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NOW NEWS
① KBS 2 ドラマ「太陽の末裔」ロケ地情報 – 第 1 回

（出典：KBS 2TV ホームページ）

* 今後商品化のためにコンテンツ使用許可について交渉の予定。無断配布禁止

韓流スターのソン･ジュンギとソン･ヘギョが主演して初回から話題となった KBS 2TV の水木ドラマ「太
陽の末裔」が、韓国と中国で同時に放送され爆発的な人気を博している。バルカン半島の仮想災害地域
であるウルクに派兵されたユ･シジン（ソン･ジュンギ）大尉と医者カン･モヨン（ソン･ヘギョ）の愛を描いたこ
のドラマは、中国市場を狙って 100%事前制作された。キム･ウンスク作家特有の深みのあるロマンチック
なストーリー、エキゾチックな景色とアクションが描かれ、連日視聴率を記録更新している。特に第 6 話の
放送された 3 月 10 日現在、中国の視聴率は 28.5%となり、「星から来たあなた」の最高視聴率である
28.1%を超えただけでなく、中国の動画プラットフォーム IQIYI の照会件数が 4 億件を超え、中国の SNS で
ある Weibo が白熱するなど、中国ファンから大人気を博している。第二の「星から来たあなた」を夢見る「太
陽の末裔」のロケ地情報を紹介しよう。

○ ロケ地情報
放送日

主なロケ地

場面説明
1 話でユ･シジン大尉とソ･デヨン下士官が初めて出会う

1 話（2.24）、2 話（2.25）

2 話（2.25）、3 話（3.2）

盆唐・亭子のカフェ通り、タルコ 場所
ムコーヒー
2 話でクウォンカップル（ユン･ミョンジュ、ソ･デヨン）のデ
ートの場所
坡州 DMZ キャンプ･グリーブス 派兵本陣兵舎などとして放映
旌善・三炭アートマイン

今後の放映予定

旌善・徳山基渓谷

* ドラマ放映によって追加ロケ地紹介の予定

ドラマ後半で放映予定
（ドラマ放映後、ナウニュースで紹介予定）

○亭子洞のカフェ通り（タルコムコーヒー）

2 話放送場面（2016.02.25）

5 話放送場面（2016.03.09）

（出典：KBS 2TV ホームページ） * 商品化のためにコンテンツ使用許可について交渉の予定。無断配布禁止

亭子洞のカフェ通りはソウルの清潭洞のようなラグジュアリーな雰囲気の場所で、盆唐の清潭洞として「清
子洞（清潭洞+亭子洞）」とも呼ばれている。亭子洞のヌルプルン高校そばの小道から金谷洞一帯まで続く
通りで、住居と商店街、オフィステルが並ぶビルの一階にずらりと続く高級カフェには美しいテラスがあり、
まるで外国の有名な通りに行ったような錯覚に陥るくらいエキゾチックな雰囲気を醸し出している。通りの
あちこちにあるカフェとレストランではおいしい料理とステキな雰囲気が楽しめ、口コミが広がって地域の
人々はもちろん、他地域の人々や外国人もお茶を楽しみにやって来る。

盆唐・亭子洞カフェ通りの全景

⋆ Information ⋆
住所：京畿道城南市盆唐区亭子一路 234 一帯

ロケーション

地下鉄：盆唐線チョンジャ駅 4 番出口 / 新盆唐線チョンジャ駅 5 番出口
バス：2, 55-1、77-1、220、250、300、390、520、730、102、1241、1303、5500-1、9414

関連情報
http://korean.visitkorea.or.kr（盆唐・亭子洞カフェ通り）
（韓 国 観光 公 社 ホームページ）

○ 坡州 DMZ キャンプ･グリーブス

2 話 撮影場面

キャンプ･グリーブス生活館内部

DMZ 鉄条網ウォーキング

（出典：KBS 2TV ホームページ、DMZ キャンプ･グリーブスホームページ） * 商品化のためにコンテンツ使用許可について交渉
の予定。無断配布禁止

分断の象徴である非武装地帯（DMZ）の南方限界線。ここからわずか 2km 離れた場所にキャンプ･グリ
ーブス DMZ 体験館（京畿道坡州市郡内面）がある。現在ユースホステルとして運営中で、民間人出入り
統制線の中にある唯一の民間人宿泊施設である。韓国戦争後、米第 2 師団歩兵が 50 数年間駐屯し、
2004 年に撤収した後は放置されていたキャンプ･グリーブス施設を改造したもので、2013 年 12 月にオー
プンした。南北の対決を象徴した軍事基地が、平和と命、安保を体験できる歴史的な名所として生まれ変
わった。

⋆ Information ⋆
ロケーション
利用料金

プログラム

京畿道坡州市郡内面赤十字路 137（白蓮里 357-1）
プログラム別、年齢別に異なる（以下のホームページ参照）
-DMZ 生態文化教室
-チャレンジ DMZ ゴールデンベル
-平和祈願リボン結び
-DMZ 鉄条網ウォーキング
-安保現場訪問
* 30 人以上の団体のみ申込可能 / 詳細情報は下のホームページ参照

代表電話
ホームページ

033-633-2004
http://www.dmzcamp131.or.kr/

② 京畿リッカルド･ムーティアカデミー

イタリア出身の名指揮者リッカルド･ムーティの「オペラアカデミー」が世界で二番目、アジアで初めて<京畿

リッカルド･ムーティアカデミー>というタイトルで開かれることになり、参加者を募集している。
京畿道文化の殿堂（社長 ジョン･ジェフン）の企画で 5 月 22 日から 29 日まで開かれる<京畿リッカル
ド･ムーティアカデミー>は、3 月 14 日から 28 日までオペラの指揮、声楽、オペラコーチ（ピアノ伴奏）の三
つの分野で申し込みを受け付ける。
今回のアカデミーは世界トップの楽団に数えられるシカゴシンフォニーオーケストラの指揮者であり、今
世紀最高の巨匠であるリッカルド･ムーティが昨年ヨーロッパで初めて行ったオペラアカデミーに続く二番
目の企画であり、アカデミーの主催を望む多くの国を排してアジアで初めて京畿道文化の殿堂が誘致した
グローバルプロジェクトである。
アカデミー参加申し込みの資格は 18～32 歳の音楽専攻者で、各分野別の専攻修了証、申込書、履歴
書、身分証明書、15 分以上の MP4（動画）ファイルを用意して申し込むこと。受付を済ませると 4 月中に 1
次書類と動画審査、5 月のリッカルド･ムーティ訪韓後に最終審査を行い選抜する予定である。
アカデミーは、リッカルド･ムーティが京畿フィルハーモニーオーケストラと共にオペラ「椿姫（La Traviat
a）」を中心に行われる。また、アカデミー終了時点の 5 月 29 日に京畿道文化の殿堂で<アカデミーコンサ
ート>を別途開催するなど、選抜者と共に演奏する時間も持たれる。
特別にこれらの全ての練習プロセスを満 13 歳以上の一般人も聴講できるように、チケットを有料で販
売する。
今回の京畿リッカルド･ムーティアカデミーは世界に向けた大プロジェクトで、巨匠リッカルド･ムーティが
アカデミーを通じて公演を完成させている様子を一般人も共有することに大きな意味付けをしたもので、大
勢の関心の中でクラシック音楽界最大のイベントとなるだろう。

● アカデミー募集詳細
1. アカデミー申込分野：指揮、声楽、オペラコーチ（ピアノ）
2. アカデミープログラム：ヴェルディ[椿姫（Verdi La Traviata）]
3. アカデミー対象者：18-32 歳の音楽専攻者
4. 申込料金：100,000 ウォン（KRW 100,000）
5. 口座番号：農協 143-01-120877、京畿道文化の殿堂
6. 準備書類：申込書、履歴書、身分証明書の写し、15 分以上の mp4 ファイル
7. 応募方法：classic@ggac.or.kr に書類とファイル送付
8. 関連問い合わせ
- メール：rmacademy@ggac.or.kr
- 電話：031-230-3331～3

⋆ Information ⋆
アカデミー募集

期間：3.14（月）～3.28（月）
方法：メール受付（classic@ggac.or.kr） 申込書、履歴書、身分証明書の写し、演奏 mp4 ファ
イル

1 次審査

4. 11（月） 結果発表：京畿道文化の殿堂ホームページ参照

最終審査

5.22（日） リッカルド･ムーティ訪韓後に最終選抜

アカデミー実施

5.22（日）～5.29（日） 京畿道文化の殿堂（京畿水原）大劇場一帯

5.27（金） 20:00 / 芸術の殿堂コンサートホール（ソウル）
- プログラム：ヴェルディ「運命の力」序曲/ チャイコフスキー交響曲第 5 番/
京畿リッカルド･ムーティアカデミーコンサートハイライト
アカデミーコンサート
5.29（日） 17:00 / 京畿道文化の殿堂大劇場（水原）
- プログラム：ヴェルディ「椿姫（La Traviata）」主なアリア他
（チケット前売りと購入問い合わせ：1544-2344
www.ggac.or.kr）

