
· 大邱シティツアーのご利用案内 ·

•運行時間
•出発場所
•乗車券の購入
•利用料金

•割引適用

•特 典

| 9:00~17:50(月曜日、旧正月・秋夕当日は運休)
| 東大邱駅大邱シティツアー乗り場(各乗り場から搭乗可能)
| シティツアー車内にて発券(現金、カード、交通カード)
|  大人10,000ウォン、中・高校生8,000ウォン、 

子供・高齢者・お身体の不自由な方・国家有功者6,000ウォン 

※ 重度障害者(1~3級)付添人1名6,000ウォン、保護者同伴の48カ月未満の乳幼児1名無料

➊ 大邱シティツアーと大邱市中区の路地ツアーバスの両方にご参加の場合、 ご利用料金割引

|  ➊ 1回の乗車券購入で一日中乗り降り自由 

 ➋ 当日乗車券の提示で各観光スポットでの多彩な割引の利用が可能 

    (詳細についてはホームページをご確認ください。)	
➌ 大邱都市鉄道割引チケット購入可能(シティツアー車内にて購入)

•スマート観光サービスの提供 |  「대구시티투어」アプリをダウンロード	
  (車内でのフリーWi-Fi 使用可能)

➋ �20%割引 

- 鉄道または高速バスの当日乗車券をお持ちの方	
- 外国人観光客(ホテル、ゲストハウス、韓屋体験施設の宿泊券をお持ちの方)	
- 10名以上での団体乗車

•運行時間

•出発場所 

•乗換場所
•運行コース 

•利用料金
•割引適用
•注意事項

•運行/予約   | 大邱広域市観光協会 +82-53-627-8900, 8906 / 
                   www.daegucitytour.com

❶ 都心循環コース

❷ テーマコース

区  分

割 引 料 金

大邱シティツアー(都心循環、テーマ) |

当日乗車券をお持ちの方1000ウォン割引

1330は、韓国の観光案内代表電話です。
観光案内電話1330では、内・外国人観光客のための韓国旅行
に関する様々な情報を提供しています。

観光案内電話

1330

大邱慶北観光案内所(大邱国際空港) | +82-53-984-1994

大邱慶北観光案内所(東大邱駅) | +82-53-939-0080

大邱慶北観光案内所(EXCO) | +82-53-601-5237

E-WORLD観光案内所 | +82-53-621-6046

大邱広域市観光課 | +82-53-803-3891

大邱駅観光案内所 | +82-53-660-1432

東城路観光案内所 | +82-53-252-2696

薬令市観光案内所 | +82-53-661-3324

観光苦情申告センター | +82-2-735-0101

大邱観光情報センター | +82-53-627-8900

大邱観光案内 文化観光解説士

文化観光解説員が主要観光名所にて大邱の文化と
歴史についてご説明いたします。ハイレベルの文
化観光体験をご希望の方におすすめです。ぜひ文
化観光解説員と一緒に大邱観光をお楽しみください。

•�解説時間 | 10:00~17:00  
※  解説ブースごとに休日が異なります。	

必ず事前にご予約のうえ、ご利用ください。

•�予約及びお問い合わせ | �
大邱広域市観光協会 +82-53-746-6407 �
www.daegutravel.or.kr

 |  青蘿の丘駅2番出口(10:30)、東大邱駅(11:00)、大邱国際空港(11:16/寿
城嘉昌を除く)三カ所から選択して搭乗

•到着前ホテル停車�:  泛魚十字路(グランドホテル)、東城路(ノボテル)、	
近代文化通り、薬令市(エルディスリージェントホテル) 

➊     市民安全テーマパークの地下鉄安全体験	
など様々な体験が可能

➋   季節と気象状況に応じて、不老洞古墳群	
と繊維博物館のうち、どちらかを見学

➌  当日八公山コース乗車券をお持ちの場合、	
八公山ケーブルカー及び桐華寺集団施設地	
区一部の飲食店割引(ホームページ参考)

東大邱駅

方字鍮器
博物館

大邱国際空港
不老洞古墳群/

繊維博物館

桐華寺

八公山(パルゴンサン)コース(毎日運行-月曜日は運休)

Tip

東大邱駅 金 光 石 通 り
寿城池

(スソンモッ)

慕明斎
(モミョンジェ)

東大邱駅 大邱美術館 鹿洞書院/
韓日友好館

寿城嘉昌コース(水・土)

Tip 韓国、中国、日本の歴史と伝統にふ れ、	
韓国観光100選に選ばれた金光石 通りにも
立ち寄る

運行時刻表(曜日により異なります）| 10:30~18:00

大邱の代表的な観光地がエリア別に楽しめるテーマツアー。 
お好きなコースをお選びください。

 お問い合わせ | 大邱広域市観光協会 +82-53-627-8900, 8906

11:00

11:00

11:16

東大邱駅

The ARC東大邱駅

大邱国際空港

仁興村

沙門津渡船場

馬飛亭
壁画村

洛東江(ナクトンガン)コース(木・日)

洛東江川辺、江亭洑など美しい景観が楽しめ
る遊覧船体験が可能 

※  利用料金別途(大人基準)   
: �(通常料金)10,000ウォン �
→(割引料金)5,000ウォン

Tip

➊   アプ山ケーブルカー、83タワー利用料金
50%OFF

➋  美味しいグルメにショッピング、文化や公演が
楽しめる西門市場ナイトマーケットも観光可能

Tip

夜景コース

夏 18:30~22:30
冬 18:00~22:00

金 土
青蘿の丘駅/西門市場 ⇢ 金 光 石 通 り  
⇢ アプサン展望台 ⇢ 寿城池 �
⇢ 青蘿の丘駅/西門市場

プログラム  |  飴作り、りんご狩り、美術館ツアー、�
木工芸体験など   ※ 体験費別途

開催日 | 青蘿の丘駅2番出口(10:30)、東大邱駅(11:00)

青蘿の丘駅/西門市場 ⇢ 金 光 石 通 り   
⇢ 青蘿の丘 ⇢ 83タワー ⇢ 青蘿の丘駅/西門市場

 夏期(4~10月)

 冬期(11~3月)

11:0

東大邱駅

東大邱駅

大邱国際空港

宋海公園(夏期),
琵瑟山自然休養林(冬季)

道東書院

国立大邱科学館

➊  夏期(3月~11月) 宋海公園見どころ 
: 百歳橋‚ 百歳亭‚ トゥルレキル‚ 生態湿地など

➋  冬期(12月~2月) 琵瑟山(自然休養林)見どころ 
: ツツジ祭り、オルムコル祭りなど

Tip

体験テーマ 
コース

10:30~18:00

日

11:00

11:00

青蘿の丘駅、�
西門市場(出発)

10:30

青蘿の丘駅、�
西門市場(出発)

10:30

青蘿の丘駅、�
西門市場(出発)

10:30

11:16

11:16

琵 瑟 山( ピ ス ル サ ン ) コ ー ス(火·金)

大邱、どこから行く? 

大邱シティツアー
D A E G U  C I T Y  T O U R

大邱市中区の路地ツアーバス「青蘿」

|  10:30~18:00(月曜日、旧正月・秋夕当日は運休)	 	 	
夜景ツアー夏期(4~10月)18:30~22:30/冬期(11~3月)18:00~22:00

| 都市鉄道 青蘿の丘駅2番出口(10:30)
| 東大邱駅(11:00), 大邱国際空港(11:16), シティツアー乗り場

|  八公山(パルゴンサン)、琵瑟山(ピスルサン)、洛東江(ナクトンガン)、	
寿城嘉昌(スソンガチャン)、夜景、体験テーマ

| 都心循環コースと同じ
| 都心循環コースと同じ(ただし、10人以上の団体割引を除く)
|  		➊ 観光地の入場料と食費は自己負担	

➋ 事前予約制運営、満席の場合乗換不可

青蘿の丘駅、�
西門市場(出発)

10:30

※ 運行コースは毎月、季節、お祭り、イベントなど観光需要に応じて、変更され
ることが ありますので詳細については、ホームページをご参照ください。	

(www.daegucitytour.com)

•お問い合わせ | 大邱広域市観光協会 +82-53-627-8900, 8906 / www.daegucitytour.com
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慶大病院駅
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八達市場駅

西門市場駅

達城公園駅
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子供会館駅
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  Daegu 

Opera house

近代文化通り

アプ山展望台

国立大邱博物館

東城路(トンソンロ)

出発

到着

寿城池(スソンモッ）

大邱国際空港

東大邱駅

金光石通り

青蘿の丘駅 ·
西門市場

S2

S1

アンジラン ・
コプチャン通り

イーワールド(E-WORLD)
·大邱頭流(トゥリュ)公園

駅 1号線

2号線

3号線(モノレール)

駅

駅

キャンパス(Daegu SAMSUNG 
Creative Campus)、オペラハウス

現代と伝統が共存する都市、大邱。 2階建てバスにて、�
歴史、観光地、文化、食べ物など 大邱のすべてをお楽�

しみいただけるよう心を込めてご案内します。
 お問い合わせ | 大邱広域市観光協会 +82-53-627-8900, 8906

西門市場観光案内ブース +82-53-661-3288 �
達城公園観光案内ブース +82-53-521-6407
三星(サムスン)商会跡/北城路(プクソンロ)工具路
地、オートバイ路地、タオル通り/大邱芸術発電所/
北城路練炭プルゴギ(豚のプルゴギ、鍋うどんなど)

青蘿の丘駅1番出口

イーワールドは、高さ202mの83タワーを中心に、
様々な遊具施設と観覧施設を備えたヨーロッパ風の
テーマパーク。頭流公園には、文化芸術会館、野外
音楽堂などがある。

1年を通して豊富な水量を誇る寿城池一帯には、�
音楽噴水をはじめ、ベンチ、樹木、散策路、テーマ
パークなどがある。トゥルアンキルグルメ横丁に
も隣接しており、お出かけのコースとして最適だ。

朝鮮時代3大市場のひとつであった西門市場は、今も繊維関連商品
をはじめ、5千あまりの商店が立ち並び、買えないものはないと言
われるほど。韓国最大のナイトマーケットとして個性的なハンド
メイド商品、美味しい食べ物、そして文化イベントも楽しめる。

寿城ランド +82-53-762-6622          
寿城ランド/水崎林太郎の墓
寿城ホテルの駐車場の前

運行コース 1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便

①� 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00

②� 09:16 10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16

③����,� 09:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40

④�� 09:58 10:58 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58

⑤� 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04

⑥� 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11

⑦�� 10:14 11:14 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14

⑧� 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26

⑨� 10:41 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:41

⑩� 10:51 11:51 12:51 13:51 14:51 15:51 16:51

⑪� 11:09 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:09

⑫� 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26 17:26

①� 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:50

運行時間表 Schedule

05 (トンソンロ) 08 イーワールド(E-WORLD)·
大邱頭流(トゥリュ)公園

07 青蘿の丘駅·西門市場 10 アプ山展望台

KTX、高速バスなどが行き交う大邱の交通の中
心ともいえる東大邱駅。駅前よりご乗車、大邱
シティツアーバス車内にて、都心循環コースの
搭乗券を購入し、大邱観光が始まる。
※   鉄道、市外バスをご利用の方は20%割引

(当日到着分に限る)

東大邱駅観光案内所 +82-53-939-0080          
平和市場砂肝通り
東大邱駅広場バス停横

疎通と文化が調和するオープン空間。ベンチャ
ー創業ゾーン、文化ベンチャー融合ゾーン、住
民生活快適ゾーン、三星ゾーンなど4つのゾー
ンから構成されている。その横には国内初の単
独オペラ専用劇場であるオペラハウスがある。
ハイレベルの音楽と大衆性を兼ね備えた作品を
提供し、「オペラの都市」大邱の名声を確固た
るものとしている。

歌手、故金光石(キム・グァンソク)の
昔の姿と、美しい歌声と歌詞で彩ら
れた文化芸術通り。壁画を鑑賞しな
がら思い出に浸ることができる。ま
た、芸術家工房では多様な文化芸術
体験が楽しめる。

中区庁 +82-53-661-2000
金光石キル商街繁栄会 +82-53-270-1777       
三徳洞(サムドクドン)壁画路地/ 大邱百
貨店(大百プラザ)/大邱銀行 金融博物館
寿城マディ病院前

+82-1661-2626           
大邱東区空港路221
空港市外バス停留場
(2番ゲート前)

慶尚道中心部に位置し、立地的にも
機能的にも韓国全国に簡単にアクセ
スできる。大邱、慶北で国際交流の
中心の役割を担う。

1900年代宣教師らが暮らした地域を中心に作られた場所。
宣教師の住宅を過ぎ、3.1万歳運動の道と桂山聖堂、李相和·
徐相敦古宅、第一教会、薬令市、ジン路地(ジンゴルモク)を
抜けて鐘路まで全1.7kmに及ぶ100余年の歴史をたどる道。

06 近代文化通り

11 寿城池(スソンモッ）

大邱と慶尚北道の文化遺産の保存·研究·展示�
·教育の場としての文化施設。古代文化室、�
中世文化室、繊維·服飾室から構成されて�
おり、様々な人たちを対象に多彩な教育プログ
ラムを年中行っている。

+82-53-768-6051       慶北高等学校正門前
daegu.museum.go.kr
大邱広域市寿城区青湖路321/毎週月曜日休館

12 国立大邱博物館

S 大邱都市鉄道3号線

もちもちしたヤンニョムコプチャン(味付けホルモン)で全
国の美食家達を魅了した名物通り。�
全国5大食べ物テーマ通りにも選ばれて
おり、手頃な値段でおいしいヤンニョ
ムコプチャンを味わうことができることから、観光客の足
が絶えない。

カフェ通り/アプ山マットゥレギル
ルムビニ幼稚園バス停留所横

09 アンジラン・
コプチャン通り

01 東大邱駅

03 三星創造キャンパス(Daegu SAMSUNG 
Creative Campus)、オペラハウス

04 金光石通り

02 大邱国際空港

医療宣教博物館 +82-53-250-7100�
大邱中区路地ツアー +82-53-661-2194
3.1万歳運動の道/音楽喫茶店セラビ /桂山(ケサン)聖堂/李相和
(イ・サンファ)・徐相敦(ソ・サンドン)古宅/杜師忠(トゥサチュ
ン)壁画/伝統文化体験館(旧九岩(クアム)書院)

エルディスリージェントホテル前

+82-53-341-3562, +82-53-666-6000       
www.daeguoperahouse.org
大邱広域市北区湖岩路51
三星創造キャンパス南門前

大邱を代表する最も賑やかな通り。流行をリードする
ショッピングモールやデパートをはじめ、映画館、公
演ホールなどの文化空間や、ヤシ通り、ロデオ通り、
コスメ通りなど、名物通りが点在している。

東城路観光案内所 +82-53-252-2696         
ファッションジュエリー専門タウン/校洞�
(キョドン)市場グルメ横丁/校洞市場電子通り
ノボテルバス停留場横

ケーブルカーに乗ってアプ山頂上部の展望台に上ると、
大邱の市街地と遠く八公山が一望できる。特に、展望
台から見下ろす市街地の夜景はすばらしい。また、ア
プ山公園をまわるのも楽しみのひとつだ。

アプ山ケーブルカー +82-53-656-2994�
管理事務所 +82-53-625-0967           
洛東江(ナクドンガン)勝戦記念館/大徳(テドク)文
化殿堂/安逸寺(アンイルサ)

アプ山公園管理事務所の向かい

イーワールド +82-53-620-0001
頭流公園 +82-53-625-1949             
広場コアーグルメ横丁      
www.eworld.kr
イーワールド出口広場の向かい

1. 八公山、琵瑟山、洛東江コース :  青蘿の丘駅(1便目バス)、東大邱駅(3便目バス)、
大邱国際空港(3便目バス)

2.  寿城/嘉昌コース : 青蘿の丘駅(1便目バス)、東大邱駅(3便目バス) 
※ 乗換場所・待ち時間 : 青蘿の丘駅2番出口16分

都心→テーマ路線乗換案内

2015年に開通した韓国初のモノレール「大邱都市鉄道3号線」。
またひと味違った大邱の風景が楽しめる。
※  シティツアーの当日乗車券をお持ちの方は、都市鉄道

割引チケットが購入可能(シティツアー車内にて購入)

大邱都市鉄道公社 +82-53-640-2183, 2758
連絡乗り場 : �S1―寿城池駅, S2―青蘿の丘駅


