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 東
ト ン サ ン サ ン ガ

山商店街 
屋上    

3F 衣料、アクセサリー、バック、シューズ

2F 衣料、雑貨、バック、靴下、アクセサリー、毛皮類、シューズ

1F 衣料、寝具、雑貨、アクセサリー、ベビー用品、食器、シューズ、工芸品
地下 

1F キッチン用品、嫁入り道具、清掃用具

 名
ミョンプム

品プラザ    
4F カフェ、屋上、休憩スペース	 	 	

3F ヘンボカン(幸せな)ショッピング	(事後免税店)

2F オーダーメイド婦人服、レディースバック、洋服のリフォーム

1F 子ども服、タオル、婦人服、バック、帽子、下着

 乾
コ ン ヘ サ ン ム ル サ ン ガ

燥海産物商店街
乾物、ナッツ類、ビニール、使い捨て用品、精肉

 アジン商
サ ン ガ

店街 
衣料及びカバン付属品、毛糸、糸、帽子、手袋、洋服のリフォーム

 4地区    
4F 生地の卸売・小売、高級輸入衣料、洋服生地の卸売・小売、天然染め、裁断室、洋装店   

3F 衣料、天然染め、バック、ネクタイ、シューズ   

2F 寝具類、生地、オーダーメイドスーツ、カーテン、韓服、嫁入り道具、天然染め、手芸品   

1F
工芸品、韓服、下着、洋服生地、アクセサリー、時計、メガネ、シューズ、
インテリア小物、雑貨

  

地下 
1～4F 駐車場

 大邱地下鉄3号線「西門市場駅」3番出口
 「東大邱駅」を経由する市内バス

西門市場観光案内所

各種の観光案内のリーフレットなどがあり、スタッフからも
観光に役立つ情報を得ることができる。

	昼間10:00～17:00			夜間19:00～22:00	(金～日曜日)
	+82-53-661-3288	(日·英·中)

 エスカレーター

 エレベーター

 トイレ

 授乳室

 ベビーカー貸出

 ロッカー

 銀行ATM

 休憩スペース

 駐車場

156, 524, 425

156, 524, 425

大きな市場、大きな楽しみ！西
ソムンシジャン

門市場
「大きな丘」という意味の大

テ グ

邱。この広々とした地域には朝鮮時代の全国3大市場
の１つであった西門市場があり、今日では大邱で最大級の規模を誇る市場となっ
た。1～5地区(3万4,944㎡)に乾物市場、名品プラザなど約5,000店舗が集まってお
り活気に満ちている。「2017韓国観光の星」にも選ばれた西門市場にはショッピン
グを超えた楽しみが溢れている。

 1地区 
2F 各種生地、韓服、寝具類

1F 韓服、ホームファッション、寝具類

 2地区    

屋上 管理事務室、男性用・女性用休憩室、授乳室、ハヌル公園	 	 	

4F 各種生地、高級輸入衣料、オーダーメイドの洋服店、天然染め、婦人服   

3F
各種生地の卸売・小売、高級輸入衣料、洋服生地の卸売・小売、
アウトドアウェア生地

  

2F
靴下、下着、カーテン、レース、寝具類、マタニティ用品、天然染め、
アウトドアウェア、各種生地

  

1F 衣料、韓服、アクセサリー、バック、シューズ、各種生地、カフェ   
地下 

1F 衣料ファッションタウン、グルメタウン、洋服のリフォームタウン   
地下 

2～3F 駐車場、自動料金精算機

 5地区 

2F 衣料卸売

1F 各種食器、衣料、各種工芸品、甕器、果物
地下 

1F 駐車場

   西門駐車ビル 

1階に宅配センター、休憩スペース、
プレイルームなどを備えた顧客支援
センターがある。

西
ソ ム ン ハ ノ ク

門韓屋ゲストハウス
3階建てで1階はカフェ、2～3階には客室が全７室、約
30名収容できる。(朝食サービス提供、韓屋庭園でのナ
イトパーティー参加可能)

	大邱広域市中区クン場路24キル26
	+82-53-424-5800	(英)
	www.dmg.or.kr	(日·英·中)
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651

昼も夜も楽しみ満載！

Market Guide

西門市場
西門市場 西門市場駅

新南駅2号線

3号
線

1号
線

半月堂駅

中央路駅

大邱駅達城公園駅

達城公園
慶尚監営公園

校洞貴金属通り

東山青蘿の丘 

華僑小学校

1

1

3

3
2

2

西門市場近隣を歩いて巡る大邱ウォーキングコース

西門市場商店街連合会 	大邱広域市中区クン場路26キル45		 	+82-53-256-6341
西門市場の夜市	 	www.nightseomun.com

1  慶
キョンサンガミョン

尚監営-達
タルソンギル

城道 (3.25km	/	所要時間：約2時間30分)
根の深い木のように歴史ある都市、大邱の過去の姿が気になるなら
このコースがおすすめ。大邱の昔の地名「タルクボル」の起源や朝
鮮時代の行政中心都市としての様子、近代の商業発展の姿などが分
かるタイムトラベルのようなコース。

 コース  慶尚監営公園	➡	大邱近代歴史館	➡	香村洞・香村文化館	➡	北城路	➡	鍾路小学校(崔済愚の木)	
➡	達西門跡	➡	李相和生家	➡	三星商会跡	➡	達城公園

2  近
クンデムンファゴルモク

代文化通り (1.64km	/	所要時間：約2時間)
路地ごとに残っている躍動的な大邱近代文化をテーマにした通り。
独立への願望が込められた万歳の声が聞こえてくる3.1万歳運動路か
らゴシック様式で建てられた近代の産物の桂山聖堂、400年の歴史
を誇る薬令市から韓国人の情熱と知恵が感じられる。

 コース  東山青蘿の丘	➡	3.1万歳運動路	➡	桂山聖堂	➡	李相和・徐相敦故宅	➡	桑の木通り	➡	薬令市	
➡	韓医薬博物館	➡	嶺南大路	➡	鍾路	➡	チン路地	➡	華僑小学校

3  ファッション韓
ハンバンギル

方道  (2.65km	/	所要時間：約2時間)
昔から韓方市場が繁盛し、繊維・貴金属産業が発展した大邱に会え
るコース。貴金属アクセサリーの製造・販売が一棟の建物で行われ
るジュエリータウン、韓国最大級の薬令市があった薬廛通り、大邱
最大級の繁華街である東城路で賑やかな大邱に出会える。

 コース  校洞貴金属通り	➡	ジュエリータウン	➡	東城路	➡	南城路・薬廛通り(薬令市)	➡	西門市場

 大邱シティツアー � 夜景コース
シティツアーバスに乗って永く愛されてきた大邱の名
所のうちロマンチックな夜景が楽しめる地域を巡る特
別なコース。	

	夏期(4～10月)			新南駅	➡	金光石ダシグリギキル	➡	アプサン展望台	➡	寿城池	➡	新南駅

	冬期(11～3月)	 	新南駅	➡	金光石ダシグリギキル	➡	E-WORLD	83タワー	➡	青蘿の丘	➡	新南駅
	乗り場：新南駅2番出口のシティツアーバス乗り場

	金曜・土曜(18:00)

	大邱市観光協会	+82-53-627-8900

	www.daegucitytour.com			



1地区

4地区

2地区

5地区

何でもある生活雑貨店がずらり！

各種生地と韓服をはじめ、水着、アウ
トドアウェアなどの機能性衣料、帽
子、傘、バックなど雑貨類まで一堂に
集まっている。また、多彩な寝具類、
インテリア小物、工芸品などが揃った
総合ショッピングモール。

生地から伝統・
現代の韓服が一堂に勢揃い！

韓国繊維産業の中心である大邱最大級
の市場に相応しく、各種生地から衣料
とその付属品、韓服などを販売してい
る商店街。

色とりどりの食器と
リーズナブルな価格の洋服！

嫁入り道具の食器から実用性の高い家
庭用・業務用食器まであらゆる食器が
揃っている。また、リーズナブルな卸
売価格の衣料も購入できる。

様々な衣料・付属品・
アクセサリーのお店でいっぱい！

5階建ての大型ファッション商店街
で、洋服のリフォーム専門店もあり買
い物の満足感がアップ！フードコート
では多彩なグルメも楽しめる。

西門市場の 西門市場の 
夜市夜市

訪れる度に新しい魅力が発見できる韓国最大級の夜市
韓国最大級の夜市。ユニークな感覚の手作り製品などを購入でき、色ん
なグルメを味わえることから「グルメ天国」とも呼ばれる。楽しいカ
ルチャーイベントや体験型イベントにも参加できる魅力的な夜市。

グルメ天国
西門市場の夜市は「グルメ天国」とも呼ばれる。木の
葉餃子、ギアラ焼き、味付け練り天など大邱の名物グ
ルメをはじめ、バーベキューリブ、パッタイ、香港風
ジャーキーなどの異国の食べ物やチーズ粗挽きカルビ
ステーキ、クリームトッポッキなどもある。

先端芸術
素敵な現代芸術が活気溢れる市場と組み合わさって新しい
芸術を披露する。建物の外壁に映像を投射するメディア	
ファサードや夜市の店頭を照らす素敵なメディアアートが
楽しめる。

楽しい公演
ブレイクダンス、路上ライブなどの公演が楽しめる。食
べ歩きをしながら自由に見物して特別な経験ができ
る。バーチャルリアリティ体験、即興体験イベン
ト、フォトゾーンなどもおすすめ。

SEOMUN

西門市場の必食グルメ
市場といえば食べ歩き。多くの韓流スターも	
西門市場を訪れて大邱の食べ物を楽しむほど人気が高い。

3

2
4 5 3   グ

モ ク チ ャ ゴ ル モ ク

ルメ通り
おやつではなくちゃんと食事したいなら名品プラザ
の方にあるグルメ通りがおすすめ。おいしいおかず
と焼き魚、辛味カルビの蒸し物、寄せ鍋、チゲなど
色んなメニューが楽しめる。

5  軽
プンシッゴルモク

食通り
西門市場では色んなストリートフード
がある。トッポッキやスンデ(腸詰)、天
ぷら、練り天、キンパプなどの定番メ
ニューから種入りホットク、粗挽きカ
ルビの串焼き、三角餃子など名物	
おやつがいっぱい。

4   麦
ボ リ バ プ ゴ ル モ ク

ご飯通り
西門市場の駐車ビルの後方にはゴマ油と
コチュジャンの香りが漂う麦ご飯通りが
ある。麦ご飯に新鮮なナムルとゴマ油を
入れてコチュジャンで混ぜて食べるとお
いしい。

事後免税店 (Tax	Refund	Shop) 
ヘンボカン(幸せな)ショッピング
西門市場の事後免税店「ヘンボカン	
ショッピング」では、外国人観光客に
税金をその場で払い戻すサービスを	
行っている。韓国人もメンバーシップ
に登録すると割引特典がもらえる。
	09:00~19:00

可愛い洋服や付属品もゲットし、 
洋服のリフォームまで！

様々な衣料や付属品で有名な商店街。その下
にあるリフォーム通りには洋服のリフォーム
専門店とボタン・ビーズなど付属品を販売す
る小売店が集まっている。

新しく出来た食堂街で、
カフェで食後のコーヒー

を飲みながら一休み
できる場所

手ごろなお値段で
満足できるおやつが

いっぱい

おしゃれな雰囲気のショッピン
グモールに免税店まで！ 
最上級のデザインと品質のブランド
衣料をはじめブランド化粧品、韓流
スターグッズ、メガネ、帽子、アク
セサリーなどが揃っている。

おしゃれな洋服、カバンなどをはじめ
可愛いキッチン用品まで！ 
婦人服、紳士服、子ども服などの衣料をはじめ、
シューズ、カバンなど、豊富な品揃えのファッ	
ションタウン。最新のファッショントレンドが
分かり、自分のスタイルを完成できる場所。
地下にはキッチン用品売り場もある。

高品質の乾物を 
手頃な価格で！
海苔、ワカメ、昆布、イリ
コ、スルメ、干しスケトウ
ダラなどの乾物が揃ってい
る。深いコクを出す高品質
の乾物を手ごろな価格で購
入できる。

西門市場ショッピングの特別な楽しみ
長い歴史を持つ西門市場では韓国の伝統と最新トレンドが感じられる	
様々な商品を購入する楽しみがある。

辛味カルビの蒸し物と
香ばしいチョングッチャンを
一緒に食べるとご飯が進む！

魅力満載！

 東山商店街

 名品プラザ

 乾燥海産物商店街 

 アジン商店街

1  グルメタウン
(フードコート)
西門市場2地区にある地下グル
メタウンでは韓食、洋食、軽
食、中華料理、日本料理など
様々なグルメが足を引き止め
るが、中でも手作りトンカ
ツ、すし、カルジェビ、海鮮
鍋などが有名。カフェもたくさん
ありデザートまで楽しめる。

コシの強いカルジェビと
温かくてコクのある

スープが絶妙！

新鮮なナムルと
麦ご飯を食べて
体をヘルシーに！

2   カルグクス通
ゴルモク

り
西門市場1地区と4地区の間にはカルグ
クスの露店が並んでいる。長い木製椅
子に座ると5分も経たないうちにカル
グクス(きしめん)とスジェビ(すいとん)
が半分ずつ入ったカルジェビが出てく
る。好みに合わせてタレを入れて食べ
ると絶品。

営業時間
3～11月	平日・日曜(午後7時～11時30分)	金曜・土曜(午後7時～12時)

12～2月	平日・日曜(午後7時～10時30分)	金曜・土曜(午後7時～11時)

1楽しい！ 美味しい！


