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本冊子の内容は変更することもあり、誤字、間違った情報等がありましたらご連絡下さい。

大邱広域市 女性青少年家族課 外国人支援  ☎ 053-803-6792
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大韓民国の紹介
■国名	 大韓民国(Republic of Korea)、略して「韓国(Korea)」という。
■位置・面積	 アジア大陸北東側韓半島に位置し、南韓面積は100,148㎢である。
■人口	 50,423,955人(2014.1月基準)
■気候	 春(3～5)、夏(6～8)、秋(9～11)、冬(12～2)
■政治体制	 民主共和国、大統領制
■行政区域	 17の広域自治団体(1特別市、6広域市、8道、1特別自治道、1特別自治市)
■為替レート	 貨幣単位はウォン((Won、￦)である。
	 2014年4月基準1ドル(1,053ウォン)、1ユーロ(1,443ウォン)、100円(1,020ウォン)
■宗教	 • シャーマニズム：巫俗信仰として古代から受け継がれてきた。
	 • 仏教： AD 372年に韓国に伝播し、山中に位置してることが多い。
	 • 儒教：朝鮮時代の理念として今でも韓国人の暮らしに影響を与えている。
	 • 	カトリックとプロテスタント : 18世紀末に伝播し都市内でよく見かける。
■言語	 ハングル(1443年世宗大王が国民の生活便宜のため作った)
	 • 子音14字 : ㄱ、ㄴ、ㄷ、ㄹ、ㅁ、ㅂ、ㅅ、ㅇ、ㅈ、ㅊ、ㅋ、ㅌ、ㅍ、ㅎ 
	 • 母音10字 : ㅏ、ㅑ、ㅓ、ㅕ、ㅗ、ㅛ、ㅜ、ㅠ、ㅡ、ㅣ
■国旗(太極旗)及び国花

太極旗の中の太極の文様は陰(青)と陽(赤)
の調和を象徴し、四つの角の四卦は、陰と
陽が互いに変化し発展する姿を陰陽の調和
を通じて具体的に現したものである。その
うち 乾卦は空を、坤卦は大地を、坎卦は
水を、離卦は火をそれぞれ象徴している。

「ムクゲ」は韓国を象徴する花で「咲いては散るこ
とを永遠に繰り返す決して散ることのない花」とい
う意味である。英文名はRose of Sharonで、神の恵
みを受けた大地でバラの花のように美しく咲いた花
を意味する。

韓国に似た姿

乾

離

坎

坤
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江原道 楊口郡
人口湿地

江原道 寧越 ベラルシア 忠淸北道 沃川郡
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大邱の山

八公山(パルゴン · サン)

八公山は仏教文化の中心地であり、大韓仏教の曹溪宗･第9教区本寺の桐華寺を初めとする数
多くの寺院が散在しています。秋には全国で最も美しい紅葉通りが16.3kmに渡る循環道路
に沿って目の前に広がり壮観を呈する。冬は雪景と雪花が美しく、ガッ･バユィ(岩)では一
つ願い事をすればかなうといわれています。
 

琵瑟山(ビスル · サン)

琵瑟山は、山の頂上の岩の形が神仙がまるで琴を奏でるようだとし「琵瑟」と名づけられ
た。琵瑟山の主峰の大見峰(1,084m)･照華峰の稜線に沿ってツツジが群落を作っており、毎
年4月末と5月初旬になるとツツジのピンク色が美しく琵瑟山頂上を彩ります。

アップ山		

アップ山公園は、都心から近く公園内には8つの谷と20の湧き水とハイキングコースがある。
朝鮮戦争当時 洛東江戦闘の勝利を記念するための洛東江勝戦記念館と護国の霊を弔うための
忠魂塔及び青少年修練院、弓道場、乗馬場、南部図書館を初めとする体力鍛錬所がある。

大邱の紹介
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琵瑟山･春 琵瑟山･夏 琵瑟山･秋 琵瑟山･冬

八公山ガッ･バユィ(岩) 符仁寺 不老洞 古墳群

アップ山の春‐ヒトツバタゴ アップ山の秋 洛東江勝戦記念館

大邱の紹介
大邱は人口250万の都市で嶺南大陸の中心都市です。 八公山
(パルゴンサン)と琵瑟山(ビスルサン)が都市の周りにあり、 
洛東江が囲むように流れる暮らしやすい地域です。2003年
世界夏季ユニバーシアード大会と2011年 大邱世界陸上選手
権大会、2013世界エネルギー総会そして2014 大邱国際マラ
ソン大会を成功裏に開催し、世界の中の国際都市として力
強く躍動しています。

■面積・人口
883.68㎢ / 2,501,588人(2014. 1. 1)

■大邱の外国人住民
34,976人

■行政区域
中区、東区、西区、南区、北区、
寿城区、達西区、達城郡

大邱の象徴
(単位：㎢)

達城郡
420.60

達城郡

達西区
62.34

寿城区
76.46

東区
182.22

仁川
京畿道

忠清北道 庆尚北道

庆尚南道

全羅南道

全羅北道

大田

釜山
蔚山

済州道

独島

大邱

鬱陵島

光州

ソウル

忠清南道

江原道

北区
94.08

西区
17.48 中区

7.06

南区
17.44

市鳥 I ワシ 市木 I モミ 市花 I 木蓮 大邱のキャラクター 大邱のスローガン
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大邱10珍味
	 	大邱を代表する料理であり、より詳細な情報はホームページ(http://www.daegufood.
go.kr/kor 英語、中国語、日本語可能)をご参照下さい。 

タログッパプ(牛骨汁)

ムンティギ (生肉)

ノンメギメウンタン(鯰鍋)

ヌルンクッス(麺）

焼うどん

ソマッチャン焼(ホルモン焼)

蒸かルビー

フグ

ムチムフェ(刺身和え)

ナッザクマンドゥ(餃子)
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八公山

琵瑟山

江亭高霊洑

新川

寿城池

達城土城

大邱の12景

慶尙監營

頭流公園

国債報償運動記念公園

東城路

西門市場

大邱スタジアム
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達城湿地 啓明大･韓学村 大邱私立美術館 嶺南第一関門

梨谷噴水公園 頭流公園 大邱樹木園 大邱83タワー

達西区

臥龍大橋 龍淵寺･桜花道 琵瑟山ツツジ群落地 琵瑟山･岩塊流

スパベリー ハブヒルズ 鹿洞書院 馬飛亭(壁画村) 

沙門津船着場 道東書院 六臣祠 ディアク

達城郡

寿城池噴水ショー 大邱スタジアム 大邱私立美術館 嶺南第一関門

寿城区
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写真で見る大邱

国債報償運動記念公園

鷄山聖堂

東城路

宣教師住宅地

西門市場

李相和古宅

防川市場

大邱郷校

中区

八公山循環道 桐華寺 蝶生態園

北地蔵寺の登り道 慶州崔氏村の古宅 申崇謙将軍の遺跡地 峨洋鉄道路

東区

ゴサンゴル恐竜化石発見地 三角地十字路 アップ山展望台 アップ山展望台から眺めた夜景

南区

臥龍山ツツジ群落地 雲岩池公園

西区
錦湖JC

北区

ガッバウィ鳳舞公園
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大邱世界人祭り
¤  日程 : 2014. 9. 28(日)
¤  場所：中区 国債補償公園
¤  内容：世界各国の文化公演及び体験ブース
¤  電話 : 053-803-6791

カラフル大邱フェスティバル
¤ 	日程 : 2014. 10. 11(金) ~ 10. 13(日)
¤ 場所：中区 東城路
¤ 内容：ミュージカル、オペラ、国楽公演等
¤ 電話: 053-803-3733

			

八公山 · サンジュン伝統市場
¤  日程 : 2014. 10月中
¤ 場所：東区シネ80自動車劇場
¤ 内容： 	仏教用品、精進料理、仏教文化体験イ

ベント等
¤ 電話 : 053-986-9575

大邱華僑中国文化祭り
¤  日程 : 2014. 10月中
¤  場所：中区 華僑小学校及び華僑通り
¤  内容：中華伝統公演、伝統文化体験等
¤  電話 : 053-255-0561

大邱国際オペラ祭り
¤  日程 : 2014. 10月中 
¤  場所：北区オペラハウス等
¤  内容：オペラ公演
¤  電話 : 053-666-6111

12

大邱の祭り
祭りの日程は事情により変更することもあります。

慶尙監營公園
¤ 日程： 	2014. 5. 3(土) ~ 10月末

(7. 8月除く) 毎週土曜 14:00 ~ 16:00
¤ 場所：中区 慶尙監營公園
¤ 内容：朝鮮時代の伝統風俗を再現
¤ 電話：053-803-3884

大邱フード観光博覧会
¤ 日程：2014. 6. 12(木) ~ 6. 15(日)
¤ 場所 : 北区 EXCO 
¤ 内容：テーマ毎に飲食展示、フード競技大会等
¤ 電話 : 053-601-5036
¤ ホームページ http://www.colorfulfood.co.kr

大邱国際ミュージカルフェスティバル
¤ 日程 : 2014. 6. 27(金) ~ 7. 14(月)
¤ 場所：大邱所在の公演場
¤ 内容：公式招待及び創作支援作の公演
¤ 電話 : 053-622-1945
	

大邱ホラー公演芸術祭
¤ 日程 : 2014. 7月
¤ 場所：達西区 頭流公園野外音楽堂
¤ 内容： 	ホラーテーマ公演、ホラートラッキング、 幽霊の館等

 大邱国際ボディーペインティング
フェスティバル
¤ 日程 : 2014. 8. 30(土) ~ 8. 31(日)
¤ 場所： 達西区 頭流公園 野外音楽堂
¤ 内容：ボディーペインティングアワード、

体験プログラム等
¤ 電話 : 053-803-3881



外国人住民のための 大邱生活案内

定期、テーマコース
¤ 時間 : 10:00 ~ 16:00

¤ 場所：半月堂ヒョンダイ百貨店前

¤ 料金 : �•一般 5,000ウォン, 中・高校生 4,000원, 子供･敬老･障害者 3,000ウォン	
•無料利用対象者 : 48ヶ月未満、観光地入場料及び食事は本人負担 

¤ ご利用方法 : 予約 053-627-8900, www.daegucitytour.com
¤ 路線

¤ 参考事項 : 	大邱を代表する観光地をガイドの案内と共に観光でき、団体チームのための
「私たちだけのシティーツアー」を1日1台(45人乗り)運営、出発場所、コー
ス、時間選択可能

大邱の紹介

15

八公山

伝統文化

歴史探訪

科学環境
1コース

科学環境
2コース

テーマコース

毎日
(月曜日除く)

半月堂(09:30) ⇒ 東大邱駅(10:00) ⇒ 不老洞古墳群 ⇒ 方字鍮器博物館 
⇒ 桐華寺 ⇒ 市民安全テーマパーク ⇒ 東大邱駅 ⇒ 半月堂 (17:00)

半月堂 (10:00) ⇒ 鹿洞書院·達城韓日友好館 ⇒ 金光石の道 ⇒ オッゴ
ル村 ⇒ 医療宣教博物館 ⇒ 半月堂 (16:00)

半月堂 (10:00) ⇒ 国立大邱博物館 ⇒ インフン村 ⇒ 大邱近代歴史館
⇒ 薬令市漢方薬博物館⇒ 半月堂 (16:00)

半月堂(10:00) ⇒ 大邱樹木園 ⇒ 大邱環境資源事業所 ⇒ 汶山浄水場 ⇒ 
江亭高靈洑 ⇒ 半月堂 (16:00) 

半月堂(10:00) ⇒ 大邱科学館 ⇒ 樹木園 ⇒ 江亭高靈洑 &ディアク ⇒ 
半月堂 (16:00)

季節及び祭り等体験中心のコースを運営

月･木

火･金

水

土

土･日

コース名 運行曜日 運行コース

大邱観光シティーツアー

都心循環(2階建てバス)コース
¤ 運行時間 : 09:30 ~ 17:20(月曜日, 正月･ 秋夕祝日当日運休) 

¤ 運行路線

	

¤ 料金 : 一般 5,000ウォン, 中高生4,000ウォン, 小学生･敬老･障害者 3,000ウォン
				•  割引(20%) : 		当日の鉄道及び高速バス乗車券をお持ちの搭乗客, 10人以上の団体、

外国人観光客(ホテル宿泊券所持者) 

¤ お問合せ : 053-603-1800, http://www.daegucitytour.or.kr

¤ 参考事項 : 文化観光ガイド(解説士)の予約 (053-746-6407)を推奨 
				•  30人以上の団体客はお好きな場所で行きたい観光地を選択することが可能	

 (053-603-1154, 料金は団体料金適用)
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東大邱駅

国債報償運動記念公園

2.28記念中央公園、東城路

薬令市

近代文化通り(医療宣教博物館)

頭流公園(イワールド)

西区役所

西門市場

達城公園、サムスン商会跡

大邱市民会館、中央路

鳳山文化通り

新川、金光石通り

泛魚駅、グランド免税店 

東大邱駅

11:00

11:13

11:15

11:19

11:21

11:33

11:39

11:44

11:47

11:52

11:57

12:00

12:05

12:20

14:30

14:43

14:45

14:49

14:51

15:03

15:09

15:14

15:17

15:22

15:27

15:30

15:35

15:50

コース 5回4回3回2回1回
09:30 

09:43

09:45

09:49

09:51

10:03

10:09

10:14

10:17

10:22

10:27

10:30

10:35

10:50

13:00

13:13

13:15

13:19

13:21

13:33

13:39

13:44

13:47

13:52

13:57

14:00

14:05

14:20

16:00

16:13

16:15

16:19

16:21

16:33

16:39

16:44

16:47

16:52

16:57

17:00

17:05

17:20
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大邱体験
通訳にお困りの祭は053 + 1330をご利用下さい。 

路地裏ツアー
¤ 大邱近現代史がみられる路地裏散策
¤ 出発 : 	毎週土曜、夜景ツアー第3週金曜日 

19:00 ~ 21:00
¤ 参加人数 : 20名 (最小人数5人)
¤ ☎ 053-661-2191~5
¤ 路地裏散策アプリ(英語、中国語、日本語)

ファッションビューティー体験
¤ 大邱でしか経験できないファッションモデルの体験可能
¤  テーマに合わせて選択(ウェディングドレス、伝統韓

服、イブニングドレス)
¤ ☎ 053-428-4002, tour@excotour.com 

桐華寺テンプルステイ
¤ 礼仏、茶道、瞑想等を通じて自身の姿を振り返る体験
¤ コース:一日体験型、1泊2日、2泊三日、3泊4日
¤ http://www.dhtemple.org 
¤ ☎ 053-982-0223 

禅体験館
¤ 桐華寺に位置し無料で座禅体験、印版体験、茶道体験可能
¤ 位置 : 桐華寺･統一藥師如来大佛の地下
¤ 時間 : 	午前10時30分 ~ 午後5時(平日), (月曜日休館)	

午前10時30分 ~ 午後6時(週末, 祝日)
¤ ☎ 053-985-4404

大邱射撃場
¤ クレー射撃、空気銃、戦闘体験、スクリーン射撃場等
¤ 時間 : 09:00 ~ 18:00
¤ http://www.daegushooting.or.kr
¤ ☎ 053-312-0000

大邱の紹介
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大邱観光スタンプ·トレイル
¤ 	大邱観光スタンプ･トレイル : 大邱観光地を回りなが

ら記念スタンプを別途のスタンプ冊子(一冊当たり
1,000ウォン)に押して訪問を確認･記念するために作
った観光プログラムである。 

¤ 運営期間 : 2014. 4. 1 ~ 2014. 10. 31(7ヶ月間) 

¤ 特典 : 大邱観光名誉広報委員に委嘱

¤ 購入先 : 大邱観光情報センター(053-627-8986)
東城路観光案内所 (053-252-2696)
東大邱駅 観光案内所 (053-939-0080)
大邱駅 観光案内所 (053-660-1432) 
大邱空港 観光案内センター
(053-984-1994)等 
→ 観光案内冊子がもらえます。

大邱観光フェイスブック https://www.facebook.com/DaeguTravel
大邱観光ブログ http://blog.naver.com/daeguvisit
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市民安全テーマパーク
¤  生活安全体験
     (地下鉄、山岳、地震、救急措置等)
¤ 時間･休館 : 	09:00~18:00･毎週月曜, 1.1, 
                         旧正月·秋夕  
¤ 1館は事前予約、2館は現場での申込み 
¤ http://safe119.daegu.go.kr
¤ ☎ 053-980-7777

啓明漢学村
¤  啓明大学(達西区)で世界の人々に韓国文化を広

く紹介するため昔の家をそのまま再現
¤ 時間 : 08:00 ~ 17:00
¤ ☎ 053-580-6984

生態冒険体験
¤  地面を踏まず木の間を行き交いながら森を体

験するレポーツ
¤  平日 : 09:30 ~ 19:00, 주말 : 09:30 ~ 20:00 
¤  位置 : 達城郡 嘉昌面 嘉昌路1005ハブヒルズ
¤  http://www.ecoadventure.co.kr
¤  ☎ 053-767-6300

道東書院
¤  韓国5大書院のうち一つであり、土塀はその模

様が優れてることから韓国の宝物として指定さ
れている。400年経ったイチョウの木も見物。

¤ 時間 : 10:00 ~ 18:00
¤ ☎ 053-617-7620

ジャンゴサロン(自転車サロン)
¤  貧しい隣人に「希望の自転車」を贈るために

コーヒーを売るカフェ。オーダーメイド型自
転車製作

¤  位置 : 中区 北城路 103－1
(大邱駅から5分距離)

¤  ☎ 010-5113-7496
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漢医薬博物館
¤  漢方医学が経験できる漢方文化空間
¤  時間 : 10:00~18:00 (月曜日休館)
¤  http://herb.daegu.go.kr 
¤  ☎ 053-253-3359

	

警察歴史体験
¤  留置所体験、警察制服体験館、サイカー体験、科学

捜査体験館等
¤ 時間 : 10:00 ~ 17:00 (月曜日,祝日休館) 
¤ 中部警察署(地下鉄1号線･中央路駅4番出口から5分)
¤ ☎ 053-420-1820(平日), 053-420-1297(週末)

鳩岩ファームステイ
¤  村体験型の村。季節ごとに農産物を収穫する体

験ができ、伝統料理作り、トラクター乗り等多
彩な体験が可能。   

¤  http://www.gooam.com
¤  ☎ 053-984-5273  

	

大邱郷校
¤  朝鮮時代に儒教を習った教育機関
¤  http://www.daeguhyanggyo.org 
¤  ☎ 053-422-8700  

方字鍮器博物館
¤  全国唯一の方字鍮器(真鋳の器)をテーマとする専

門博物館
¤  http://artcenter.daegu.go.kr/bangjja
¤  時間/休館 : 	09:00~18:00 / 毎週月曜日, 1.1, 旧正

月·秋夕   
¤  ☎ 053-606-6171
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•	寿城区 達句伐大路 
2398 (泛魚洞)
	• 	053-742-3030	

マヤ(インド･ネパール) 

•		中区 鍾路 38－1
(鍾路2街) 	
• 	053-254-5543 

慶味飯店(中華) 

•	中区 東城路3道58－
20(三徳洞1街)
• 	053-426-0384 

Thursday Party(アメリカン)

•	中区 東城路3道15
• 	070-4106-2882

lazy diner(アメリカン)

•	西区 西大邱路306
(飛山洞)
• 	053-355-7973		

ベトナムレストラン
•	達城区 城西工団路 11

道81 (狐林洞) 
• 	053-588-2111 

蜀香苑(中華)

•			寿城区 国債補償路914
(泛魚洞)
• 	053-751-4191 	

仁和飯店(中華)

•		北区 大学路81(山格洞) 
• 	053-956-9940 

インド放浪記(インド)

•	寿城区 達句伐大路480
道 52階(泛魚1洞) 
• 	053-741-4624 	

スウィートインディア(インド等)

•	寿城区 舞鶴路29－1
(上洞)
• 	053-782-9063	

ナポリ(イタリアン)

•			中区 東城路 2道31
(三徳洞1街) 
• 	053-426-5660	

ギョンド(日本)

•	中区 鍾路39(鍾路2街) 
• 	053-255-5777

永生徳(中華)

•		中区 中央大路81道80
(寿洞) 
• 	053-256-7790

天安城(中華)

•	中区 明倫路 168
(大鳳洞) 
• 	053-424-1168	

万里長城(中華)

英語圏住民がよく訪れるお店

20

外国人調理師が料理するお店
韓国食のグローバル化のための公式ポータル
¤  http://www.hansik.org/intro.html

(英語、中国語、日本語、フランス語、スペイン語)

•	寿城区 東大邱路62
(池山洞) 
• 	053-766-0117 

グラシアス(ブラジル)	

•	中区 東城路 2道4－
15(鳳山洞) 	
• 	053-424-9191

東京ダイニング(日本)

•	寿城区 舞鶴路35(上洞) 
• 	053-768-3610 

ガンガ大邱店(インド)

•	北区 大学路 17道8
(山格洞) 
• 	053-214-1916

マヤ(ネパール)

•	中区 東城路3道 62
(孔坪洞)
• 	053-424-9951

ナジャルケバブ(トルコ)

•	中区 南城路 59
(東城路3街) 
• 	070-8977-8057

タラ(インド)

•	中区 東城路2道59 地下
1階(孔坪洞) 
• 	053-284-6009 

インターナショナルシティー(ウズベク、ロシア)

•中区 東城2路59
(東城路2街) 
• 	053-252-4021

サマルカント(ウズベク･ロシア)

•中区 国債補償路486
(東山洞) 
• 	053-424-3789 

シアン(中華)

•		寿城区 達句伐大路2483 
(泛魚洞) 
• 	053-742-6888

東寶城(中華)

•		中区 東城路73 2階    
(東城路1街)
• 	053-425-3242	

バラジレストラン(インド･ネパール)

•	寿城区 龍鶴路13(上洞) 
• 	053-765-8805

パパべろ(イタリアン) 

•		西区 西大邱路303－10 
10号(飛山洞)	
• 	053-355-7851

アリババ(アラブ伝統) 

•	中区 達句伐大路2109－
32 (徳山洞)

 • 	053-424-0449

テサン餃子(中華) 
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屛岩書院
(ビョンアム
･ソウォン)

ゴンガム
(empathy)

•達西区 セバン路21(龍山洞)
• 	053-428-9900 
•http://www.dtc.or.kr

•中区 中央大路79道32(鍾路2街)
• 	070-8915-8991~2
•http://blog.naver.com/empathy215 

龜巖書院
(グアム･ソ

ウォン)

•中区 国債補償路492－58番地
• 	053-428-9900
•http://www.dtc.or.kr

ダニム
(1号店)

•中区 鳳山文化2通り42－31(鳳山洞)
• 	070-7532-9119 
•http://blog.naver.com/danimdaegu

ダニム
(2号店)

•中区 ジンゴルモク路12(鍾路2街)
• 	070-7504-4115 
•http://www.jin_danim.blog.me

ピーター
パン

•	中区 国債補償路597－10(文化洞)	
オリオンサウナビル6階
• 	010-7162-0329
•http://www.대구게스트하우스.kr/main	

ザスタイ
ル

•中区 西城路14道26(西内洞)
• 	053-214-6116
•	http://www.facebook.com     	

StyleGuestHouse

パンゲス
トハウス

•中区 慶尙監營路43-5
• 	053-252-7529
•http://pannguest.co.kr

大邱の宿泊(ゲストハウス)
 ホテル情報は 大邱市ホームページhttp://tour.daegu.go.kr/eng/main.aspの 
accommodationsをご参照下さい

名前 写真アドレス・電話番号・ホームページ
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在留期間の変更
¤  現在の在留資格でない他の在留資格に当たる活動をするためには、出国後、該当の在

留資格の査証(VISA)をもらい入国しなければならない。
¤  但し、国内で該当在留資格変更に伴う要件を備えられる場合は、厳しい審査を経て制

限的に在留資格の変更が可能である。
¤  申請方法:必ず他の在留資格に該当する活動をする前に変更したい在留資格別の書類を

用意して申請。

在留資格の付与
¤  大韓民国の国籍を喪失又は大韓民国で出生又はその他の事由から在留資格を取得でき

ず在留する場合、新しい在留資格の取得が必要である。
¤  申請方法:在留資格付与の事由発生日から30日以内に在留資格別提出書類を用意して

申請(国内出生にあたっては90日以内)

在留資格外活動
¤  対象及び時期 : 	90日以上長期在留する外国人が現在の在留資格を維持しながら他の在

留資格に関する活動を並行したい場合、他の在留資格に該当する活動
をする前に必ず在留資格外活動許可を受けなければならない。

• 	留学資格(D-2) 査証を持っている留学生が学業を続けながらパートタイムのアルバイ
ド(S-3)をする場合。

• 	必要書類 : 	在留資格外活動許可申請書、パスポート及び外国人登録書。在留資格別
添付書類、手数料 

再入国の許可
¤ �対象

• 	大韓民国に91日以上在留する者で外国人登録をした者
• 		在韓外国公館と国際機構の職員及び家族、大韓民国政府との協定に従い外交官又は

領事と同じ特権及び地位を持つ人とその家族等外国人登録の免除を受けた者
¤  期間

• 	1回に限って再入国できるシングル再入国最長期間 : 1年
• 	2回以上再入国できるマルチ再入国最長期間 : 2年

¤  再入国許可免除及び除外対象
• 	A-1~A-3及び登録外国人が出国した日から1年以内に再入国する場合、再入国許可免

除(在留期間が1年より少なく残っている場合、在留期間範囲内で免除)
• 	F-5(永住)資格所持者で、出国した日から2年以内に再入国する場合、免除
• 		入国禁止者及び査証発給の規制を受けた者がその在留期間内に出国した後再入国す

る場合、再入国許可免除の制限→管轄事務所に訪問し再入国許可申請
• 	必要書類:再入国許可申請書、パスポート及び外国人登録証(外国人登録をした場合)
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在留一般

在留外国人の活動範囲と国内就業
¤ 	外国人は、在留資格と在留期間範囲内で滞在でき、法律が定める場合を除いては政治

活動ができない。
¤ 	�在留資格を所持する者のみ就業が可能であり、定められた勤務場所に限り勤務できる。�

定められた勤務場所を変更する祭は、事前または定められた期間内に管轄の出入国管
理事務所の許可又は申告が求められる。
• 	就業活動ができる在留資格は下記の通りである。

短期就業(C-4)、教授(E-1)、会話指導(E-2)、研究(E-3)、技術指導(E-4)、専門職業(E-5)
芸術興行(E-6)、特定活動(E-7)、研修就業(E-8)、非専門就業(E-9)	

在留期間の更新
¤ 	在留期間満了2ヶ月前から満了当日まで申請しなければならない。
¤ 申請方法

• 本人又は代理人が住所地管轄の出入国事務所に必要な書類を用意して申請
• 	提出書類は出入国管理事務所ホームページ(www.immigration.go.kr)又は局番なしに

1345にお問合せ
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社会統合プログラム
目的
¤	 移住者が韓国社会の構成員として適応･自立するうえで必要な基本能力(韓国語及び韓

国社会の理解)を体系的に養えるよう設けた社会統合教育

参加(履修)者に対するベネフィット
¤		帰化筆記試験及び面接審査免除、国籍取得の審査待機期間短縮
¤		点数制による専門人材居住(F-2)資格の変更の祭、加点
¤		一般永住資格(F-5-1)申請の祭、韓国語能力の点数免除
¤	外国人勤労者の特定活動(E-7)変更の祭、韓国語試験点数提出の免除
¤		長期滞在外国人の居住(F-2)資格変更の祭、韓国語能力点数の免除
¤		国民の配偶者及び未成年の子供の永住資格(F-5-1)申請の祭、韓国語能力点数の免除
¤		一般帰化対象者同胞の永住資格(F-5)取得の際、韓国語能力の立証免除等移住政策上、

多様なベネフィットの拡大を推進

参加対象
¤			大韓民国に合法的に在留する全ての移住者、3年以内の帰化者等

教育課程
¤			韓国語過程 : 	事前評価を通じて韓国語能力に応じた段階(0段階~4段階)及び履修時間

(最大415時間~免除)配分
¤			�韓国社会理解の過程(必須課程) : 50時間

• 	韓国社会の構成員として知っておくべき憲法の価値と基本制度、生活像等を社会･文
化･政治･経済･歴史･法律･地理の領域で全般的に教育

¤	お問合せ ☎ 1345
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外国人登録
外国人登録対象及び時期
¤ 	大韓民国に入国し90日を超過し大韓民国に滞在する外国人は90日以内に在留地管轄

出入国管理事務所で外国人登録を済まさなければならない(☎1345)。
• 	但し、入国の祭、大韓民国査証に在留期限が59日になっている際には59日がたつ前

に外国人登録を済まさなければならない。
• 	大韓民国在留中、在留資格の付与又は在留資格の変更許可を受けた際は、許可をも

らい次第外国人登録をしなければならない。
• 	必要書類 : 	パスポート、外国人登録申請書、カラー写真1枚(3.5×4.5)、在留資格別

添付書類(出入国管理事務所で確認)、手数料
※ 	結婚移住者の場合は上記の書類以外に韓国人配偶者の下記の書類が必要 :  	

家族関係証明書、住民登録謄本、手数料

外国人登録証の管理
¤ 	身分証なので必ず持ち歩かなければならない。
¤ 	再発給 : 	下記の事由が発生した際は、14日以内に住所地の出入国管理事務所に再発給

申請が必要
• 	外国人登録証を紛失した場合、使えなくなった場合、登録事項の変更の場合。
• 	必要書類 : パスポート、外国人登録証再発給申請書、カラー写真1枚(3.5×4.5)、手数料

在留期間の更新
¤ 	大韓民国に継続して在留しようとする外国人は、在留期限満了日2ヶ月前から満了日

まで在留期間の延長をしなければならない。満了日が過ぎて延長申請すれば反則金か
科される。 
• 	必要書類 : 	パスポート及び外国人登録証、在留期間延長許可申請書、在留資格別添

付書類手数料、 結婚移住者は韓国人配偶者の家族証明書と住民登録謄本
が必要

在留資格の変更
¤ 	現在の在留資格に該当する活動を中断し、他の在留資格に該当する活動をしようとす

る場合、管轄の出入国管理事務所からの許可が必要。
• 	語学研修(D-4)が終わってから大学に留学する場合(D-2)
• 韓国で他の在留資格を持つ外国人が韓国人と結婚する場合(F-6)
• 必要書類 : 	パスポート及び外国人登録証、在留資格変更許可申請書、在留資格別添

付書類、手数料
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携帯電話

交通
航空、鉄道、高速バス、市外バス

大邱バスのご利用方法

大邱地下鉄のご利用方法

タクシーのご利用方法

医療

ゴミの排出 

一般
住居

公共施設(電気、水道、都市ガス)
電話、インターネット、有線放送

銀行、郵便、保険

ショッピング

映画館、公演場、書店

フィットネスクラブ、銭湯

スポーツ
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幸福ドリーム Happy Startプログラム

対象 ¤ 	韓国に来たばかりの結婚移住者及びその家族

教育課程
¤ �日時 : 毎月第2週目又は第4週目の木曜日、14:00 ~ 16:00 
¤ ��運営期間 : 全国出入国管理事務所及び出張所
¤ ��申請時期 : 国際結婚で国内に初めて入国してから3ヶ月になる前
¤ �参加申請 : 出入国管理事務所、出張所に電話又はFaxで申請

• 	大邱出入国管理事務所 ☎ 053-980-3505、Fax : 053-980-3580

プログラムの紹介
¤ 	韓国社会、在留、家族招待、国籍等出入国、基礎生活、法秩序、医療、保健、法律
¤ 社会統合プログラムの紹介、韓国語教育等結婚移住者支援プログラムの紹介

参加時のベネフィット
¤ 	2011. 7月からHappy-Startプログラムに参加した結婚移住者には外国人登録の祭、在

留期間2年を付与し、社会統合プログラム2時間を履修したものと認定

大邱出入国管理事務所
住所·連絡先  ¤ 	大邱 東区 東村路71  ☎ 053-980-3505

大邱出入国管理
事務所大邱空港

大邱国际机场

東村駅
(地下鉄1号線)

東村十字路
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交通
航空
大邱国際空港では国際路線を一部運行している。他の路線は仁川国際空港や金海国際空
港を利用

¤ 主な航空会社へのお問合せ

¤ 市内から大邱空港へのアクセス
• 	市内バス : 急行1、101-1、401、719、東区2、八公1、八公2
• 	地下鉄1号線 : 峨洋橋(アヤンギョ)駅で降り空港までタクシー利用

¤ 空港リムジンバス

韓国空港公社 daegu.airport.co.kr大邱空港 053-980-5319

大韓航空 kr.koreanair.com予約電話 1588-2001
大邱空港 053-984-0111

アシアナ航空 flyasiana.com予約電話 1588-8000
大邱空港 053-982-2626

中国東方航空 www.easternair.co.k予約電話 053-740-6088
大邱空港 053-986-0330

中国国際航空 www.air-china.co.kr予約電話 02-774-6886
大邱空港 053-982-6824

中国南方航空 www.cs-air.co.kr予約電話 02-775-9070
大邱空港 053-985-9070

ガルーダインドネシア航空
タイ航空
モンゴル航空
フィリピン航空
ベトナム航空
ロイヤルネパール航空

www.garuda.co.kr
www.thaiair.co.kr

www.philippineair.co.kr
www.vietnamairline.co.kr
www.nepalair.co.kr

予約電話 080-773-2092
予約電話 02-3707-0114
予約電話 02-756-9760/1
予約電話 1544-1717
予約電話 1577-4393
予約電話 02-2648-8848

主要航空公司 咨询电话 网址

東大邱 → 仁川国際空港

東大邱 → 金海国際空港

区間 所要時間 お問合せ

3時間30分程

1時間20分程

(株)慶北コーチサービス 
053-355-1241

ARS 1588-6900

携帯電話
韓国には３つの移動通信事業者があります

携帯電話の開通

加入時の確認事項
¤ 	移動電話義務約定期間は、最大24ヶ月程で、割賦は36ヶ月程度まで可能
¤ 義務約定期間の途中で解約する場合、違約金が請求されるので義務約定期間を確認

携帯電話の利用
¤ 言語設定:携帯電話のメイン画面からシステム設定→言語及び入力→言語→ ENGLISH
¤ アプリのダウンロードはこちらから

韓国人が多く使うアプリと有用なアプリ

サービスの解約は通信事業者の代理店で可能
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회사 홈페이지 (언어지원) 전화번호 (통역가능언어)

080-2525-0111 (英語･中国語･日本語)

02-2190-1180 (英語･中国語･日本語)

1544-0010 (英語)

SKtelecom

KT
�

LG U+

http://www.tworld.co.kr (英语)
http://www.olleh.com (英语)
http://global/olleh.com
http://www.uplus.co.kr (英语)

会社 ホームページ(言語支援) 電話番号(通訳可能言語)

携帯電話代理店 ① 外国人登记证或护照 
② 本人存折或信用卡 

どこで 必要な書類

アンドロイド
フォン アイフォン

チャット及び写真転送 英語･中国語･日本語
Kakao Talk Daegu Junggu’s Walking Tour

自身の日常生活を写真で友達と共有 英語･中国語･日本語
Kakao story Daegu Tour

懐中電灯
Flashlight  Daegu Bus

国際結婚家族のための韓国生活の情報を提供 韓国観光地を英語で紹介
Danuri Visit Korea 3.0
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■西大邱高速バスターミナル
東大邱高速バスターミナルから出発し全州、光州、ソウル方面へ向かう高
速バスは西大邱高速バスターミナルに停車する。ここでも発券サービスを
受け搭乗できる。
• 	バス : 427、527、704、708、719、724、726、730、750、北区1、漆谷2

市外バス
■北部市外バスターミナル

主に北部地域に向かい行先地は安山、鳥山、仁
川、安東、尙州、星州、忠州等である。
• 	お問合せ : ARS 1666-1851
• バス : 	循環3-1、202-1、309、323-1、356、

427、724、726

■東部市外バスターミナル
�主に大韓民国東部地域に向かい、江陵、慶州、浦
項といった都市に向かって10~15分毎に出発する。
• �お問合せ: ARS 1666-0017
• 	バス : 	循環2、156、420、508、518、521、651、

708、937

■南部市外バスターミナル
主に南側地域に向かい、密陽、雲門寺、清道等
に向かう。お問合せ: 053-743-4464
• �お問合せ: 053-743-4464
• バス: 	349、420、420-1、425、427、449、509、

609、649、724、840、849、909、937、939

■西部市外バスターミナル
都市鉄道(ソンダンモッ駅)にあり、主に南原、浦
港、晉州、馬山、海印寺、陜川、居昌、慶州等
に行く。
• 	お問合せ : 053-656-2824~5
• 	バス : 	202、202-1、452、518、564、600、604、

609、618、623、649、650、651、706、
726、750、805、836、達城2
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鉄道
大邱駅と東大邱駅があり、全て地下鉄と繋がっている。KTXは東大邱駅のみ停車する。
座席を予め予約しておくと便利で特に正月、秋夕前は早めに予約必要。 

¤ 列車の種類
• 	高速鉄道(KTX)、セマウル号、ムグンファがあります。

KTXが最も早くその次がセマウル号、ムグンファの順です。
※10人以上団体予約の祭は10％割引 	

¤ 列車予約のお問合せ
• 	コレールメンバーシップ会員加入後、コレールウェブサイト(http://www.korail.

go.kr)で予約又は ARS 1544-7788、1588-7788、1544-8545にお問合せ * 英語案内サ
ービス : 1599-7777	

¤ 東大邱駅へのアクセス
• 	バス : 	急行1、101-1、156、303-1、401、414-1、521、708、805、814、818、

937、嘉昌1、北区3、循環2-1、八公2
• 地下鉄1号線 : 東大邱停留所で下車

¤ 大邱駅へのアクセス
• 	バス : 101、101-1、401、420、420-1、618、651、708、808、980、嘉昌2、北区2
• 	地下鉄1号線 : 大邱駅停留所で下車

高速バス
路線案内、運行時間、予約案内等詳細は(ARS 1588-6900)にお問合せ又はウェブサイ
ト(http://www.kobus.co.kr)で予約サービスが受けられる。

■東大邱高速バスターミナル
各都市へと運行するバス会社がいくつかのターミナルビルに独立して位置している。バ
スは優等と高速、一般に分かれ、座席が少し楽か運行時間などのサービスで差がある。

¤ アクセス
• バス: 	106、156、399、414、414-1、420、420-1、521、651、708、818、909、

937、嘉昌1、東区1、東区1-1、循環2、循環2-1
• 	地下鉄1号線: 東大邱停留所で下車

¤ バス会社ごとの行先地

錦湖高速
東洋高速
中央高速
韓進高速

バス会社 行先地
光州、蔚山、議政府、清州、順天
釜山、大田、慶州、馬山、全州、龜尾
ソウル、東ソウル、仁川、城南、仁川国際空港、金海国際空港、天安、安山、高陽(富川、龜尾経由)
水原、龍仁、晉州、春川、安東、栄州、堤川
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市内バス料金の支払いカード

	

¤ 注意事項
• お財布やカバンにRFタイプのカードが2枚以上入ってる場合、別々に取り出して使用。

¤ 乗換え割引政策の案内
• 	バスに最初搭乗してから最初の下車から30分までは同一の路線を除いた他のバスや

地下鉄に搭乗すれば、無料で乗換
• 	先に搭乗したバスの料金より乗換したバスの料金が高ければ先に乗ったバスの料金

を引いた残りの差額だけを差引く

プリペイドカード プリペイドカード 後払いカード(交通カード機
能を搭載したKBカード, BCカード)

区分

サービス
地域

購入及び
チャージ

カード購買価格

使用方法

現金使用
の際

敬老席

•	 	カードをバスの端末機にかざすと料金が差引かれる
  (乗換えのとき自動で乗換え処理)
•	 カードをお財布やカバンなどに入れたまま決済可能
• 降りるとき端末機にかざすと他のバスに乗換可能
• 最初の搭乗時、乗換が無料でない場合
「ピッ」、「ピリリ　ピ」と音がする。
• 乗換の時:「乗換です」と声が流れる

大邱, 慶山, 永川, 清道, 
星州, 高霊

バス停留所付近の売店, 大邱銀行,地下鉄駅舎,
交通カード販売加盟店, 一部のコンビニ等

大邱, ソウル, 仁川, 京畿道, 
慶山, 高霊, 星州, 永川, 清道 全国

該当カード会社

2000ウォン 2500ウォン なし

•	 運転手さんの隣の箱に千ウォン札や小銭を入れて下さ
い

  (お釣りは小銭のみ用意されています)

•	 敬老者席は60歳以上の高齢者のために席を譲ります。

大邱バスのご利用方法
¤ 	バス利用のお問合せ : www.businfo.daegu.go.kr (韓国語, 英語)
¤ 	地下鉄と大邱、慶山市内バス(全路線)間での乗換えは料金割引又は無料で利用可能

大邱市内バス

¤ 幹線バス番号
前の番号は出発点、中間番号は経由地、最後の番号は終点を意味します。

市内バスの停留場

市内バス料金                                                         単位(ウォン)

一般バス

急行バス

カード
現金

カード
現金

区分 一般(19歳以上) 青少年(13~18歳) 子供(6~12歳)
1,100
1,200
1,450
1,600

770
900

1,010
1,200

400
500
650
800

0番
1番
2番
3番
4番

5番
6番
7番
8番
9番

中区
東区(東大邱駅及び八公山地域)
西区
北区(漆谷を除いた地域)
寿城(南部停留所、時至、孤山、寿城橋)

達西区(城西、多斯、月城、ソジェ)
南区、達城郡、高霊郡(月背、西部停留所、花園、玉浦、論工、ヒョンプン、高霊)
北区(漆谷)
東区(半夜月、新岩洞、峨洋橋、安心)
大邱－慶山(南部停留所、時至、孤山)
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急行バス 幹線バス

都心と市外郭
を繋ぐ

都市をリング
状に循環し幹
線支線地下鉄
等と繋がる

都心と副都
心、市外郭を

繋ぐ

住居地と小地
域を繋ぐ

循環バス 支線バス

バス停留所 バス到着案内 交通カードの販売及びチャージ取扱所
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地下鉄交通カードのご利用

¤ 使用方法
• 	残高が残っているカードをカードリーダー機にかざすと乗車料金が差引かれる
(乗換の祭、自動で乗換処理)

• 	カードをお財布やカバン等に入れたまま決済可能
• 	お財布やカバンにRFタイプのカード2枚以上が入ってる場合は決済不可(別々に取

り出して使用)

地下鉄内の携帯電話充電器の利用

大邱地下鉄地図

交通カード サービス利用可能地域

• 大邱地域 : 大邱都市鉄道公社(1,2号線)
• 	首都圏地域:ソウル地下鉄(1~9号線)、韓国鉄道公社(国鉄区間)、空港

鉄道(ソウル駅~仁川国際空港)等

• 地下鉄1,2号線全区間使用可能
• 地下鉄大邱･慶山バス間の乗換、割引適用

大谷 辰泉 月背 上仁 月村 松峴 聖堂池
大明 アンジラン

顯忠路

南山

西門市場
達城

北区役所
院垈

八達市場
万坪魯院八達橋

梅川梅南太田鳩岩漆谷大川

東川
鶴亭
東湖

多斯 デシル
江倉 啓明大

城西産業団地

梨谷 竜山 竹田 甘三 頭流

內唐
バンゴゲ

汶陽
嶺大病院
教大

中央路
慶大病院

大邱銀行

ゴンドゥルバウィ
大鳳

寿城市場
新泛魚

子供会館 黄金
寿城池 池山 凡物 竜池

泛鱼
寿城区役所

晩村

蓮湖
大公園 孤山 新梅 沙月 正坪

林堂
嶺南大

ダムティ	

(産大·大倫)

大邱驛

七星市場

新川

東大邱驛

クンゴゲ
峨洋橋 東村 解顔 芳村 竜溪 栗下 新基

半夜月 角山 安心

明德

半月堂
新南

大邱地下鉄のご利用方法
¤ 	ホームページ(英語、中国語、日本語での地下鉄利用方法のご案内) http://www.dtro.or.kr 

地下鉄料金                                                             単位(ウォン)

地下鉄搭乗方法                           (例 : 大人1人)

交通カードチャージ器のご利用

 紙幣両替機 (一万ウォン札、五千ウォン札使用)

1枚を選択又は

路線確認 地下鉄入口 チケット購入
(普通券発券機)

上 : 大人
下 : 子供

1,100

1,200

770

1,200

400

500

RFクレジットカード

普通券

区分 一般(19歳以上) 青少年(13~18歳) 子供(6~12歳)

36
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医療

一般病院
�¤ 1次診療機関 : 個人病院及び保健所

※ 	保健所 → 	国で運営する診療所、基礎的な疾病治療、健康診断、予防接種等を行い
価格が割安

¤	2次診療機関 : 4つ以上の診療科目と30~500程の病床を保有、救急診療も可能
�¤	3次診療機関 : 総合病院のうち500以上の病床を保有、救急診療可能

• 	1次診療機関でまず診療を受けた後、病気の程度によって2,3次診療機関で診療を受
けるのが原則だか救急患者は例外として認める

• 	診療順序 : 	受付 → 該当科の待合室で待機 → 本人の順番になれば診療室で診療 → 診
療後医療費の支払い及び処方箋受け取る → 薬局で薬購入

• 	薬の購入 : 	医師の処方箋がないと薬を買えないが、軽い症状や風邪薬ほどは薬局で
購入可能

漢方医院
��¤		東洋医学に基づき韓国の実情に合わせて発展した治療方式で、漢方薬、針、お灸な

ど行う。
※ 	外国人力支援センターでは外国人勤労者を対象に漢方治療を行っており、大邱に

所在する漢方医院は700箇所が超える。
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タクシーのご利用方法
¤ 	 空港、駅等のタクシー停留所や交通不便を与えないところならどの道路でも乗･下車可能

料金
• 	基本2,800ウォンに走行距離に応じて料金が追加され深夜は割増料金

カードタクシー
• 	タクシーはほとんど現金で払うが、写真のようにカードと書

かれたタクシーは、カード決済が可能です。

安心帰宅サービス
• 	夜遅くタクシーに乗る時に不安を解消するためタクシーに乗った時間とタクシー情

報、位置を保護者に携帯メールで転送してくれるサービス
• 	前の座席か後部座席のドアに貼られている NFCステッカーにスマートフォンをかざす

と内蔵のアプリを通じて搭乗したタクシー情報(車両番号)及び現在位置が指定した保護
者に携帯メールで転送されます。

• 但し、スマートフォンのNFC機能をオンにして下さい!
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ソンソ
病院

達西区
達句伐大路

1152
☎ 053-584-6655
http://www.sshospital.co.kr

305, 402, 405, 425, 503, 508, 521, 
527, 564, 655, 805, 急行1, 達西1, 達
西2, 達西3, 城西1, 城西1-1, 城西 2

■�主な2次診療機関

156, 309, 425, 521, 724, 東区2, 
急行1, 急行3, 508, 600クァク病院 中区

国債補償路 51
☎ 053-252-2401
http://www.kwakh.co.kr

病院名 連絡先･ウェブサイト 位置

※ 2次診療機関はこの他にも多くありますが、一部のみ収録しました。

生活情報
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バス

南区 顯忠路
170 

嶺南大学
医療院 ☎ 053-620-4495

手術費、
入院費、
検査費等

国際結婚家
庭のうち受
給者及び低
所得階層

循環3-1, 452, 564, 
604

大邱医師会
移住民診療所 北区 大賢路 82 毎週日曜日 14 時 ~17 時

☎ 053-953-0033 総合診療 勤労者･
留学生

305, 403, 503
東区2, 循環 2

■無料診療機関(風邪、筋肉痛、皮膚疾患等簡単な治療中心)

大邱外国人
力支援セン

ター

達西区
聖堂路215

ドゥウォンメディ
カルビル7階

歯科医者会 南区 大明路
182 ５階

嶺南労働
教育委員会

移住民
宣教センター

中区
中央大路77 道40

(鍾路2街)

達城郡 玄風面 玄風
中央路111, 2階

毎週日曜日 15時~18時
☎ 053-654-9700 家庭医学科

無料
理髪・美容

毎週日曜日 10時~13時
☎ 053-621-2025 歯科

毎週日曜日 12 時 ~14 時
☎ 053-253-1313

毎週3週目の日曜日 14時~17時
☎ 053-636-4171

内科、
整形外科、
庭医学科

家庭医学科

勤労者
国際結婚

家庭

202, 202-1, 452, 
609, 618, 650, 706, 
850, 808, 836,
達西4, 達西4-1

大邱医療院 西区坪里路 157 2, 4週目の 日曜日 14時~17時
☎ 053-560-7451 総合診療

勤労者

202-1, 402

106, 410, 518, 564, 
604, 649, 651, 805

106, 202-1, 303, 349, 
401, 410, 503, 518, 650, 
704, 706, 730, 急行2

202-1, 452, 600, 609, 
618, 650, 706, 836

無料診療機関 住所 日時･電話番号 支援分野 対象 バス

毎月最後の日曜日
15時~18時

パティマ
病院

☎ 053-940-7114
http://www.fatima.or.kr
(インターネット : 英語、中国語、日本語支援)

ウリドゥル
病院

中区
国債補償路

648

☎ 053-212-3000
http://daegu.wooridul.co.kr
(インターネット : 英語、中国語、日本語支援)

305, 323-1, 403, 425, 825

東区
新岩路 576-13

101, 101-1, 401, 618, 708, 156, 
401, 521, 708, 805, 814, 嘉昌1, 
北区3, 循環2, 循環2-1

大邱医療院 ☎ 053-560-7575
http://www.daegumc.co.kr

西区
坪里路 157 202-1, 402

ヒョソン
病院

寿城区 
中洞 105-2

☎ 053-766-7070
http://www.hshospital.co.kr
(インターネット:英語、中国語、日本語ロシア語支援)

349, 401, 405, 414, 414-1, 604, 
704, 循環3, 嘉昌1, 急行2

ミズママ病院
(小児科、
産婦人科)

達西区
辰泉洞 635-3

☎ 053-609-5000
http://mizmam.co.kr
ベトナム語通訳 ☎ 053-609-5039 

600, 623, 650, 651, 655, 836,
達城1, 達城2, 達城5, 城西 1

■�診療分野

内 科
家 庭 医 学 科
整 形 外 科
美容整形外科
神 経 科
皮 膚 科
泌 尿 器 科
産 婦 人 科
精 神 科
小児青少年科
眼 科
歯 科
耳 鼻 咽 喉 科

風邪、血圧、糖尿、胃炎等内部臓器の治療
包括的な治療
骨格及び筋肉の治療
美容及び火傷の治療
神経系と関連した治療
肌の治療
生殖器官の治療
妊娠及び出産、婦人病
精神科と関連した疾病
18歳未満の小児及び青少年
目の治療
歯の治療
耳、鼻、喉の治療

診療科目 診療分野
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■�3次診療機関

嶺南大学
医療院

☎ 053-623-8001
http://www.yumc.ac.kr 南区顯忠路170 循環3-1, 452, 564, 

604

慶北大学病院
☎ 053-200-5114
http://knuh.kr
(インターネット : 英語、中国語、日本語)

中区 東徳路130
305, 323, 323-1, 403, 
425, 805, 東区1－1, 
北区2

慶北大学病院
(漆谷)

☎ 053-200-2114
http://www.knumc.org
(インターネット : 英語、中国語、日本語)

北区 護国路807 急行2,漆谷3,730

啓明大学
東山医療院

☎ 053-250-7114
http://www.dsmc.or.kr
(インターネット : 英語、中国語、日本語、
ロシア語,アラブ語)

中区 達城路56

正門1 : 	300, 414,  
600, 836, 
840, 

正門2 : 402, 405, 651

大邱カトリッ
ク大学病院

☎ 053-650-3000
http://www.dcmc.co.kr
(インターネット : 英語、中国語、日本語)

南区頭流公園路
17道33

達西4, 4-1, 503, 623
循環3, 3-1

病院名 連絡先･ウェブサイト 位置 バス
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生ゴミ
��¤  異物を除去し生ゴミ箱に入れ、納付済証を付着後、収集日前日の夜、

自分の家の前に排出
• 	ビニール、ビンのふた、ホイル等の異物は必ず分別排出
• 	収集容器、納付済証は近くの販売所で購入(洞住民センターやマートにお問合せ)
• 	アパート‐ゴミ集積場にある大型生ゴミ箱

��¤  リサイクルできない生ゴミは従量規格のゴミ袋に入れて排出
• 	玉ねぎ、ニンニクの皮、ネギ等の根、ナッツの皮、牛･豚・鶏等の骨
• 	海産物の皮、魚の骨、各種緑茶のかす等

��¤  排出時間：排出曜日20時~24時
��¤ 排出曜日及び該当地域：区役所別に収集日が月水金・火木日等に分かれてるので

該当区役所や洞住民センターに問合せ

リサイクル用品
��¤  一般ゴミと区別できるよう種類ごとに透明ビニールの中に入れるか紐で結んで自分の

家(商店)前に排出
• 	紐で結んでください：紙(ボックス)類、ボックス、新聞類、スチロホーム
• 	ネット網に入れて下さい：ビン、缶、プラスチック類

��¤   排出時間：排出曜日20時~24時
��¤   排出曜日及び該当地域

中区
東区
西区
南区

北区
寿城区
達西区
達城郡

月水金・火木日
月水金・火木日
月水金・火木日

月~金,日

月水金・火木日
月水金・火木日
月水金・火木土
月水金・火木土

地域 排出曜日区分 地域 排出曜日区分

中区
東区
西区
南区

北区
寿城区
達西区
達城郡

月~金, 日
月~金, 日

月水金・火木日
月水金・火木日

月水金・火木日
月水金・火木日
月水金・火木土

月~金, 日

地域 排出曜日区分 地域 排出曜日区分
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ゴミの排出
生活ゴミ
¤ 	従量制規格のゴミ袋に入れ縛ってから収集日前日の夜に自分の家の前に出す。

• 	多世代 ･ 連立住宅‐1階玄関前
• 	アパート‐ゴミ集積所
• 	リサイクル用品、生ゴミ、練炭は必ず分別排出

¤ 	従量制ゴミ袋の購入:町内のマート等ゴミ袋の指定販売所

¤ 従量制ゴミ袋の価格                                                                                           (一枚基準)

��¤ 排出時間 : 排出曜日20時~24時
��¤ 排出曜及び該当地域

¤ 昼はゴミを出さないで下さい
��¤  決まったゴミ袋に出さなかったりゴミの出し方に違反があると過料が科せられ、塀や

電信柱等に監視カメラを設置し、ゴミの不法投棄を24時間取り締まっています。

中区

東区

西区

南区

寿城区

北区

達西区
達城郡

月~金、日
月~金、日
月~金、日
月~金、日
月~金、日

火、木、日
月~金、日
月、水、金
火、木、日

日~金
月~金、日
月~金、日

月、水、金

全ての洞
新岩洞, 新川洞
孝睦洞, 道坪洞, 不老鳳舞洞, 枝底洞, 東村洞, 芳村洞, 公山洞
解顔洞, 安心1~3･4洞
全ての洞
鳳徳2~3洞, 大明5洞(住民センター付近), 大明６洞, 大明9洞
大明10洞(大明4カトリック病院付近), 大明11洞
梨泉洞, 鳳徳1洞, 大明1洞~ 大明4洞, 大明5洞(嶺南大学病院付近)
全ての洞
寿城1, 2 , 3街洞, 中洞, 上洞, 巴洞, 池山1, 2洞, 孤山1, 2, 3洞
泛魚1, 4洞, 晩村1, 2 ,3洞, 黄金1, 2洞, 斗山洞, 凡勿1, 2洞
泛魚2, 3洞, 寿城4街区
全ての洞
全ての邑

地域 排出曜日 該当洞

規格
価格(ウォン) 120ウォン 220ウォン 430ウォン 640ウォン 1,050ウォン 2,080ウォン

5ℓ 10ℓ 20ℓ 30ℓ 50ℓ 100ℓ
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一般
住居
��¤  住宅の購入と賃貸：不動産仲介所に問い合わせるか日刊情報誌等を通じて探せる。

■住居形態

■賃貸の形態

アパート
単独住宅

ビラ
ワンルーム住宅
オフィステル
多世代住宅

種類 特徴
5階以上、管理人
個人所有の単独ビル 
4階以下、アパートより小さい規模、管理人
ワンルーム構造
オフィス及びアパートの複合構造、オフィスだが住居用、管理人
小型アパート、低いビル

チョンセ(保証金を預ける)
*韓国にしかない賃貸形態

家賃1
(月払い＋保証金の預託)

家賃2
(全体家賃の先払い)

1~2年期間で契約し、チョンセ保証金を支払う
チョンセは契約満了時に返還
契約時にチョンセの10％を支払う
入居以前又は入居の時、残金を支払う

保証金を預託してから月々家賃を納付(1~2年期間を契約)
契約の祭、保証金の10％を納入
入居の時、保証金差額及び最初の家賃を納付
保証金は契約満了の際、返還

1~2年期間で契約する際、事前に全ての家賃を先払い
契約時に全体家賃の10％を支払う
入居の時、残金を支払う

種類 特徴

44

粗大ゴミ
����¤ 棚、ベッド、ソファー等家具類等の生活用品で従量制ゴミ袋に入れにくい廃棄物
¤ 排出数日前に区役所や委託業者に申告
¤  委託業者が現場に訪問してから手数料徴収･収集又は手数料を先に納付してから委託

業者が収集

廃家電製品の無料回収
����¤ 冷蔵庫、エアコン、洗濯機、TV(29″)及び1m以上の廃家電製品

• 	製品の原型が保存された状態でのみ回収可能
• 	1m未満の家電製品はリサイクル用品として排出すれば区役所で無料回収

¤  インターネット(www.edtd.co.kr)、コールセンター(1599-0903)、カカオトーク(ID : 
weec)から申請

廃乾電池、蛍光灯の排出
¤ 洞住民センター、学校、アパートゴミ集積所に備えられた専用回収箱に入れて下さい

※ 	町にゴミ箱がない理由?
分別収集と安全問題(海外で爆発物が爆発等)により町にゴミ箱が多くありません

中区
東区
南区

西区

地区
053-423-5555
053-985-3830
053-626-2116

053-663-2723
(スティッカーの購入)

053-555-2459
(収集業者)

电话号码
北区

寿城区
达西区

达城郡

地区
053-954-8853

該当洞住民センター
053-667-8787

053-592-4747
(花園,論工,多斯, 玉浦, 玄風)

該当面事務所
(嘉昌, 河濱, 瑜伽, 求智)

电话号码

乾電池専用回収箱 乾電池、蛍光灯一体型 小型回収箱
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公共施設
料金及び納付 : �毎月使用量が決まり、電気・水道・ガス料金は其々賦課さ

れるが、アパートは管理費に含まれることが多いです。
使用料は銀行、郵便局、コンビニ等での支払いが可能で、銀行で自動振
り替え申請もできる。

■電気
¤ 韓国電力公社 http://www.kepco.co.kr (英語、中国語、フランス語,スペイン語)

• 	☎ 123 (お問合せ及び故障修理等)
����¤ 	韓国の電圧は220Vである。外国から110V用の家電製品を持ってきた場合は、電気用

品店でトランスを購入してご使用ください。

■水道
¤ 大邱上水道事業本部 http://www.dgwater.go.kr (韓国語)

• 	☎ 053-670-2000
¤ 大邱では高度処理工程を通じてきれいな水を提供しています。

※ 	高度処理工程とは ☞ 一般的な浄水処理ではなかなか消えない匂いを発生させる物質、
発がん性物質 (THM)、その他の水の中に溶け込んでいる物質まで除去します 

����¤ 冬の水道使用 : 水道管が凍り水が使えなくなることがあります。 
• 	水道計量器保護箱内部の漏水確認及び保温材(スチロホーム)を確認
• 	水道計量器箱外部保護カバーにビニールを付着又は凍破防止用熱線で保温
• 水道水を使わない夜間には少量の水道水を流すこと

■都市ガス
¤ デソンエナジー http://www.daesungenergy.com (韓国語、英語) ☎ 1577-1190
¤  電話すれと都市ガスに関する詳細事項を伝えたうえですぐに設置してくれる。 �

長期不在や引越し 等の理由から都市ガス供給を中断するときも連絡してください。

ほとんどの事故がガス施設の管理を怠ることで発生する。ガス漏れの場合は、次の通り
措置を取って下さい。 
- ガスレンジ等施設物のガス安全バルブとガスタンクのバルブを止めること
- 窓とドアを全て開け換気させること
- 火種、タバコ等の火気を避け電化製品をオフにすること
- デソンエナジーに即連絡すること

生活情報
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知ってお得な情報!

知ってお得な情報!

■�賃貸及び契約
契約書を作成する際、必ずその家主を確認してから所有者と直接契約する。登記簿謄本
を見れば住宅所有者が分かる。契約書には居住期間、保証金額、家賃の額等を記入し、
これとは別に家賃の支払い方、管理費、修理費などについて話合いきちんと熟知してお
く。通常、電気･水道・ガス等の公共料金は使用後1ヵ月後に料金を精算する。契約は2年
ごとに更新でき、賃貸料が上がることもある。契約期間中に引っ越したい場合は、大家
に最低一二ヶ月前に知らせなければならない。残りの期間の費用を支払うこともある。
※ 	登記簿謄本は区・郡庁の相談窓口で正確な住所をいうか、大法院インターネット登記

所で http://www.iros.go.kr/発給される。

契約書に必ず記録されるべき事項
- 住宅所在地(登記部謄本に記された所在地と契約書に記す住所が一致しなければならない)
- 契約金(保証金と月払いの家賃金額)
- 契約金、中途金、残金の額と支払い時期(契約金は通常保証金の10％程度を支払う)
- 契約期間
- 大家と賃借人の署名又は拇印
 
※ 	賃借住宅において基本的な施設の問題は賃貸人に修理の義務があるが、賃借人の過失

で問題が生じた場合は賃借人が修理しなければならない。

■不動産仲介人(公認仲介士)
公認仲介士は住宅譲渡、登録、契約書作成等全般的な情報を提供している。英語が可能
な公認仲介士は南区　鳳德洞　米軍部隊近くに位置し、ホームページがあるところはク
ールハウスである。
http://www.kool-house.com

■引越し
引越しをする時は、一二ヶ月前に大家に事前に知らせなければならない。引越しする際
は引越しセンターと契約すると便利である。引越し(運搬)だけを選択するか引越し荷物
の梱包と引越しを一緒に選択してもよい。引越し荷物の梱包と引越しの全ての過程を管
理してくれる。引越し業者はネットで探すか、周りの韓国人に頼んでください。

引っ越した家の住所地管轄区役所で住所地の変更届をしてください。チョンセ又は
家賃の場合、外国人登録証と賃貸借契約書を持って登記所又は洞住民センターに訪
れ確定日付をもらって下さい。確定日付は後に賃借住宅の法的問題が発生した際、
契約金等を守れる唯一の方法です。
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■�公衆電話
• 	市内通話料180秒/70ウォンで市外通話料は市外地域の距離が遠いほど料金が高くなる。
• 	最近は携帯電話が多いため公衆電話機が多くない。 

• 	緊急電話 : 全ての公衆電話には緊急時に使える緊急通話ボタンがある。 	
カードや小銭がなくてもボタンさえ押せば犯罪通報(112)や火災通報(119)ができる。 

• 	ワールドフォンプラスカードのご使用方法 	
☎ 緊急ボタン → 161(00721) → カード番号 # → 001 → 国家番号 → 相手側の番号#

インターネット、有線放送
■��インターネット：使用量は毎月2~3万ウォン程度で、契約期間(1~3年)に応じて若干の割引可能

■��有線放送

■��衛星放送
全世界のチャンネルが見られ、スカイライフ1588-3002 又はメール English@skylife.
co.krで加入できる。

生活情報
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SKブロードバンド
KTオレ

LGユープラス

106
100

1644-7000

http://www.skbroadband.com
http://www.olleh.com
http://home.uplus.co.kr

1877-6114
1877-7000
070-8290-0057
1544-3434
070-8120-8888
053-551-2000
1877-6114
1877-7000
1544-3434
070-8120-8888

中区･南区

北区

寿城区

達西区･達城郡

西区

東区

TCN 大邱ケーブル放送(株)
(株)ティブロード大邱放送
HCN グムホ放送
CMB 大邱寿城放送
(株)シジェイハロビジョン大邱寿城放送
韓国ケーブルTVプルン放送
TCN 大邱ケーブル放送(株)
(株)ティブロード大慶放送
CMB 大邱東部放送
(株)シジェイハロビジョン大邱東区放送

テレフォンカード電話 小銭電話 緊急通話

知ってお得な情報!

電話
■��一般の家の電話

• 	100番(KT)又は106番(SK)に電話すれば電話局で設置してくれる。
http://www.olleh.com (英語, 中国語)
http://www.skbroadband.com (英語)

• 	パスポート及び外国人登録証の写しが必要
• 	加入費用及び基本料金は通信社によって異なり、毎月請求書が郵送される。

■��市外電話
長距離電話をかける際は、地域番号を押し電話番号を押す。

� ���¤ 使用方法 : 	大邱で家の電話機に電話をかける時は電話番号だけを押す。携帯電話は
地域番号+電話番号押してください。 

• 	他の行政区域にかける時、地域番号(3桁)+電話番号

長距離自動電話案内と市外地域電話番号のお問合せは : 053+114

■��国際電話
インターネットや外国人のための商店、一部のコンビニ等で国際プリペイドカードを購
入し使うと割安 
�����¤ 使用方法 : 	アクセス番号入力 -カード番号入力-国家番号+地域番号+相手の電話番号

を入力
�����¤ 国際電話の主な国家番号
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米国
カナダ

オランダ
フィンランド

フランス
英国

ドイツ
スペイン
トルコ

ロシア
アルゼンチン
　メキシコ
ブラジル
イラン

サウジアラビア
イスラエル

豪州
ニュージーランド

中国
日本

シンガポール
香港
台湾

インド
インドネシア

ベトナム
フィリピン

タイ
マレイシア
カンボジア
ネパール
モンゴル

ミャンマー
スリランカ

カザフスタン
パキスタン

1
1
31
358
33
44
49
34
90

7
54
52
55
98
966
972
61
64

86
81
65
852
886
91
62
84
63

66
60
855
977
976
95
94
7
92

ソウル
京畿道
仁川

江原道
忠淸南道

大田
忠淸北道

世宗
釜山
蔚山

大邱
慶尙北道
鬱陵島

慶尙南道
全羅南道

光州
全羅北道
濟州道

02
031
032
033
041

042
043
044
051
052

053
054
054
055
061

062
063
064

地域 地域 地域 地域地域番号 地域番号 地域番号 地域番号
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■クレジットカードの発給
クレジット会社の一定の基準を満たした人にのみ発給されます。詳細はカード会社に問
い合わせてください。
※ 	クレジットカードとチェックカードの違い : クレジットカードは決済後、翌月の特定

日に振り落とされるが、チェックカードは決済と同時に支出した金額だけ通帳から即
時振り落とされる。 

■ネットバンキング
�	ネットを通じて自分の口座の残高照会、入金と出金、送金などが可能である。公認認証
書と銀行で発給する保安カード(secret card)が必要。 

■銀行のホームページ

■両替
主に銀行で両替ができる。私設の両替所は中区のノボテルホテルの隣にデシン両替所があ
ります (USドル、カナダドル、香港ドル、シンガポールドル、ユーロ, 人民元、フラン、
ペソ等) 
•	 ☎ 053-431-6577

生活情報
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外為銀行

新韓銀行

KB
国民銀行

ウリ銀行

大邱銀行

名称 ウェブサイト(言語サービス) 電話番号(言語支援)
http://www.keb.co.kr
(英語、中国語、日本語、ベトナム語)

http://www.shinhan.com
(英語、中国語、日本語、ベトナム語、タガロ
グ語、インドネシア語、タイ語、モンゴル語)

http://www.kbstar.com
(英語、中国語、日本語)

http://www.wooribank.com
(英語、中国語、日本語、タガログ語、モンゴ
ル語、ベトナム語)

http://www.dgb.co.kr
(英語、中国語)

1588-3500 (+8)
英語、中国語、日本語

1577-8380
(左同)

1599-9999 (+90)
英語、中国語、日本語、
ロシア語、ベトナム語

1599-2288
英語、中国語、日本語、ベト
ナム語、モンゴル語、タイ
語、インドネシア語

1566-5050 (+7)
英語
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銀行
■�銀行通帳作り

� ���¤ 顺序
① 番号票を取り自分の順番になるまで待つ
② 	電光掲示板に自分の番号が出れば該当の窓

口に行く
③ 職員に用件を言う 
※ 	通帳の暗証番号は自分だけ知っておく。紛

失の際は即時取引銀行に連絡してください

■��預金の種類
� ���¤ 普通預金 : 自由に引出すことができる 
� ���¤ 定期預金 : まとまったお金を一定期間預金。普通預金に比べ金利が高い
� ���¤ 定期積立金 :一定期間、一定金額を預金する。普通預金に比べ金利が高い 

■��入･出金、現金自動預け払い機
現金自動預け払い機(ATM)で通帳やキャッシュカードを使って入金・出金ができる。暗証
番号を入力する。銀行の営業時間外や他の銀行のATM機を利用すると手数料を取られる。 

■公課金の納付
銀行や郵便局をご利用ください。また自分名義の銀行口座から公課金が自動で引き落と
されるように毎月決まった日の自動振替申請をしておくと便利である。

■送金
• 必要書類 : パスポート、外国人登録証
• 	年間米ドル5万ドル(送金+両替)内で可能であり、手数料と制限事項は銀行ごとに違い

がある。

■日曜日送金可能な銀行

本人 銀行 外国人登録証又はパスポート、
印鑑、預金するお金 AM 09:00 ~ PM 04:00 (月~金)

誰が どこで 必要な書類 銀行利用時間

位 置
時 間
業 務
必 要 情 報

日曜日 AM 10:00 ~ PM 04:00
送金、両替、預金、カードの発給等

送金(振り込む)方の英文名、取引銀行、口座番号、住所、電話番号

地下鉄2号線城西産業団地地域2番出口 地下鉄城西公団駅8番出口
位置 大邱銀行 城西支店 外為銀行 城西支店
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须知内容

生活情報
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保険
■�健康保険

健康保険加入は選択であり、韓国在留期間中にいつでも加入できるが、最初の入国日か
ら加入申請した日までの期間に当たる健康保険料を納付する必要がある。

� ���¤ 保険給付のベネフィット
• 	病院･医院に入院する際、診療費の20%を本人負担
• 	一般外来診療は30~55%を本人が負担するが非給付部分は本人が全額負担

健康保険公団ホームページ∥http://www.nhic.or.kr (英語、中国語、日本語、ベトナム語)
連絡先 ☎ 1577-1000(英語案内8番)、02-390-2000(英語)

■�外国人勤労者専用保険

• 	三星火災 ☎ 02-2119-2400

■��留学生保険
• 	在学中の学校で保健に加入する。傷害保険期間は1年単位で保険料は10~20万ウォン程度。
• 	保険商品の約款を読み保障される部分とそうでない部分、保障金等を確認
• 	疾病又は傷害発生の時は、病院費を本人が決済してから保険会社に費用を請求すれば

一定金額を返してもらえる。
• 	病院の領収書及び処方箋の領収書を必ず保管してから保険会社に提出

■��外国人のための一般保健
• 	三星火災 ☎ 1899-0010 (英語、中国語、日本)

入国日から加
入可能

大邱 北区 砧山南路 199
国民健康保険公団 大邱北部支社

☎ 1577-1000

外国人登録証、
入学証明書又は

在学証明書

2013年基準
月43,000ウォン

程度

いつ どこで 必要書類 保険料

傷 害 保 険

帰国費用保険

出国満期保険

保 障 保 険

外国人勤労者の業務災害以外の傷害又は疾
病事故を補償

就業教育の際開設した通帳
に保険料に当たる金額を預
けると自動振り替えで加入
できます。外国人勤労者の出国の際、帰国経費を賄う

常時勤労者5人以上の事業所で退職金の代わ
りに加入 事業所で加入
外国人勤労者の滞納賃金を保障

種類 保障内訳 加入方法
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郵便
手紙、葉書などは町の郵便ポストに入れるか郵便局を訪れ送ることも可能。郵便番号を
記入し切手を貼る。郵便番号は郵便局やインタネットで確認できる。

■��郵便局 : 	郵便、宅配、公課金納付、保険業務、ショッピングまで可能。	
http://www.koreapost.go.kr (英語支援)

■��切手価格 : 	一般郵便 300ウォン、書留1,930ウォン、翌日特急 2,230ウォン �
重量が多いか紙の規格が合わないともう少し高くなります。

■国内郵便 : 通常郵便 (書留,普通)と小包郵便で区分する。
• 	書留郵便は受付日翌日に配達される。一般郵便物は通常3~4日程かかる。
• 	料金は基本料金に加え重さと配達地域によって異なる。

■国際郵便 : 通常郵便、小包、国際特急(EMS)で区分する。
• 	最高30KGまで郵送可能で、規格･種類･重さ等に応じて料金が異なる
※ 	送れない品物 : 	麻薬類、向精神性物質、爆発危険物、配達国で禁止しているモノ、食べ物、

動･植物、松茸、鋳貨、コイン、宝石類、クレジットカード等

■宅配 : 郵便より高いが安全で早く届きます。

■バイク便 : 	宅配より早く届くバイク便はバイクを利用して当日内に届ける。大邱地域
のみご利用可能です。 

郵便局宅配 1588-1300
www.epost.go.kr (英語)

韓進宅配 1588-0011

大韓通運 1588-1255

KGB宅配 1577-4577

ロジェン宅配 1588-9988
DHL 1588-0001

www.dhl.co.kr (英語)

郵便局 国内 郵便ポスト 規格の封筒

差出人
切手

宛先
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ショッピングモール

生活情報
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•	 衣類、携帯電話、生活用品、写真館
•	 中区 達句伐大路 地下2100
•	 AM 10:00 - PM 10:00
•	 地下鉄1号線、2号線半月堂駅

メトロセンター

•	 衣類, 映画館, 食堂等
•	 中区 国債補償路 858
•	 AM 11:30 ~ PM 09:30 
•	 地下鉄: 中央路3番出口, 半月堂駅

ロッテヤングプラザ

• 衣類, 貴金属, 靴, 化粧品, 食堂等 
• 中区 国債補償路 580
• 	地下鉄 : 1号線中央路駅	

バス : 106, 156, 309, 400, 410, 508

デヒョンプリモール

•	 衣類
•	 西区 坪里路35道18－17
•	 AM 10:30 ~ PM 08:30
•	 バス : 202, 202-1, 402, 726, 750, 521, 202-1

クィンズロード

•	 衣類, 映画館, 食堂等 
•	 東区 八公路 49道16
•	 AM 11:00 ~ PM 09:00
•	 バス : 101, 101-1, 401, 八公1, 急行1

ロッテモールイシアポリス店

•	 衣類,雑貨
•	 達西区 達西大路411
•	 AM11:00 ~ PM21:00
•	 バス : 	156, 503, 508, 達西3, 城西1, 城西1-1, 

急行1 
モダアウトレッド

ショッピング
伝統市場

デパート

• 	朝鮮時代全国3大市場の一つであり、繊維品目
が中心で、果物、干し物、海産物、靴など多
彩な商品が揃っているため韓国らしさを感じ
られることろ

• 	地下鉄2号線新南(シンナム)駅で下車後5分距離
• バス : 156, 300, 309, 323, 323-1

• 	伝統市場でありながら地域の芸術家の文化体
験場として使われており、金光石(歌手)を思い
浮かべる道で有名である。

• 	地下鉄2号線慶大(ギョンデ)病院駅3番出口下車
後10分距離

• 	バス : 	303-1, 309, 403, 420-1, 425, 609, 649, 
840, 939, 990

• 	伝統文化とドケビ(韓国の鬼)をテーマにしたテー
マパーク型伝統市場

• 	地下鉄1号線大谷駅(デゴク)で下車後、1番出口の
デウォン高校のバス停留所 600, 655、達城5に乗
り、玄風ハルメゴムタン停留所で下車後3分距離 

• 	バス : 600, 655, 達城3, 達城4, 達城5, 達城6, 達城7 

西門市場(ソムン･シジャン)

防川市場(バンチョン･シジャン)

玄風(ヒョンプン)ドケビ市場
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ショッピング、映画館、レストラン街が備わったワンストップショッピングセンターです。

ロッテ百貨店    交通 : 地下鉄(大邱駅) 現代百貨店    交通 : 地下鉄(半月堂駅)

長い伝統のショッピング文化空間であり支店もあります。

東亜百貨店(寿城店)
交通 : 	バス 400, 400-1, 401, 403, 604, 814, 寿城

1-1, 循環3, 循環 3-1

大邱百貨店
地下鉄 : 中央路駅2番出口徒歩5分(200M)
バス : 	106, 156, 309, 323, 401, 425, 427, 521, 

600, 650, 724, 909, 939, 980 
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公演場チケット販売所

主な展示場

大型書店

生活情報
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• 大邱の全ての公演情報を提供	 • 公演チケット予約及び手数料一部割引
• ☎ 053-422-1255	 • 10:00~20:00 (月曜日休務)

dgticket

教保文庫(ギョボ・ムンゴ)
• http://www.kyobobook.co.kr  
•	 地下鉄 : 中央路駅
•	 バス : 106, 156, 202, 202-1, 303

永豊文庫(ヨンプン・ムンゴ)
• http://www.ypbooks.co.kr
•	 地下鉄 : 半月堂駅
•	 バス : 106, 202-1, 303, 305, 349 

大邱芸術発展所
•	 展示, 公演, 教育等	 • 中区 達城路22道31-12 
• ☎ 053-803-6251, 1330	 • http://www.daeguartfactory.kr

大邱美術館
•	 展示	 • 寿城区 美術館路40 
•	 ☎ 053-790-3000, 1330	 • http://www.daeguartmuseum.org

国立大邱博物館
• 展示, 教育等  	 • 寿城区 青湖路321
• ☎ 053-768-6051, 1330	 • http://daegu.museum.go.kr

大邱近代歴史館
•	 大邱近代文化遺産展示	 • 中区 慶尙監營 67
• ☎ 053-606-6430, 1330	 • http://artcenter.daegu.go.kr/dmhm 

dgticket

教保文庫(ギョボ・ムンゴ)

ロッテヤングプラザ

セ
ン

タ
ー

ポ
ー

ル
(東

城
路

店
)

センターポール
(東城路店)

スタンダードチャータード銀行ロッテ百貨店

CGV(旧韓一劇場)

國債報償公園

市庁交差点

半月堂

中央駅
(ジュンアン･ヨク)

映画館、公演場、書店

映画館

主な公演場
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鳳山文化会館
•	 公演(芝居), 展示等	 • 中区 鳳山文化路77
•	 ☎ 053-661-3081, 1330	 • http://www.bongsanart.org

大邱オペラハウス
•	 オペラ公演 	 • 北区 湖岩路15番地
•	 ☎ 053-666-6000, 1330	 • http://www.daeguoperahouse.
org

寿城アートピア
• 各種公演, 展示  	 • 寿城区 舞鶴路 180
• ☎ 053-668-1800, 1330	 • http://www.ssartpia.or.kr

ゲミョンアートセンター
•	 各種公演(ミュージカル等)	 • 達城区 達句伐大路1095
•	 ☎ 053-580-6600, 1330	 • http://www.kmuartcenter.kr 

大邱文化芸術会館
•	 各種公演, 展示 	 • 達西区 公園循環路201
•	 ☎ 053-606-6114, 1330 	 • http://artcenter.daegu.go.kr

ロッテシネマー大邱
ロッテシネマー東城路
ロッテシネマー栗下
ロッテシネマー城西
ロッテシネマー広場
メガボックス大邱
ベガボックスハンイル映画館
シネマーM
CGV 大邱
CGV 大邱ハンイル
CGV大邱スタジアム
CGV 大邱現代
CGV 漆谷
MMCマンギョン館

ロッテデパート(大邱駅)
中区2.28記念中央公園付近
東区 栗下 ロッテアウトレッド
達西区セイントウェストホテル付近
西区7号広場付近
北区 七星洞 E-mart内
中区 教保(ギョボ)文庫付近
寿城区MBC放送局
中区ロッテヤングプラザ内
中区 教保文庫の隣
寿城区 大邱スタジアム競技場
中区 現代百貨店内
北区 東川洞 セブンベリー
中区 クァク病院付近

1544-8855

1544-0070

053-756-0404

1544-1122

1577-1015
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DAEGU

有効な情報
外国人支援機関の紹介

ボランティア

道路名住所

消火器の使用、電気火災及び犯罪予防    

主な在韓大使館の連絡先
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フィットネスクラブ、銭湯

■��フィットネスクラブ : シェイプアップ又は運動のためにジムに通うことができま
す。6ヶ月･1年単位で登録すれば割引もあり、ジムの施設・規模に応じて料金が異な
ります。コーチから器具の使用法を学べますが通訳がないので姿勢をよく見てそれに
従ってください。 
市内にはシティースパランド (053-637-4500), ジンソクスポーツクラブ (053-429-
6010)等がありその他にもたくさんあります。

■  銭湯 :  韓国には公衆浴場があり、韓国人は定期的に銭湯を訪れることが多いです。
銭湯ではサウナをするかタオルで肌を強くこすり垢を取ります(トルコと同じ)
男湯にはタオル、石鹸、ローション等が置かれていますが、女湯は個人で用品を揃え
てお入り下さい。代わりに女湯は男湯より値段が少し安いです。銭湯はジムの付帯施
設としてあることも多いです。

スポーツ
■�プロ野球 : 4月~10月まではプロ野球のシーズンである。三星,斗山,LG,ネクセン,ロッ

テ,SK, NC, KIA,ハンファ等計9チームがあり、三星が大邱の縁故チームである 
• 	野球場住所 : 大邱 北区 古城路35道 12-1 ☎ 053-606-8200
• 	バス : 202-1, 202, 836, 漆谷2, 急行3
• 	三星ライオンズホームページアドレス http://www.samsunglions.com (英語サービス)

■�プロサッカー : 3月から11月までサッカーシーズンである。韓国は 2002年ワールド
カップを開催しベスト4まで進出した。国内サッカーは大邱を初めとする14のチーム
がK-leagueの所属となり試合をする。
• 	韓国サッカー委員会 http://www.kfa.or.kr (英語,日本語), 大邱FC http://daegufc.co.kr
• 	大邱スタジアム住所: 大邱広域市 寿城区 ユニバシアド路180 140 ☎ 053-602-2011
• 	バス : 403, 939, 609
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大邱医師会

• 事業 : 医療支援
• 住所 : 北区 大賢路82
• 時間 : 日曜日14:00 ~ 17:00
• ☎ 053-953-0100

留学生、
勤労者等

有効な情報
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機関名

YMCA

大邱地方弁護士会

• 事業 : 	韓国語、茶道、料理、太鼓(ジャング)、民画、書道、
サークル活動の支援
※ 外国人芝居サークル “The Daegu Theatre Troupe”

• 住所 : 中区 中央大路 375
• 時間 : 09:00 ~ 18:00 
• ホームページ : http://www.tgymca.or.kr
• ☎ 053-255-0218 

• 事業 : 法律相談(通訳必要)
• 住所 : 寿城区 常緑路 23 弁護士会館4階
• 時間 : 月~金 09:00 ~ 18:00
• ホームページ : www.daegubar.or.kr
• ☎ 053-753-1900

外国人住民

勤労者、
結婚移住者

内容 支援対象

ボランティア
ゴンガム(共感、Empathy)
¤ 	紹介 : �「よりよい世界のための共感」は、大邱に定着した脱北者に対して社会福祉サー

ビスを提供する非営利民間団体です。福祉サービスの提供以外には半月堂駅と中
央路駅の間に位置するカフェゴンガム、ゴンガムゲストハウス、そしてジン路で
ゴンガム韓屋ゲストハウスを運営しています。この空間は社会的経済実現を目的
に作られ、ゲストハウスから得られた収入は脱北者支援事業に使われます。 

¤ 	ボランティア : �カフェゴンガム及びゴンガムゲストハウスとゴンガム韓屋ゲストハウ
スには様々なボランティアの機会がありますので、ボランティアをご
希望の方はご連絡下さい。

• 	位置 : 大邱広域市 中区 中央大路 79道 32 
• 交通 : 中央路駅1番出口から3分距離;薬令市(ヤンリョンシ)バス停留所で下車 
• 	電話 : 070-8915-8989
• 	ホームページ : http://www.empathyguesthouse.blogspot.com
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外国人支援機関の紹介
機関名

外国人人力支援
センター

多文化家庭支援
センター

嶺南労働教育委員会

大邱移住民宣教
センター

大邱外国人勤労者
ボランティアー会

カリタスムジゲ
事業団

• 事業 : 法律相談及び生活相談
• 住所 : 達西区 聖堂路215 ドゥウォンメディカルビル7階
• 時間 : 09:00 ~ 18:00 (水曜休み)
• ホームページ：http://dfwc.or.kr
• 	☎ 053-654-9700	

(中国語、ベトナム語、インドネシア語、フィリピン語、
   ウズベキスタン語)

• 事業 : 韓国語教育、通翻訳、就業支援、子供の言語発達支援等	
• 时间 : 09:00 ~ 18:00(周一~五)
• 	☎ 東区(053-961-2203)、北区(053-327-2994)

☎ 西区(053-341-8312)、南区(053-475-2324)
☎ 寿城区 (053-764-4317) 
☎ 達西区(053-580-6815)
☎ 達城郡(053-282-4371)

• 事業 : 悩み相談、文化イベント
• 住所 : 中区 中央大路77道 40
• 時間 : 09:00 ~ 18:00 (火~金、日)
• ☎ 053-253-1313

• 事業 : 悩み相談、文化イベント 
• 住所 : 達城郡 玄風面 玄風中央路 111、2階
• 時間 : 09:00 ~ 18:00 (月 ~ 日)
• ☎ 053-636-4171

• 事業 : 文化イベント
• 住所 : 達城郡 花園邑 聖和路4道 8-8
• 時間 : 09:00 ~ 18:00 (火~日)
• ☎ 053-634-9895

• 事業 : 言語サービス、文化イベント
• 住所 : 南区 大明路 182 5階
• 時間 : 09:00 ~ 18:00 (月~金)
• ☎ 053-621-2025

勤労者

結婚移住者

勤労者、
結婚移住者

勤労者、
結婚移住者

勤労者、
結婚移住者

結婚移住者

内容 支援対象
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知ってお得な情報!

消火器の使用、電気火災及び犯罪予防
消火器使用要領

① 安全ピンを抜き取る 
② ホースかけからホースを抜き出しつかみその端を火元に合わせる。
③ はさみを使うように取っ手を思いっきりつかんで押す 
④ 火元の下からほうきで掃くように順番に覆っていく 
⑤ 火が消えれば取っ手から手を外す (薬剤の放出が中断) 

電気火災の予防策
• 		 電気機器を使わないときは電源をオフにし電源プラグを抜く
•   	一つの電線にいくつかの線を繋げたり,一つのコンセントやソケットにいくつかの

電気機器を差し込んで使わない
• 		 電熱器の近くに燃えやすい可燃物を置かない 
• 		 	電気アイロン、電子レンジ等電熱器機を使う途中で急に停電になった際は、必ず電

源をオフにしておく 

犯罪予防

‘13.3.1から危険犯罪(殺人、暴行、監禁、強姦、窃盗、詐欺等)被害を受けた不法滞在者を救
助する過程で確認した不法滞在者(被害者)の身元情報を出入国管理事務所に通報しません 。

•  賭博をしてはいけません。
•  銀行を通さず個人取引を通じた海外送金も処罰されます。
•  基礎秩序違反行為に対しても罰金が科されます。
   - タバコの吸殻、ガム、ゴミ等のポイ捨てをしてはいけません。
   - 公共場所で唾を吐いたり放尿をしてはいけません
   - 禁煙場所での喫煙禁止
   - オートバイ運転手と同乗者はヘルメットを着用
   - 道路を渡るときは陸橋か横断歩道を利用 
•  家庭内暴力/性犯罪 : 	一人で対応できない時は警察や周りに知らせてください。	

(写真、病院診断書等の証拠確保)

有効な情報
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加圧式 蓄圧式

知ってお得な情報!
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道路名住所
導入背景
 ¤ 	 既存の地番住所では外地人が探しづらいことから2014年から道路名住所に変更

*http://www.juso.go.kr (英語)

道路名住所表記方法
¤ 変更前地番住所 → 大邱広域市 中区 東仁洞1街 2-1 (大邱市役所) 
¤ 変更後の道路名住所 → 大邱広域市 中区 公平路 88 

市・道+市･郡･区+道路名+建物番号+詳細住所(洞･階･号)

¤ 	探しやすい道路名住所
• 	道路名は道路幅に従ってデロ(大路)、ロ(路)、ギル(道)で区分します。

大韓大路(デハン・デロ) > 中央路(ジュンアン・ロ) > 世宗道(セジョン・ギル)
• 		建物の番号は進行方向に従って左側は奇数、右側は偶数です

現在位置は「大韓
大路12」(↑)方向
か ら 「 大 韓 大 路
60」まである

左側は奇数 右側は偶数

現在位置は「中央路
1」(→)方向へ「中央
路20」まである

十字路に設置し左側(←)
は「5」以下、右側は
「9」以上の建物がある

大路

路

道

8車線道路以上
中央路

大韓大路

中央路

2車線道路から
7車線道路まで

路より狭い
道路

中央路

世宗道

世宗道

世宗道

世宗道

世宗道

世宗道

大韓大路

大韓大路

中央路 中央路 中央路 中央路
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主な在韓大使館の連絡先
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住所
ドイツ
ロシア

モンゴル
米国

ベトナム
スリランカ
スペイン

英国
ウズベキスタン

ウクライナ
イラン
インド

　　インドネシア
日本
中国

カナダ
カンボジア

タイ
パキスタン

ペルー
フィリピン

豪州

02-748-4114
02-318-2116
02-798-3464
02-397-4114
02-738-2318
02-735-2967
02-794-3581
02-3210-5500
02-574-6554
02-790-5696
02-793-7751
02-798-4257
02-783-5675
02-2170-5200
02-738-1038
02-3783-6000
02-3785-1041
02-795-3098
02-796-8252
02-757-1735
02-796-7387
02-2003-0100

140-816 ソウル　龍山区 ジャンムン路32
100-120 ソウル　中区 西小門路11道43
140-885 ソウル　龍山区 読書堂路 95
110-710ソウル　鍾路区　世宗路188
110-230ソウル　鍾路区　三清洞　28-58
100-826 ソウル　中区　東湖路 10道39
140-893 ソウル　龍山区 漢南大路36道17
100-120 ソウル　中区　世宗大路19道24
137-863 ソウル 瑞草区 南部循環路2558
140-809 ソウル　龍山区 ジャンムン路 51
140-809 ソウル　龍山区 ジャンムン路 45
140-885 ソウル　龍山区 読書堂路 101
150-895 ソウル　永登浦区 汝矣大方路 380
110-150 ソウル 鍾路区 栗谷路2道 22
110-033 ソウル 鍾路区 紫霞門路 70
100-120 ソウル中区 貞洞道 21
140-887 ソウル　龍山区 大使館路20路12
140-887 ソウル　龍山区 大使館路 42
140-858 ソウル　龍山区 梨泰院路27道 62-34
100-706 ソウル　中区 退溪路 97 デヨンガクビル 20階
140-857 ソウル 龍山区 梨泰院洞5-1番地
110-714 ソウル 鍾路区 鍾路 1 教保生命ビル 19階

国家 連絡先



MEMO




