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韓国内の新型コロナウイルス 現況 (11/9現在)

1次流行 2020年2月中旬～大邱施設での集団発生など
2次流行 同年 8月中旬～首都圏を中心に流行
3次流行 同年 11中旬～首都圏での施設などのクラスター
4次流行 2021年7月に入り、増加

1次接種

80.9％

接種完了

76.6％

ワクチン接種現況

発生現況

国民の7割以上が接種完了

区分 稼働率
保有
病床

利用可能
病床

集中治療病床
（重症患者専用治療

病床）
55.1％ 1,121 503

一般病床
（感染病専門病院

*中等症）
59.1％ 10,081 4,119

区分 死亡 重症 新規入院 確定

11/9 18 425 388 1,715

直近7日間
一日平均

17 396 470 2,205

(累積) 死亡2,998人 (累積) 確定383,407

病床現況



ウィズコロナ 「段階的な日常生活の回復」へ
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2021年11月1日（月）より、コロナウイルス感染症（COVID-19）の防疫体系が「段階的な日常生活の
回復」に転換され、私的な集まりの人数制限や店舗の営業時間の制限など、防疫に関する制限が大幅に緩和

【推進背景】
●これまでの1年10ヶ月間、韓国は4回の流行期を経験し、国境遮断と地域封鎖なしで
－3T [検査・確認(Test)-調査・追跡(Trace)-分離・治療(Treat)] の徹底実施
－「社会的距離置くシステム」の調整を通じて確定者の発生を持続的に抑制

●一方で、長期間持続した防疫措置により、国民疲労感が増加し、自営業者等の営業被害、脆弱階層の支援減少、
学生の学習損失など、社会各分野の被害が累積的に防疫対策の効果性と持続可能性が低下
しかし、
ー全世界的なワクチン需給不安定状況でも、積極的なワクチン確保と国民の高い参加により、全国民接種率70％を迅速
に達成
－重症率・致命率など接種効果がはっきりと現れていること
－ワクチン接種率の高い海外国家*も日常に転換していること *イギリス、シンガポール、ドイツ、ポルトガル、イスラエルなど多数の国

から、日常回復に対する国民の期待が高まった。

➡これに政府は長期間、多くの困難に耐えながら政府防疫政策に協力した国民と共に、新しい日常に進むことが
できる時期が到来したと、判断

中央災難安全対策本部は10月29日（金）、3段階で施行する「段階的な日常生活の回復」のロードマップを発表、11月1日
より6週間、飲食店やスーパー、文化施設など、日常生活に欠かせない施設の営業制限の緩和を中心とした、第1段階が始まる。
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➡2020年11月～5段階（1段階、1.5段階、2段階、2.5段階、3段階）細分化して対応強化

これまでの韓国内での新型コロナウイルス対応 【社会的距離を置くシステム】

➡2021年7月より、ワクチン接種状況にあわせて 段階を改変し ➡４段階で対応 していた

区分 1段階 2段階 3段階 4段階

基 準

人口10万人を超える
エリア

抑制 地域流行/人数制限 圏域流行/集まり禁止 大流行/外出禁止

人口10万人当たり1人未満
（週間平均）

人口10万人当たり1人以上
（昼間の平均が3日以上の基準
を超える）

人口10万人当たり2人以上
（昼間の平均が3日以上の基
準を超える）

人口10万人当たり4人以上
（昼間の平均が3日以上の基
準を超える）

圏域集中治療室70％以上 全国の集中治療室70％以上

*首都圏 250人未満 250人以上 500人以上 1000人以上

人口10万人未満のエリア 週間の合計患者数5人未満 週間の合計患者数5人以上 週間の合計患者数10人以上 週間の合計患者数20人以上

補助指標 ①感染再生指数（R値）、②感染経路の調査の中での比率、③防疫網内管理の比率、④検査陽性率⑤上記重症患者数、⑥重症化率

活動
について

集まり
防疫上の注意遵守

8人までの集まりが可能
（9人以上私的の集まり禁止）

4人までの集まりが可能
（5人以上私的の集まり禁止）

▪18時以降、2人までの集まり
が可能
（3人以上私的の集まり
禁止）
*18時前には、4人までの集ま
りが可能

防疫上の注意遵守 室内でのグループ活動自粛 グループでの活動を控える

外出
室内の複数の利用施設利
用時、防疫上の注意遵守

室内の複数の利用施設利用の
自粛

▪複数の利用施設 利用
最小化
▪22時以降の外出自粛

▪複数の利用施設 利用の
自粛
▪通勤以外の外出自粛

スポーツ 防疫上の注意遵守 室内の団体での運動自粛 室内の運動自粛、室外での団
体運動の自粛

団体での運動の自粛、個人の
運動のみを推奨

イベント
500人以上のイベント時は
自治体へ事前申告

100人以上のイベント禁止 50人以上のイベント禁止 イベント禁止

既存の距離置くシステムは解除し、新たに全国的な基準統合で推進する

接種完了率および病床稼働率、集中治療者数、死亡者数、確定者数
などを総合的に評価し、3回にわたって段階的に緩和を推進
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11/1~ 3回にわたって防疫措置を段階的に緩和
生活に密着した施設（多利用施設）→大規模行事→私的な集まり の順に緩和する。
11月1日から4週+2週間隔で転換推進するが(12月中旬まで）、予防接種完了率、医療体系の余力および重症患者・
死亡者発生、流行規模などが安定的な状況であるかを判断し、次回改編履行の可否を決定する。
ー最終的には 基本防疫規則のみ維持する
ー自治体では地域別流行状況、防疫対応能力などを考慮して、より強化された防疫措置を施行することができる

区 分 1次改編 2次改編 3次改編

方 向
生活に密着した施設の運営制限の

緩和
大規模なイベントを許可 私的な集まりの制限解除

転換基準
①予防接種完了率（1次70％、2次80％）②集中治療室‧入院病状の余力（>40％）

③週間重症患者・死者発生規模 ④流行規模、再生産指数など

これからの対応 【段階的緩和】 ロードマップ

危険度 施設の種類 主な方向 １次改編 ２次改編 ３次改編

危険度の高い施設

遊興施設など
接種証明・陰性確認
＊ワクチンパス

24時まで 時間制限なし

歌練習場、室内体育、
風呂場業など

接種証明・陰性確認
＊ワクチンパス

時間制限なし 運動速度、シャワー室、人員など各種制限解除
（1次）→施設内就食可能（2次）

食堂・カフェ
未接種者規模は
（4人）制限

時間制限なし

危険度の低い施設
映画館、スタディカフェ、
PCルームなどすべての施
設

防疫緩和 時間制限なし 施設内取食可能

接種者インセンティブ
人数制限、座席の制限など解除（映画館・屋外スポーツ観覧）
就食許容試験運営



韓国の電子予防接種証明書（ワクチンパス）
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トークアプリのQRチェックイン機能
ネイバーやカカオトークなどでもワクチン接種が、証明ができるように。 別にワクチ
ン接種認証アプリをオンにしなければならなかった従来に比べて、既存の店舗
や施設入場のためのQRコードにワクチン接種認証コードが一緒になり、手軽に

韓国政府疾病管理庁のCOOV
接種履歴は病気管理局でコンピュータ化して管理しているため、ユーザーは別途申請の必要なく、

COOVアプリをダウンロードして登録完了後に、電子予防接種証明書を発行することが可能

＊現在の使用は、住民登録番号を持つ大韓民国国籍者





韓国 国際観光再開に向けた取り組み
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【海外予防接種完了者入国管理体系改編】（中央災難安全対策本部）
7月1日から、海外でコロナワクチンの接種が完了して、以下の目的であれば2週間の隔離が免除
➡隔離免除書 発給（各国の韓国領事館へ申請） ※一時中断後、10月から適用
これは韓国国民と外国人の両方に適用される。 ※ただし現状では、観光目的などの一般的な目的は除外する
海外でワクチンを接種した人は、重要事業上の目的や学術·公益的目的、また葬儀出席や直系家族の訪問といった人道的目的などで入国
する際、審査を経た後、2週間の隔離を免除する。
※海外でワクチン接種を受けた韓国国民および外国人に対しても隔離免除することになる。
日本から韓国への入国の際には、2次接種を完了して2週間が経過し、PCR検査陰性が条件で入国可能となる。（日本帰国時は異なる）

≪隔離免除書 発給基準≫

海外接種完了者 ＊7.1～実行

①重要なビジネス上の目的

－対象など制限なし
②学術・公益的な目的
－対象制限なし
③人道的目的

－葬儀に出席（14日以内）
－配偶者、（本人および配偶者の）直系尊卑属の訪問
④公務国外出張の目的

－国・地方公務員全体

認証ワクチンの種類：WHO緊急承認ワクチン
7種：ファイザー、ジョンソン＆ジョンソン、モデルナ、

アストラゼネカ、コビーシールド（AZ-インドの血清研
究所製）、シノファーム、シノ・ベック

入国前後の診断テスト
-入国時、出発基準72時間内に発行されたPCR検査陰性確認書
提出
-入国直後のPCR検査、一時的な生活施設での居住地からの
結果待ち
-入国6〜7日以内に追加のPCR検査の実施



韓国 国際観光再開に向けた取り組み
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【トラベルバブル】

対象国家
・地域

・サイパン・・・6/29合意署名。条件としては、両国の国籍を持つ人やその外国人家族、自国承認のワクチン接種（ファイ
ザー、ジョンソン&ジョンソン、モデルナ、アストロゼネカ）を完了してから14日以上を経過していること。
・シンガポール・・・10/8合意署名。ワクチン接種を完了してから14日間以上が経過、シンガポール訪問時に隔離負担なく
旅行できるようになる。旅行は個人・団体、商用・観光旅行のいずれも許可する。

旅行の方針

・政府から認証を受けた旅行会社が造成し、承認された、管理型パッケージ旅行商品で、旅行会社は、事前に計画書を提出
・ツアー催行時には、防疫専担管理者を指定（参加者へのガイドライン周知、検温・呼吸器系の症状等のチェック、動線管
理、防疫状況報告 義務など）
・参加者は全員ワクチン接種完了者
・参加者は、出国前のワクチン接種を完了した「予防接種証明書」を発行してもらい、出発3日以内にコロナ検査を行い、陰
性であることを確認しなければならない
・旅行国に到着し、コロナ検査を再度受けた後、陰性が確認されると、自己隔離が免除されてすぐに旅行をすることが可能
・帰国直前再び検査を受けて陰性であれば、帰国後自己隔離（2週間）は免除される（代わりに入国直後に、入国後1週
間後、入国後2週間後の合計3回にわたりコロナ検査を受けること、また「能動監視」に入ることになる）
・「旅行」目的のみ許可されるため、管理型パッケージ旅行で指定された動線を逸脱し、他の場所に行くことは、原則として許さ
れない
※ 管理型パッケージ旅行人数は 現在までで参加規模は確定していない。

★ 1段階 ・・・ トラベルバブル
●防疫信頼国家間の隔離免除を通じた、団体観光（一般旅行目的）の国際移動再開計画
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大韓民国電子旅行許可 導入
Korea Electronic Travel Authorization

韓国へのビザなし無査証入国を認めている国家の国民を対象に出発前にあらかじめ
K-ETAホームページ（またはモバイルアプリ）にアクセスし、個人情報や日程など
の情報を入力し渡航許可を受ける。

※2021年6月現在、日本国籍の方は入国ビザの発給が必要ですのでご注意ください。
ノービザ入国が再開されたら許可申請が必要となります。

☞ 申請方法：以下へアクセスし、韓国に向かう航空機搭乗時刻の少なくとも24時間前までに申請する。
・K-ETAホームページ (http://www.k-eta.go.kr) （韓国語・英語）
・モバイルアプリ（K-ETA）(http://m.k-eta.go.kr) （韓国語・英語）
※団体観光客・・・申請代表者が一度に申請できる人数は最大30人まで可能

☞ 申請手数料：１万ウォン ※ 支払方法はクレジットカードまたはデビットカード
※渡航認証は2年間有効で数次利用可能。K-ETAをお持ちの方は入国審査時提出の入国申告

書の記入も免除されます

☞ 申請に必要な書類等：有効な旅券、電子メールアドレス、手数料、顔写真



韓国観光品質認証制（Korea Quality)
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サービス品質基準に基づく厳格な評価・認証を行うことで、観光客の皆様に安全で信頼できる施設・サービスの情報
を提供するための国の認証制度
＊年に一回見直し。各施設から申請を受付、書類審査及び２回の現場評価を経て、認証へ（韓国観光品質認証事務局）

認証分野
＊2021．9月現在

施設・サービス、消
防安全、衛生管理
など総合的に評価
された施設。

宿泊
（441 ヶ所）

宿泊業
一般宿泊業

生活宿泊業

韓屋体験業
一般

ヘリテージ

外国人観光都市民泊業
G型・・・ゲストハウス型

H型・・・ホームステイ型

ショッピング
（20 ヶ所）

外国人観光客免税販売店
（事後免税）

中大型

小型





韓国観光拠点都市 ５か所 (政府の地方観光促進政策）
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地域観光拠点都市

江原道江陵

ソウルからKTXで約1時間半。平昌オリンピックの
レガシーをはじめ世界文化遺産に登録された「端
午祭」など、伝統文化や自然環境が豊富。

地域観光拠点都市

全羅北道 全州
ビビンバ発祥の街。文化財
をはじめ、有形・無形文化
財や名所が点在し、歴史の
街として知られている。

地域観光拠点都市

全羅南道 木浦

ソウル 龍山駅から出発する
KTX湖南線の終着駅。
古くから港町として発展し、
タコやエイ等の海鮮料理が
有名。

地域観光拠点都市

慶尚北道安東
釜山から高速バスで
約2時間半。世界遺産
に指定された「安東河回
村」など、韓国の儒教文化を感じることが出来る。

国際観光都市

釜山広域市
韓国第2の都市で最大の港湾都市。
インフラが整っており、多様なお祭りや
歴史、文化を活用した内容が豊富。
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韓国観光100選
韓国を代表する観光地～

文化体育観光部と韓国観光公社
が国内の観光を活性化するため、
韓国を代表する様々な観光地を
2年ごとに100か所 選定

・様々な媒体でＰＲ
・商品造成などの素材として活用



LUXURY TRAVEL

IN KOREA
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韓国だけにある、あなただけの旅

韓国でのラグジュアリーでユニークな伝統文化体験は新たな世界への冒険心
をくすぐり、時代をさかのぼる神秘的なひとときを提供します。

ラグジュアリー観光情報 LUXURY Korea Live Fam Tour

宿泊施設、グルメ、伝統文化、現代文化、名匠、ハイエンドウェルネス

宿泊施設、グルメなど7つのカテゴリー、100以上のラグジュアリー観光
コンテンツ

ラグジュアリー観光コンテンツを高画質の動画とオンラインライブツアーで
ご覧いただけます

詳細は韓国観光公社公式サイトへ http://japanese.visitkorea.or.kr/jpn/ATR/JPN_luxuryTourIntro.jsp



ウェルネス観光

○ウェルネス観光スポット（51ヵ所）
テーマ 自治体 施設名

ヒーリング・瞑想
(12)

ソウル
ビスタウォーカーヒル・
ウェルネスクラブ

江原

ヒーリエンス・ソン村

パークロシュリゾート＆ウェルネス

ミュージアム・サン瞑想館

ロミージアンガーデン

忠清北道
坐亀山自然休養林

キプンサンソクオンダルセム(山奥の泉)

全羅南道 全南圏環境性疾患予防管理センター

慶尚北道 人文ヒーリングセンター・ヨミョン

慶尚南道 ハンファリゾート巨済ベルヴェデール・ウェルネス

済州
WEホテル・ウェルネスセンター

チダソンリゾート

自然・森林
セラピー
(15)

蔚山 国立大雲山癒しの森

江原

東海武陵健康の森

龍平リゾート発王山

ハイワンHAO

忠清南道 ファームカミレ

全羅南道

順天湾国家庭園＆順天湾湿地

正南津長興ヒノキ森ウッドランド

国立長城スプチェウォン(森林浴場)

慶尚北道

国立金泉癒しの森

国立山林治癒院

金剛松エコリウム

慶尚南道
吾道山癒しの森

ナポリ農園

済州
済州ハーブ園

西帰浦癒しの森

テーマ 自治体 施設名

韓方
(6)

ソウル

ティーテラピー

女容国韓方スパ

ソウル韓方振興センター

慶尚南道
ハヌルホス

山清東医宝鑑村

全羅北道 九耳安徳健康ヒーリング体験村

ビューティー
・スパ
(18)

ソウル

雪花秀フラッグシップストア

SPA 1899 トンインビ

オリヴァイン・スパ

釜山
スパランド・センタムシティ

ドクターアナンティ医院

大邱 リゾートスパバレー

仁川 パラダイスシティCIMER

光州 テラピースパ・ソベ

京畿

ハーブアイランド・ハーブヒーリングセンター

アクアフィールド高陽

アイランドキャッスル

江原 五色グリーンヤードホテル

忠清北道 フォレストリソム・ヘブナインヒーリングスパ

忠清南道
パラダイス・スパ道高

エデンヒルズ・ビューティー＆ヒーリングパーク

全羅北道 鎮安紅参スパ

全羅南道 太平塩田海洋ヒーリングスパ

仁川 ザ・スパ・アット・パラダイス



NANTA

伝統音楽のサムルノリを
ベースに作られた
韓国初のノンバーバルパ
フォーマンス

Sun ＆ Moon

国楽パフォーマンスと
ニューメディアアートのコ
ラボレーション。
伽倻琴、奚琴、大芩、小芩、
牙箏、杖鼓が登場する新概
念のノンバーバルパフォー
マンス

ジャンプ

テコンドー、テッキョンな
ど韓国の伝統武術と高難易
度のアクロバットを披露す
る武術パフォーマンス。
「武術の達人」一家ととん
でもない泥棒が繰り広げる
コミックストーリー

ミュージカル あなただけ

平凡な50代の夫婦が37年間
共に歩んできた人生を綴った
ミュージック・ドラマ。
ミュージカルナンバーのほか
に、K-popの名曲も披露し、
聞く楽しさも与える。

ミュージカル キム・ジョンウク探し

初恋を忘れられない女、
その彼女の初恋を探すため
に孤軍奮闘する男。2006
年の初演以来、約7000回
公演、韓国最高の初恋
ミュージカル

公演観光 ～主な常設劇場～

★NANTAなど、順次 公演再開（HPなどご確認ください）
☆外国語字幕付き公演あり

大劇場上演作品 ★定期的に公演開催



代表伝統市場20ヶ所
( ：2021年外国人観光客の集中誘客市場)

通仁市場
南大門市場
望遠市場

水原南門市場

国際市場
富平カントン市場
チャガルチ市場

西門市場

安東旧市場

旌善アリラン市場
春川浪漫市場
原州中央市場

清州六叉路総合市場
丹陽九景市場

1913松汀駅市場

西帰浦毎日オルレ市場

仁川新起市場

全州南部市場
南原公設市場

ソウル

京畿道

仁川

江原道

忠清北道

忠清南道

大田
慶尚北道

大邱

蔚山

釜山
慶尚南道

全羅北道

光州

全羅南道

済州道

舒川特化市場
公州山城市場

束草観光水産市場

伝統市場
伝統市場の魅力を

公式YouTubeにて紹介

(時期は１１月末予定)



夜間観光100選
夜間観光100選は、いまや世界各国のトレンドとなって
いるナイトライフ観光を活性化する目的で、
韓国観光公社が韓国各地域の魅力ある夜間観光
スポットやプログラムの中から100件を選定し、おすすめ
するもの。
全国自治体の推薦、および韓国モバイル通信事業者大
手のSKテレコムが提供する地図・ナビゲーションアプリ「Tm
ap」で収集した、2019年1年間の夜間時間帯における
目的地ビッグデータ約281万件をベースに、計380件を発
掘。
専門家が出席する選定委員会で、夜間観光としての魅
力、アクセス性、治安・安全、地域への貢献度などを総合
的に加味し、選定。

テーマ
・景観／施設型
・伝統／歴史
・体験／文化／イベント

ソウルスカイ(ソウル)

定林寺址
(忠清南道 扶余）

仁川開港場文化財夜行
(仁川)



観光ベンチャーによる新規観光素材

オフラインとオンラインを統合した
ハイブリッド料理観光クッキングクラス
＜オフライン＞伝統市場ツアー+ミルキット

+クッキングクラス
1回目：10時～13時 2回目：14時-17時
1回当たり4人以下で実施※その他、韓国伝
統料理+韓国焼酎の試飲 リアルタイムライブ
クッキングクラスも。システムはZOOM活用

専用ドライバーと専用車両によるプ
ライベートな移動を提供

運転・移動の心配なく、安心して
楽しむ旅行

KTX割引・・・鉄道と車両を同時

予約可能

リアルワールド
最後のコレクション

（ユニークグッドカンパニー）

韓国家庭料理のクラス
(オミ料理研究所)

プライベート移動サービス
（movv）

都市を新しく体験する
東大門の街を観光しながら、一帯を
背景にしたミッション型の野外脱出

ゲームを楽しもう！
・体験キットを受け取る
・アプリのインストール

DIY 螺鈿工芸オンラインクラス
(ミジカンパニー）

DIY螺鈿工芸キット＆クラス
＜対面式＞絵葉書、木製フレーム、
ブローチ、ミニ宝石箱制作クラス

実施時間：90-140分-難易度別
にクラス細分化。



－教育旅行計画時の各種アドバイス
－学校間の交流・姉妹校提携への協力
－教育旅行関連資料の提供
－教育旅行実施予定校説明会への協力(講師派遣など）
－教職員の教育旅行視察旅行の実施
－公演観覧(NANTAやJUMPなど）、体験プログラム(伝統楽器、

韓服、K-POPダンスなどの体験）などを無料支援（2018年基準）

韓国教育旅行への支援
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人数 等級 支援内容

1000 以上 S

支援可能範囲以内にてカスタム型支援

例）1.A+代表団到着支援サービス

2.韓流スター特別公演支援

500~999 A 支援可能範囲以内にてカスタマイズ型支援

50~499 B

1.選択支援項目の中から３つ選択
2.支援可能範囲以内にてカスタマイズ型支援
(※1か2のどちらかから選択)

10~49 C

1.選択支援項目の中から２つ選択
2.支援可能範囲以内にてカスタマイズ型支援
(※1か2のどちらかから選択)

※昨年までの支援基準と内容です。2022年については、交流再開後にお知らせの予定です。

＜対 象＞

※研修目的の訪韓団体 (公務員、学生団体、同好会、宗教団体、ファンクラブ)は支援対象外

＜ 支援基準・支援内容＞ ※1000人以上はアップグレード支援検討

ＭＩＣＥ旅行への支援

区分 共通支援基準 団体別支援基準

インセンティブ ・外国人10名以上
・2泊以上滞在

・企業、団体が経費を負担するインセンティブ目的の訪韓団体

企業会議 ・企業が主催する会議目的の訪韓団体、4時間以上の会議を開催

区分 項目 内容

選択項目

記念品
‣公社記念品
※在庫状況によりご希望に添えない場合がございま
す

歓迎行事
‣入国時(空港、港、ホテル)の歓迎行事
*歓迎バナー、花束贈呈 等

公演 ‣観覧料支援(13ヶ所) *指定の公演
観光地 ‣入場料支援(19ヶ所) *指定の観光地
体験 ‣体験料支援(15ヶ所) *指定の体験

カスタマイズ型支援

公演、観光地、体験、チームビルディングプログラム、
特別公演、カスタマイズ型CSRプログラム、晩餐会、
特別記念品 等
*事前協議が必要



감사합니다！
ありがとうございました
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公社東京支社の公式SNSでは、韓国観光の魅力や各種最新
情報を発信、オンラインイベントを開催中。
Facebook：https://www.facebook.com/kto.tokyo.jp/
Twitter：https://twitter.com/kto_tokyo
インスタグラム：https://www.instagram.com/kto.tokyo/
LINE：@kto_tokyo


