ロークラシック

ヒョナ クリスタル

ル・アラスカは、天然発酵種のパンと薄い氷を雪のように積み重
ねたアイス飲料で有名なベーカリーカフェ。JYJのキム・ジェジュン
とパク・ユチョンがクロワッサンサンドイッチとカフェラテを楽しむ
姿がSNSで話題になり、日本ファンの観光必須コースとして定着し
た。リアリティショーでジェシカとf(x)のクリスタルの姉妹が、ティフ
ァニーとヒョヨンと一緒に食べたエキゾティックとチョコクロワッ
サンもこの店のメニューである。

営業時間 月〜日曜日午前8:00〜午後10:30
お問合せ 02 546 5872
住所 アプクジョンロ14ギル15
予算 ベーカリー￦2,200〜￦7,800
 飲み物￦4,500〜￦6,800

ル・アラスカ

イ• チョンヒクリスタル
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A ZONE

1990年代の小学校の教室を再現したインテリアが特徴の作りたて
のトッポッキ専門店だ。DREAMCATCHERのメンバー・カヒョンと、オ
ーマイガールのアリンお気に入りのスポットで、代表メニューはエゴ
マの葉入り班長トッポッキ、コチュジャンとジャージャーソースを混
ぜた副班長トッポッキがある。店の片隅では、学校前の文房具屋で
食べていた懐かしいおやつも販売しているので、デザートに楽しん
でみても良いだろう。

班長トッポッキ

カヒョン

モダンガール応接室は、レトロな感性を刺激する軽食堂だ。高級サ
ロンを連想させるレトロなインテリアと、穏やかに流れてくる昔の音
楽が、まるで1920〜30年代にタイムスリップしたようだ。アイドルグ
ループDREAMCATCHERのメンバー・シヨンが、とんかつがおいしい
店に挙げたスポットで、メインメニューはとんかつとハンバーグで、
各種サラダとパスタも販売している。

モダンガール応接室

シヨン

営業時間 月〜日曜日午前11:30〜午後10:00
お問合せ 02 3448 0815
住所 カンナムデロ152ギル62
WEB moderngirl.fordining.kr
予算 昔ながらの特とんかつ￦8,000 、 
 オリジナルハンバーグ￦9,000

営業時間 月〜日曜日午前11:30〜午後9:30
お問合せ 02 3444 5377
住所 トサンデロ135 地下1階
予算 2人セット￦14,500〜￦26,000
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A ZONE

狎鴎亭で働く人々の間では既に有名な韓国料理店。定食は価格が
手頃なのに出てくるおかずの種類が多いことで有名。スーパージュ
ニアのメンバーであるヘンリーがよく訪れるレストランとして一層
人気店となった。サムゲタンやプルコギなど、外国人観光客に嬉し
いメニューに伝統酒とよく合う酒の肴まで、メニューも豊富。

全国で出荷される旬の食材で真心込めて丁寧に作られたフュージ
ョン韓国料理店。有名タレントのカン・ホドン行きつけの店で、テレ
ビや雑誌、SNSなどでもカロスギル代表グルメに挙げられている。
材料本来の味を生かすために化学調味料を一切使用せず、基本提
供されるおかずも季節や食材の種類により変わる。

営業時間 月〜日曜日 午前10:30〜午後10:00
お問合せ 02 546 1567
住所 ノンヒョンロ175ギル68
予算 ハンサン定食￦8,000、ウォンプルコギ￦12,000

シゴルパプサンサンホ

ヘンリーカン・ホドン

営業時間 月〜土曜日 午前11:30〜午前0:00
 (ブレイクタイム 午後3:00〜5:30）
お問合せ 02 517 0035
住所 ノンヒョンロ175ギル111
WEB instagram.com/sanho_gaengdu
予算 ユッケビビンバ￦13,000、サンホ定食￦75,000
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A ZONE

ファッション、ビューティー、ライフスタイルなど、様々な製品を販売
するセレクトショップ。斬新さが際立つ新進デザイナーブランドや、
国内では入手困難な海外ブランドなど、500以上のブランドが入店
している。トレンディながらも個性あふれる製品を販売しており、韓
国の若者や外国人観光客に人気を集めている。

Aランド

ユヒョン

シモンヌ・ハンドバッグ博物館は、世界初のハンドバッグ博物館。カ
ロスギルのメイン通りに面しシモンヌのオリジナルブランドの0914
の売場やハンドバッグのセレクトショップ、若手デザイナーのため
のスペース、そして各種レザーアイテムの展示など見どころが満
載。バッグを直接作ってみることができる体験工房も人気だ。韓国
の新しい文化に触れながら地下のカフェでゆったりとティータイム
を楽しんでみるのもおすすめだ。

営業時間 火〜土曜日午前10:00〜午後7:00
 日曜日午前11:00〜午後7:00
お問合せ 02 3444 0912
住所 トサンデロ13ギル17
WEB simonehandbagmuseum.co.kr
予算 ￦5,000

営業時間 月〜日曜日 午前11:00〜午後10:30
お問合せ 02 3210 5869
住所 ノンヒョンロ175ギル78
WEB a-land.co.kr
予算 ￦6,900〜

シモンヌ・ハンドバッグ博物館
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Uの厨房は、ユ・ヒヨンオーナーシェフが営むフュージョン和食レス
トラン。多くのグルメ家に好評を博していることでも有名なお店。ス
ターをはじめ、モデル、デザイナー、マガジン記者など多くのセレブ
がよく訪れる。その中でも俳優コン・ユとチャン・ドンゴン、コ・ソヨ
ン夫妻はずいぶん前から常連で、俳優イ・ミンホは寿司、ラーメン、
丼ものなど食べてないメニューがない程のマニアだ。

営業時間 月〜木曜日午前11:30〜午前12:00
 金〜土曜日午前11:30〜午前2:00
 日曜日午前11:30〜午後10:00
お問合せ 02 545 2811
住所 アプクジョンロ10ギル36
WEB blog.naver.com/unochubo
予算 丼類&寿司￦12,000〜￦55,000

Uの厨房

イ•ミンホ

和楽は和風串焼き専門店。炭の宝石と呼ばれる備長炭を使用し
て、ほのかな火で4時間じっくりと串を焼くのが特徴。鶏の心臓、砂
袋などを部位別に選んで食べることができる。かつてEXOのチェン
はSNSに和楽のすき焼き鍋うどんの写真をアップして、ファンの間
でうどんブームが起こった。やや塩のきいた串焼きは、日本各地を
巡って直接仕入れた酒と一緒に味わってみるのもおすすめ。

営業時間 月〜金曜日午後6:00〜午前1:00
 土〜日曜日午後6:00〜午前2:00
お問合せ 02 517 2292
住所 アプクジョンロ4ギル13-7
予算 串焼き￦4,500〜

和楽

チェン

28

29

K-Star ROAD



A ZONE

コリアナ化粧博物館は、韓国の化粧文化を知ることができる展示
スペース。昔の女性が使用した天然化粧材料、化粧用具、装身具な
どを通して、韓国の美を感じることができる。韓日中と東アジアは
もちろん、世界の様々な化粧文化を展示したスペース、伝統的な香
りを体験することができるスペースなど目を楽しませてくれる。

営業時間 (4月〜10月) 月〜土曜日午前10:00〜午後7:00
 (11月〜3月) 月〜土曜日午前10:00〜午後6:00
お問合せ 02 547 9177
住所 オンジュロ827
WEB spacec.co.kr
予算 大人￦4,000、学生￦3,000

コリアナ化粧博物館

ソル・イナ

ワンタン麺で有名な香港の人気店。本店は香港の香港島セントラ
ル地域に位置しており、60年間4代にわたり香港ワンタン麺の味と
伝統を守る食堂だ。2011年に韓国に上陸し、韓国唯一の香港正統
ワンタン麺専門店として定着している。また、新沙店では中国の広
州から招いた中国人シェフが海産物中心の正統広東風料理を提
供する。水槽に入っている新鮮な海産物をその場で料理してもらい
味わえる楽しみがある。

営業時間 月〜日曜日午前11:30〜午後10:00
 ブレイクタイム 午後3:00〜5:00(平日のみ)
お問合せ 02 322 3913
住所 カンナムデロ162ギル21
WEB www.cheungkee.co.kr
予算 ￦9,000〜

忠記蝦麵

パク・ソジュン イ・グァンス
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韓国では珍しい醤油ラーメン専門店で、芸能人の間でホットプレイ
スとして名高い店でもある。毎朝全粒粉から製麺しており、替え玉
を追加すると、食感を保つためにトリュフオイルを振った麺が提供
される。鶏と貝類のコクのある出汁にボリュームたっぷりの具をの
せた醤油ラーメンと、食感を活かすために毎回少量炊きを行ってい
る角煮丼も絶品。

営業時間 日〜木曜日 午前12:00〜午後8:30
 金〜土曜日午前12:00〜午後9:30
 (ブレイクタイム 午後3:00〜5:00）
お問合せ 02 508 8855
住所 カンナムデロ162ギル40
予算 醤油ラーメン￦9,500、角煮丼￦10,000

亨勳ラーメン

キム・ヒソン

フリカは、ハイエンドカスタムアクセサリーセレクトショップ。ファッ
ションデザイナーのチェ・ボムソク、カン・ドンジュン、コ・テヨンだけ
ではなく、ハーゲンダッツ、サムスン・ギャラクシーギアなど様々な
分野のブランドとのコラボで名を上げた。中性的な雰囲気のフリカ
アクセサリーは、俳優イ・ミンホ、イ・ジョンソク、コン・ヒョジンはも
ちろん、歌手イ・ヒョリ、チョン・ジフン(Rain)など、多くのスターにも
大人気のショップだ。個人的に購入したアクセサリーをドラマや公
の場で身につけて、話題になったこともある。

営業時間 月〜日曜日正午〜午後9:00
お問合せ 070 8819 6680, 010 9991 9950
住所 トサンデロ15ギル49
WEB frica.co.kr
予算 アクセサリー￦42,000〜￦650,000

フリカ

イ•ジョンソクイ•ヒョリ
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BZONE
鳥山公園交差点と鶴洞交差点の間に位置する20のホットスポット
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B ZONE

CGV清潭は五感を刺激する4DXから映画とパーティーを同時に楽
しむことができるように貸切が可能なザ・プライベートシネマまで、
様々な特別上映館を備えた韓国初のカルチャーフレックス。主に試
写会やムービートーク、ブランドのローンチング、コンサート、映画
広報などのために、スターらの訪問が多い。また、スターが多く住ん
でいる地域にあり、歌手IU、2PMはもちろん、SUPER JUNIORなど
プライベートで映画を見に来るスターに偶然出会う可能性もある。

お問合せ 1544 1122
住所 トサンデロ323
WEB cgv.co.kr

CGV清潭シネシティ

IU

グランシエルは、イタリア家庭料理が味わえるの正統トスカーナス
タイルのレストラン。俳優チョン・ウソン、シン・ミナ、コン・ユはこの
店の常連客である。その中でもコン・ユのファンは、わざわざここを
訪れて、コン・ユのための特注弁当を注文していく。看板メニューの
アンチョビオイルパスタとファンフライング方法で作る表面カリカリ
で中はジューシーなサーロインステーキは、スターに愛される人気
メニューだ。

営業時間 月〜土曜日午前11:00〜午後11:00
 日曜日午前11:00〜午後10:00
 ブレイクタイム 月〜金曜日午後3:00〜5:00
お問合せ 02 548 0283
住所 トサンデロ45ギル16-6
WEB cielssong.co.kr
予算 パスタ￦22,000〜￦23,500、
 ステーキ￦68,000〜￦72,000

グランシエル

シン•ミナコン・ユ
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B ZONE

韓国のピアス業界トレンドをリードしているピアス専門店。HOT、BoA 
など第 1 世 代アイドルから東 方 神 起 、G - D ra g o n 、G OT 7 、 
NCT、BLACKPINK、SEVENTEEN、TWICEなど、現在最もホットなア
イドルや、シン・ミナ、ハン・イェスル、ハン・ガインなど、多くの芸能
人が当店のピアスを愛用している。セレブに愛されるのも納得のバ
ラエティ豊かなラインナップとともに、その実力は既に海外でも名
高い。

営業時間 月〜日曜日午前11:00〜午後10:00
お問合せ 02 540 3132
住所 アプクジョンロ50ギル8
WEB instagram.com/nanapierxing_official
予算 ピアッシング￦10,000〜

ナナピアッシング

BLACK PINK

チソン、シン•セギョンなどの俳優が所属している芸能プロダクショ
ン。2014年から俳優イ・ジュンギもナムアクターズの一員になった。

「シンデレラのお姉さん」「清潭洞アリス」などで国民的俳優となっ
たムン・グニョンは子役時代から、シットコム「明日に向かってハイ
キック」「根深い木」のシン・セギョンは小学校卒業以降10年間、こ
ちらに所属している。

お問合せ 02 3444 1919
住所 オンジュロ150ギル34 6階
WEB www.namooactors.com

ナムアクターズ

ムン・グニョンシン•セギョンGOT7
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ダーリンステーキ

タミ

コスパが高いステーキが味わえるカジュアルレストラン。ディナー
はもちろん、平日のランチも行列必須の店として有名だ。キューブ
ステーキとトビコおにぎりが出される単品ステーキが1万ウォン以
下で楽しめ、様々な部位のステーキとフライドポテトが一緒に味わ
えるセットメニューも販売している。

島山公園は島山安昌浩の愛国精神と教育精神を称えるために、造
成された近隣公園である。海外ブランドショップとホットなセレクト
ショップの間に要塞のようにたたずみ、つかの間の余裕を楽しみ散
歩するのに良い自然景観を備えている。元WONDER GIRLSのメン
バーのソンミと、最近ホットフェルトとして新たに舞台に立ったイェ
ウンがよく訪れ、MBC「無限挑戦」でも紹介されたことがある。公園
の中には島山安昌浩の犠牲と業績を称えるための記念館もあり、
韓国の歴史を感じることができる。

営業時間 月〜日曜日午前11:00〜午後6:00
 (1月1日、ソルラル・秋夕休館)
お問合せ 02 541 1800
住所 トサンデロ45ギル20
WEB www.ahnchangho.or.kr
入場料 無料

島山公園&島山安昌浩記念館

イェウンソンミ

営業時間 月〜日曜日午前11:00〜午前0:00
 ブレイクタイム 午後3:00〜午後5:00
お問合せ 02 6406 8525
住所 ソンルンロ131ギル19
WEB www.instagram.com/darlingsteak_official/
予算 落とし卵雪花チーズステーキ￦9,500、
 ハンバーグ￦7,000
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BLACK PINK

単なる粉食＝小麦粉を使った料理にとどまらず、韓国のレトロトレ
ンドにマッチしつつ、グローバル化に合わせた粉食の新たなパラダ
イムを作り出す島山粉食。低温熟成した国内産豚ロースを使用し
たカツサンド、昔ながらのトッポッキ、混ぜ麺、香港トーストなど、こ
こだけで楽しめる特別なレシピで、多国籍なメニューを取り揃えて
いる。

都心の見晴らしのいいテラスで涼しい風に吹かれながら異色のデ
ザートを楽しみたいならLAB Oを訪ねてみよう。実験室を意味する

「ラボ(Lab)」という名にふさわしく、個性的なデザートに出会える。
しっとりしたブラウニーにバナナクリームを好きなだけ絞って食べ
れるママスブラウニーが代表メニュー。芸能人もＳＮＳに写真を挙
げるホット・プレイス。ぜひ立ち寄ってみるといい。

営業時間 月〜日曜日 午後12:00〜午後8:30
 ブレイクタイム 午後3:00〜午後5:30
お問合せ 02 514 5060
住所 トサンデロ49ギル10-6
予算 島山トッポッキ￦6,500
 トンカツサンド￦9,800、島山ビビン麺￦7,500

営業時間 月〜日曜日 午前11:00〜午後10:00
お問合せ 02 544 8373
住所 トサンデロ310
予算 飲み物￦5,000〜￦8,000、デザート￦6,000〜￦15,000

島山粉食 LAB O

ユン・チェギョン ティファニーWINNER
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マイソングは、ブランチメニューとアメリカの家庭料理を味わう
ことができるアメリカンカジュアル・ダイニングレストラン兼カフ
ェ。SUPER JUNIOR、2PMはブランチを、IUと少女時代のティファニ
ーはレッドベルベットケーキを食べによく訪れる。オランデーズソー
スとポーチドエッグの絶妙な組み合わせで誕生した一品、エッグベ
ネディクト、薄く揚げたフレンチフライは、ここでしか味わえない人
気メニュー。毎週水曜日のランチタイムには、ブランチビュッフェを
運営しており、利用してみるのも良いだろう。

昔ながらのホームメイド主なメニューを追求するレトロ・デリカデッ
センのみならず、インテリアや店内の雰囲気、音楽にいたるまで、全
体的にレトロなスタイルに統一し、アメリカンとイタリアンを融合し
たカジュアルなホームメイドスタイルのレストラン。普段楽しむこと
ができない特別なメニューを多く取り揃え、窓際の席からは島山公
園を眺めながらゆったりと食事を楽しむことができる。

営業時間 月〜日曜日午前10:00〜午後9:00
 ブレイクタイム 午後3:00〜5:00
お問合せ 02 518 0105 
住所 トサンデロ45ギル16-4
WEB cielssong.co.kr
予算 ブランチ￦16,000〜￦19,000
 水曜日ビュッフェ￦28,500

営業時間 月〜日曜日 午前11:00〜午後11:00
お問合せ 02 544 4256
住所 アプクジョンロ46ギル55
予算 ソフトシェルクラブ ポップオーバー￦28,700　
 海老のビスクリゾット￦31,200

マイソング MELTING SHOP

IU テヨン SUPER JUNIOR2PM
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B ZONE

テナガダコ入りプルゴギとイカの天ぷらがおいしい狎鴎亭の人気
店！ソウル全域にチェーン店を展開するテナガダコ&イカ料理専門
店。テナガダコ炒めやイカ炒めも硬くなくてやわらかい。韓国らし
い海産物の炒め物を味わうことができるお店で、程よい辛さで人
気がある。シメに残り汁で炒めるチャーハンも必ず食べたい人気メ
ニューだ。

やみつきになるトッポッキで有名なお店。韓国人もわざわざ遠くか
ら訪れる。近くの芸能プロダクションの練習生たちもよく訪れる場所
である。トッポッキが一番の人気メニューで、毎朝精米所から直接カ
レトク（うるち米を練って作った細長い餅）を仕入れるのがうま味の
秘訣である。注文を受けるとトッポッキのタレが程よく染み込んだカ
レトクを串刺し練り物と一緒に食べやすく切って出してくれる。

営業時間 月〜日曜日午前11:30〜午後10:00
 (週末、公休日午後12:00〜午後10:00)
お問合せ 02 514 8008
住所 オンジュロ172ギル54
予算 メニュー￦7,500〜￦27,000

営業時間 月〜金曜日午前11:30〜午前1:00
 土曜日午前11:30〜午前12:00
 日曜日定休、ブレイクタイム 午後1:30〜2:00
お問合せ 02 3443 9978
住所 トサンデロ46ギル21
予算 トッポッキ1人前￦3,000
 セットメニュー￦3,500〜￦7,000

ペッコドン ピョンガンセ・トッポッキ

キム・ヒソン Rain(ピ)
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B ZONE

雪花秀フラッグシップストアは、雪花秀製品からスパにいたるまで、
雪花秀ブランドのすべてを五感で体験できる空間。光を灯す器で
あるランタンをモチーフにした空間で、灯りが闇を照らして道を示
すように、アジアの智慧で美しさを照らしだすフラッグシップストア
は、ランタンをイメージした建物にラグジュアリーなインテリアが輝
く。また、本ストアでしか購入できない限定商品も取り扱っている。 
1階は韓国を代表する韓方ブランドである雪花秀のヘリテージ展
示スペース、2階はさまざまな雪花秀製品を試して購入できるスペ
ース、3階はホームページからの事前予約によりホリスティックビュ
ーティーサービスを体験することができるスペース、地下1階と4階
はスパ、5階は屋上となっている。

営業時間 月〜日曜日午前10:00〜午後9:00
 (定休日第1月曜日、ソルラルおよび秋夕当日)
お問合せ Boutique 02 541 9270 / Spa 02 541 9272
住所 トサンデロ45ギル18
WEB www.sulwhasoo.com/int/en/flagship/service.html
予算 Mix & Match Spa(フェイシャル＆ボディ、70分)￦150,000
 Intense Ginseng Journey(90分)￦250,000

雪花秀フラッグシップストア

チョン•ジヒョン

国内最高のパティシエ、バリスタが揃うソウル随一のベーカリー専
門店。ソウルの各地域に支店があり、毎日厳選された素材でパンを
焼いている。SNSで話題となったシグネチャー商品であるダーティ
チョコは、国内はもちろん、海外からも人気が高い。

営業時間 平日 午前9:00〜午後9:00
 週末、祝日 午前10:00〜午後9:00
お問合せ 02 545 5556
住所 トサンデロ45ギル10-11 JYC2ビル
予算 ダーティチョコ￦4,300、Gnutellaバナナ￦4,500
 飲み物￦3,500〜￦5,500

OUR BAKERY

カン・ダニエル GOT7 スア

48

49

K-Star ROAD



B ZONE

TV番組『水曜美食会』でも取り上げられた」ステーキグルメ。KARD
のチョン・ジウが家族と一緒によく訪れるスポットで、Tボーンステ
ーキとグリルドベジタブルがシグネチャメニューだ。ドライエイジン
グ方法で3週間熟成させた韓牛Tボーンステーキがリーズナブルな
価格で味わえ、パスタ、スープ、サラダなど様々なメニューも用意さ
れている。

清潭スンドゥブは、柔らかいスンドゥブ料理を味わうことができる
定食の店。「外国人がお勧めする韓国のグルメ屋」に選ばれ、海外
の雑誌などにも取り上げられた。海産物、ホルモン、ハム、チーズ、
餃子、キムチ、味噌と絶妙な調和をなす様々なスンドゥブの味を
楽しむことができる。少女時代のユナ、スヨン、CNBLUEーのチョ
ンシン、2PMのJun.Kなど多くのK-POPスターたちの常連店であ
り、AOAは練習生の時からよく訪れた。

営業時間 月〜日曜日24時間営業 (年中無休)
お問合せ 02 545 4840
住所 トサンデロ53ギル19
WEB www.instagram.com/puredubu/
予算 スンドゥブ￦9,000〜￦40,000

営業時間 月〜日曜日午後12:00〜午後10:00
お問合せ 02 544 9357
住所 オンジュロ152ギル11-7
予算 Tボーンステーキ￦17,000、ボロネーゼ￦20,000

ジャストステーキ 清潭スンドゥブ

チョン・ジウ ユナイ・ジョンシンAOA
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B ZONE

バブルティーのテイクアウト専門店。新人アイドルの間では、バブル
ティーを飲んで壁にサイン色紙を貼って行くと成功するという噂が
ある。そのためか、壁面は芸能人のサインでぎっしり埋まっている。
ハイライトのドゥジュンが新人だったころ、自分のサインを一番上
に貼ってほしいと頼み、結局メニューリストの上に貼ってもらったと
か。赤い紙の彼のサインには、「一番上に貼ってください！」と書かれ
ているので要チェック。EXOのセフンは練習生時代からここの常連。

営業時間 月〜日曜日午前9:30〜午後10:00
お問合せ 02 515 3032
住所 ソンジョンロ161ギル31
予算 飲み物￦5,000〜￦6,500

COFIOCA

ユン•ドゥジュンセフン

現代モータースタジオは、自動車と芸術、現代自動車ブランドの哲
学が溶け込んでいるブランド体験館である。現代車を体験できる
文化芸術空間、自動車専門図書館など、現代車に対する直観的経
験ができるテーマ空間になっている。1階のスタジオに展示されて
いる自動車は誰でも鑑賞し体験することができ、2階はカフェと書
斎、3〜5階は現代自動車の無限のチャレンジ精神と実験精神をの
ぞくことができる自動車専門ギャラリーで構成されている。

営業時間 月〜日曜日午前9:00〜午後9:00
 (毎月第1月曜日休み)
お問合せ 1899 6611
住所 オンジュロ738
WEB motorstudio.hyundai.com

現代モータースタジオ
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B ZONE

ホリム博物館は、韓国の文化遺産である古美術品を鑑賞できる空
間。新林本館に続いて2014年開館した新沙分館では、韓国の高貴
な金属活字や古い陶器などの遺物を観覧できる。それだけでなく、
ホリムアートセンターでは、様々なイベントでスターらがよく訪れ
る。俳優ハ・ジョンウの個展が開かれたり、シスレー、VIDIVICIなど
ビューティーブランドのローンチイベントもここで行われた。

営業時間 月〜土曜日午前10:30〜午後6:00
お問合せ 02 541 3525
住所 トサンデロ317
WEB www.horimmuseum.org
予算 大人￦8,000、青少年￦5,000

ホリム博物館&アートセンター

ハ・ジョンウ

モダンな雰囲気の韓国居酒屋で、ユ・アイン、ヒョンビン、フィソンな
ど有名芸能人がよく訪れるスポット。メニューは韓国料理だが、室
内はヴィンテージかつスタイリッシュなインテリアで、今までの韓国
居酒屋とは違う感じがする。ここの人気メニューは、豚肉半分、キ
ムチ半分のキムチチゲ。他にもヌードつぶ貝、ポッサム、プルゴギ、
白菜のチヂミなど、様々な韓国料理が味わえる。

118.18ダイニング
営業時間 月〜日曜日午前11:00〜午前1:30
 ランチ韓国料理ビュッフェ 午前11:00〜午後2:00
お問合せ 02 545 5001
住所 ソンジョンロ131ギル21
予算 ポッサム￦34,000、チヂミの盛り合わせ￦25,000
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C ZONE

「メイド・イン・コリアのブランドバック」に出会える場所。腕の立つ
韓国の職人が一つ一つ異なるデザインのバッグを作り、希少性と
個性を大切にするスターやバッグ愛好家に人気の高いお店。世代
を超えて愛されるような高いクオリティとユニークなデザインも目
立つ。お茶を飲みながらゆっくりくつろげるサロン文化を体験でき
る点も魅力的である。外国人観光客の場合、免税してもらえる。

営業時間 月〜土曜日午前10:30〜午後8:30
お問合せ 02 3444 6566
住所 ソンヌン路146ギル23
予算 財布、バッグ、香水など￦80,000〜

KIMY COOK

チョンジン

1992年、住宅が密集する清潭洞の真ん中にできた最初のカフェ
で、清潭洞のカフェ街の元祖ともいえる。俳優チョン・ウソンがウェ
イターとして働き、ここでキャスティングされたというエピソードが
有名だが、当時彼を見るための専用席まであったという。俳優ペ・
スビンの兄が経営するお店で、ハン・チェヨンが常連、「少女時代」
のメンバーたちもよく来るという。

営業時間 月〜日曜日午前11:00〜午前5:00
お問合せ 02 515 1863
住所 ソンジョンロ158ギル18
WEB www.i-goshen.com
予算 海鮮トッポッキ￦29,000、飲み物￦10,000〜￦16,000

ゴーセン

チョン•ウソン ハン•チェヨン
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C ZONE

トレンドに敏感で、買い物はゆったりと楽しみたいという清潭洞の
女性をターゲットにしたお店。チェ・ジウ、ハ・ジウォン、少女時代な
ど、トップスターに大人気。ファッショニスタとして知られるチャ・イ
ェリョンはライダージャケットを、かわいいフォックスファーアイテム
は少女時代のメンバーが好きだとか。1階ではジュエリーや雑貨、2
階ではアパレルを取り使うセレクトショップ。

営業時間 月〜土曜日午前10:30〜午後8:30
 (第1・第3月曜日定休)
お問合せ 02 3444 4756
住所 トサンデロ457
WEB www.dnuefashion.com
予算 洋服￦200,000〜、アクセサリー￦60,000〜

D.NUE

チャ•イェリョンハ•ジウォン

ビンテージな小物が目を引くブランチカフェで、広くて落ち着くスペ
ースは多くのスターに愛されている。TVXQ!のユンホ、SUPER JUN-
IORのキム・ヒチョル、少女時代のテヨンなどが常連だとか。「お代
わりください！」とジョークを飛ばすなどユーモア溢れるキム・ヒチョ
ルは、店員の間でも人気だ。毎日、市場から仕入れる新鮮な海産物
と、コシのある麺で作るボンゴレパスタ、搾りたてのフレッシュなグ
レープフルーツジュースで、ゆったりとした時間を過ごしてみては。

営業時間 月〜日曜日午前11:00〜午前2:00
お問合せ 02 549 2229
住所 トサンデロ67ギル13-3
予算 デザート￦11,000〜￦18,500、
 飲み物￦8,000〜￦13,000、
 ブランチ￦20,700〜￦22,000

マンデー・トゥ・サンデー

ユンホ キム・ヒチョル
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C ZONE

美術を専攻したオーナーが経営するギャラリーカフェで、半月ごと
に展示する絵画が入れ替わる。広くてゆったりとした空間でお茶を
飲みながら、オーナーが選んだ新人作家の絵画を無料で鑑賞でき
る。 少女時代のティファニー、ペ・ヨンジュン、チャン・グンソク、２PM
などが常連で、特に近くに住むチョン・ジヒョンは餅を買ってきて店
員たちに配ったこともあるという。

営業時間 月〜日曜日午前11:30〜午前1:00(年中無休)
お問合せ 02 512 2395
住所 トサンデロ67ギル13-12
WEB www.miel.kr
予算 飲み物￦9,000〜￦16,000、
 デザート￦9,000〜￦24,000

ミエル

パンケーキ、ワッフルなどが添えられた本格的なアメリカンブラン
チが食べられるスポットで、早朝から行列必須の人気ブランチカフ
ェ。DREAMCATCHERのメンバー・ジユがお気に入りで、代表メニ
ューのジャイアントアリゲーターはボリュームたっぷりなのが特徴
だ。焼き鮭を乗せたスーパーヘルシーフードサラダも、健康で新鮮
な材料で作られた人気メニューだ。

営業時間 火〜日曜日 午前7:00〜午前1:00
 月曜日 午前8:00〜午前1:00
お問合せ 02 3448 1070
住所  ソンルンロ152ギル 11
予算	 ジャイアントアリゲーター￦34,800、
 スーパーヘルシーフードサラダ￦22,400

バターフィンガー

ジユチャン・グンソク
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C ZONE

清潭洞のブランチカフェ。緑を多く使ったインテリアとゆった
りとした雰囲気に、健康で新鮮なメニュー構成で人気のスポ
ットだ。DREAMCATCHERのメンバー・ハンドン、CLCのエルキ
ー、gugudanのサリー、TWICEのツウィがよく訪れ、シグネチャメニ
ューのイングリッシュブレックファーストのほか、様々なスープとサラ
ダ、サンドイッチが味わえる。

オフユニット

ハンドン

イルチアートホールは演劇、コンサート、ミュージカル、ポペラなど、
公演だけなくファンミーティング、パーティー、講演、ファッションショ
ーなどのイベントが開かれる多目的文化芸術空間である。「BlockB」

「BTS」「ZE:A」など、K-POPスターのショーケースの場所としても有
名である。また、ドラマ「相続者たち」の俳優パク•シネ、チェ•ジンヒョ
クのファンミーティングとファンサイン会が開かれた。ショーケース、
ファンサイン会のスケジュールは、ホームページをチェック 。

お問合せ 02 6927 5076
住所 ソンジョンロ806
WEB ilchiarthall.com

イルチアートホール

パク•シネ チェ•ジンヒョク

営業時間 火〜日曜日午前10:00〜午後5:00
お問合せ 070 4171 9161
住所 アプクジョンロ72ギル22
予算 イングリッシュブレックファースト￦19,000
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C ZONE

清潭洞の創業18年以上の老舗定食屋。ペ・ヨンジュンの行きつけ
の店として知られていて、SUPER JUNIOR、ハイライト、D1CEなど
数多くのアイドルたちが気軽に訪れることから「アイドル食堂」と呼
ばれている。多くのアイドルが練習生時代から訪れているが、デビ
ュー前は割安な家庭料理定食だけ頼み、デビュー後はより高い焼
き魚定食を頼むという噂がある。

営業時間 月〜金曜日午前10:30〜午後10:30
 土〜日曜日午前10:30〜午後10:00
お問合せ 02 543 1252
住所 ソンジョンロ148ギル48
予算 定食￦8,000〜￦9,000

清潭ゴル

ウ・ジニョンペ・ヨンジュン

フィギュアミュージアムWはフィギュアとトイをテーマにしたテー
マ パーク。漫画のキャラクターからスクリーンのヒーローまで様々
なフィギュアを展示していて購入も可能だ。常設展示である<MY-
TOY>では世界に一つだけの限定版フィギュアから実際の映画撮
影に登場したフィギュアなどを見ることができる。ハイライトのソ
ン・ドンウンなどフィギュアが好きなスターが多いことから、スター
のアジトになりつつある。

営業時間 火〜日曜日午前11:00〜午後7:00(月曜日休館)
お問合せ 02 512 8865
住所 ソンジョンロ158ギル3
WEB www.figuremuseumw.co.kr
入場料 小人￦12,000、青少年￦13,500、大人￦15,000

フィギュア・ミュージアムW

ソン・ドンウン
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C ZONE

日本に住んでいる妻と韓国で一緒に暮らしたいという意味を込めて
「合わせる」という単語から「合」を取ってカフェの名前にした。東京
に位置するペ・ヨンジュンの韓国料理レストラン「コシレ」のシェフが
オープンしたお店で、ペ・ヨンジュンが常連である。餅が大好きなチョ
ン・ジヒョンは、新たな支店がオープンするという噂を聞くと、必ず駆
けつける芸能人の一人である。芸能人たちは主に厨房に座り、店長
とおしゃべり楽しみ、帰りの際にお土産用の餅を頼むという。

営業時間 月〜日曜日午前9:30〜午後5:00(祝日休み)
お問合せ 010 9727 8190
住所 アプクジョンロ80ギル13 地下1階
WEB www.haap.co.kr
予算 トクケーキ1個￦2,000〜

合

チョン•ジヒョン

D
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D ZONE

韓国の演技派俳優が多く所属している芸能事務所。所属芸能人に
は、映画『G.I.ジョー バック2リベンジ』、『REDリターンズ』でハリウッ
ドでも活躍中のイ・ビョンホン、ドラマ『トッケビ〜君がくれた愛しい
日々〜』、映画『ユ・ヨルの音楽アルバム』のキム・ゴウン、ドラマ『眩
しくて』、映画『ミス・ペク』のハン・ジミン、映画『人狼』、ドラマ『W-君
と僕の世界』のハン・ヒョジュがいる。

お問合せ 02 542 3724
住所 トサンデロ532 5階
WEB bhent.co.kr

BHエンターテインメント

ハン〮ヒョジュ チョン・ヘインイ〮ビョンホン ユ・ジェソク

FTISLAND、CNBLUE、N.Flyingのようなイケメンバンドのマネジ
メントに特化した芸能事務所。他にもSF9、AOAなどのボーイ・ガ
ールグループと、チョン・ヘイン、イ・ドンゴン、クァク・ドンヒョンな
どの俳優ライン、ユ・ジェソク、ノ・ホンチョル、チョン・ヒョンドンな
どのエンターテイナー軍団まで華やかなラインナップを誇る。FNC 
STOREでは、所属アーティストのMD商品が販売されている。

お問合せ 02 517 5426
住所 トサンデロ85ギル46
WEB www.fncent.com

FNCエンターテインメント

AOAN.Flying
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D ZONE

ソウル旅行で口に合わない食べ物のために悩む必要はない。SMT 
SEOULでは韓国料理はもちろん、世界各国の多彩なタパス料理を
厳選し、世界各国のソースもお好みによって選択できるよように提
供する。また、1、2階のプレイグラウンドLounge Barでは、世界中の
お酒とクラブミュージックを楽しむことができる。

営業時間 月〜日曜日午前11:00〜午前2:00
お問合せ 02 6240 9300
住所 アプクジョンロ79ギル58
予算 食事￦10,000〜￦29,000 飲み物￦6,000〜

SMT SEOUL

TVXQ! SHINeeEXOTVXQ!イ・ヨニBoA

好きなスターを感じながらトレンディーフードを味わうことができ
る、SMエンターテインメントで運営してるSMTOWN &CAFEに行っ
てみよう。ソウルで人気のあるメニューをSMスタイルでアレンジし
た特別なメニューも味わえる。SMアーティストが好きな料理を味
わいながらEXO、少女時代 、Red Velvet、NCT に会えるかも。

営業時間 月〜日曜日(カフェ午前9:00〜午後10:00
 ダイニング午前11:30〜午後10:00)
お問合せ 02 6240 7799
住所 サムソンロ648コミュニケーションセンター1階
予算 ダッチコーヒー￦7,000

SMTOWN &CAFE

74

75

K-Star ROAD



D ZONE

SMエンターテインメントの個性的なコンテンツやライフスタイルを
合せたマルチコンビニエンスストア。SMスターのグッズをハイセン
スにデザインした商品がメインで、日常生活でも便利に使えるアイ
テムだ。SMのスターが好きで、実用的でお土産としても喜ばれるア
イテムをゲットしたい方にはおすすめ。

営業時間 月〜日曜日午前10:00〜午後10:00
お問合せ 02 6240 9846
住所 サムソンロ648コミュニケーションセンターB1階
予算 EXO Album￦14,700〜￦34,800

SMTOWN &STORE 

SUPER JUNIOR NCT DREAMEXO EXO少女時代

SMエンターテインメントはH.O.T.を始めKangta、BoA、TVXQ!、SU-
PER JUNIOR、少女時代、SHINee、f(x)、EXO、Red Velvet、NCTな
どグローバルK-POPスターを輩出したアジアを代表するエンター
テインメント企業。芸能事務所としては初のKOSDAQ上場を果た
した。SMエンターテインメントのセレブセンターは所属アーティス
トやデビューを控えた練習生たちが歌、ダンス、演技、作曲、外国語
など体系的なトレーニングを受ける空間であることはもちろん練
習、録音、各種撮影などが行われる、いわば夢を育てていく空間で
ある。

お問合せ 02 6240 9800
住所 サムソンロ648
WEB smtown.com

SMエンターテインメント
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ヨーロッパ風のラグジュアリーな外観が印象的な、最高級イタリア
ンレストラン。MBCドラマ『会いたい』、SBSドラマ『星から来たあな
た』の撮影地で、「都心のプチヨーロッパ」というコンセプトに合わ
せ、建物の中に入った瞬間、エキゾチックかつロマンチックな雰囲
気が感じられる。1等級の韓牛にポートワインソース、旬の野菜が
添えられたヒレステーキが人気メニューだ。

営業時間 月〜日曜日午前11:30〜午後11:00
お問合せ 02 540 6640
住所 トサンデロ81ギル40
WEB www.instagram.com/luka511_seoul
予算 ランチコース￦59,000〜￦79,000
 ディナー￦150,000〜￦170,000

ルカ511 

キム・スヒョンユン〮ウネ ソ•ジソプ

マンダリナダックは、シンプルでベーシックなデザインで多くのスタ
ーから愛されるカジュアルバッグのブランド。SUPER JUNIORのド
ンヘとシウォンは、TOUCHバックパックラインがお気に入り、俳優
ソ・ジソプは人気のバックパックラインをすべて一つずつ購入して
いるほどのマニアだ。リュ・ジュンヨルは、2019F/Wアパレルグラビ
アのモデルで、プレミアムな感性が際立つ彼氏ルックを披露した。

営業時間 月〜日曜日午前10:00〜午後9:00
お問合せ 02 516 7070
住所 サムソンロ730
WEB mandarinaduck.co.kr
予算 カバン￦200,000〜￦700,000台

マンダリナダック 

リュ・ジュンヨル
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イ•ヨニ

1回のケアで内もものサイズが3ｃｍ痩せるとして話題になった清
潭洞のエステティック。実際、あるテレビ番組で一般の人を対象に
実験した結果、サイズが2.5ｃｍ痩せて注目された。白い肌とハリの
あるSラインボディを誇るファン・ジョンウムとSecretのソン・ジウン
が会員だ。二人はコエンザイムQ10全身ケアを集中的に受けると
いう。彼女たちみたいに完璧なボディを目指すならここをチェック！
事前予約必須。

営業時間 月〜土曜日午前11:00〜午前0:00、
 日曜日午後2:00〜午前0:00
お問合せ 02 518 8066
住所 鶴洞路97ギル38 4階
WEB www.btblvd.com
予算 フェイス￦77,000〜￦220,000
 ボディ￦132,000〜￦330,000

ビューティーブルバード

ソン・ジウン ヘンリーファン•ジョンウム

ガールグループ少女時代、俳優イ・ヨニ、パク・ソジュンとバドミン
トン選手のイ・ヨンデも行列に並ぶほどの魅力を持つかき氷専門
店。料理サバイバル番組「マスターシェフ・コリア・セレブリティ」に
出演し腕を見せたこともある、SUPER JUNIOR Mのヘンリーが、こ
このマンゴーカキ氷の味に感動したという。ラストオーダー後に訪
れた彼がマンゴーカキ氷を食べたいとねだり、それを愛おしく思っ
たオーナーがひそかにカキ氷を作ってあげたという秘話もある。人
気メニューはマンゴーカキ氷とメロンカキ氷。

営業時間 月〜日曜日午前10:00〜午後11:00
お問合せ 02 511 5512
住所 アプクジョンロ461 地下1階
予算 ビタミンティー￦7,500、かき氷￦16,000〜￦22,000

I’mＣ
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イ・ホンギ

JANBEERは、サイドメニューが美味しいことで有名な居酒屋。ここの
主力メニューは、やみつきになるフライドチキンと毎日新鮮な材料で
調理した特製ソースを添えたつぶ具そうめん。芸能プロダクションが
密集しているところにあり、芸能人と放送関係者らが軽くチキンとビ
ールを楽しみたい時に訪れる。常連客の間でも「芸能人遭遇スポッ
ト」として通じるほど。韓流1世代歌手のBoA、KangtaなどのSM所属
芸能人をはじめ、イケメンロックバンドのFT ISLANDもこの店の常連。

営業時間 月〜日曜日午後5:30〜午前7:30
お問合せ 02 540 3392
住所 トサンデロ89ギル17
予算 フライドチキン￦19,000、ビール￦4,000〜￦20,000

JANBEER 

ニックンソヒ

JYP所属芸能人に愛されているスイーツ専門のカフェ。2AM、2PM、
MISS A、WONDER GIRLSなどがよく訪れる。ハードスケジュールで
疲れた体を癒してくれる甘い手作りケーキが人気。2PMのニックン
とテギョンは、可愛らしい日本風のインテリアを満喫できる窓際の
席がお気に入り。ふわふわでしっとりしたシカゴチョコケーキも熱
狂的な人気。

営業時間 月〜日曜日午前10:00〜午後11:00
お問合せ 070 4245 2236
住所 アプクジョンロ79ギル38
WEB blog.naver.com/jiyugaoka8
予算 ケーキ1個￦9,000、飲み物￦4,500〜￦17,000

自由が丘8丁目 

BoA
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SMTOWNコエックスアーティウム(SMTOWN@coexartium)は、SM
エンターテインメントが運営する複合文化スペース。1〜6階に分か
れていて、SMに所属するスターが提案したユニークなストア、エデ
ュテインメントスペースであり、プロのスタッフによりアーティストに
なったような体験をすることができるスタジオ、他で見ることのでき
ないメニューサービスと音楽が聴けるライブラリカフェ、マルチフォ
ーマットコンテンツ運営が可能な最新技術の可変型ホールなどが
設けられている。体験スペースは100％予約制で、電話予約が必要。

営業時間 月〜日曜日午前11:00〜午後10:00
お問合せ 1670 6330
住所 ヨンドンデロ513
WEB smtownland.com

SMTOWNコエックスアーティウム

COEXは、最高の展示・コンベンション施設とCOEX Mall、ホテル、デ
パート、免税店、水族館、マルチプレックス映画館メガボックスなど
を備えた複合文化スペース。特に免税店をはじめとする様々なロ
ードショップが密集し、ワンストップショッピングが楽しめる。映画
館では映画上映はもちろん、スターを招待した特別試写会、韓流ス
ターのファンミーティング、ショーケースがよく開かれる。COEXは歌
手PSYの「江南スタイル」のミュージックビデオやドラマ「紳士の品
格」の撮影地としても有名。

営業時間 展示会：行事によって異なる
 Starfield coex mall午前10:30〜午後10:00
お問合せ 02 6000 0114
住所 ヨンドンデロ513
WEB coex.co.kr

COEX

SHINee
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スターフィールドCOEX Mallにあるピョルマダン図書館は5万冊余 
りの蔵書を備えている。人文、経済、趣味実用など分野別に多様
な図書を備えており、外国原書コーナー、有名人の書斎コーナ
ー、iPadで読むことができるEBookコーナー、特に雑誌特化コー
ナーは、海外雑誌まで6百種余りの雑誌が集められていて、一般の
図書館とは違ったピョルマダン図書館の見どころだ。著者に会うト
ークショーや詩朗読会、著名人を招いた講演会や音楽と一緒に楽
しめるブックコンサートなど多彩な文化イベントが行われている。

営業時間 月〜日曜日午前10:30〜午後10:00
お問合せ 02 6002 5300
住所 ヨンドンデロ513
WEB starfield.co.kr/coexmall/entertainment/library.do

ピョルマダン図書館

K-Star ROAD ガイドブックに紹介されたストーリー店舗

K-Star ROADをより簡単かつ便利に利用できるように、カテゴリ別に紹
介しました。各カテゴリの中には、店舗の位置が解かるように、A·B·C·D
区域を表記し、番号と商号名、ページを記載しました。

Index
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