
静岡県ソウル事務所 所長 小関 克也

新型コロナ禍の韓国



面積：約10万平方キロメートル

(日本 約38万平方キロメートル)

人口：51,845,612人（2019年７月）

首都：ソウル特別市 人口978万人

在留邦人：39,403人（2018年10月:前年比－375人）

日本居住韓国人：452,701名（2018年6月末）

日韓往来：約885万人（2019年:内558万人が韓国人。

但し2018年の754万人からは大幅に減少）

名目GDP： 1兆7,204億ドル （2018年 世界10位）

※日本 4兆9564億ドル 世界3位

貿易額（2019年）

輸出：5,422億ドル／輸入5,033億ドル

本県の友好都市:忠清南道

韓国の概要



新型コロナ感染状況（全国 月ごとの感染者数合計）
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11月24日
首都圏2段
階引き上げ

10月11日
全国１段階
引き下げ

8月16日ソウ
ル市２段階引
き上げ
その後、全国
も2段階に

首都圏
12月8日

2.5段階引
き上げ



韓国の新型コロナ対策（社会的距離の確保）

12月8日午
前0時に2段
階から2.5段
階に引き上
げ



韓国の新型コロナ対策（社会的距離の確保）



韓国の新型コロナ対策（社会的距離の確保）



韓国の新型コロナ対策（社会的距離の確保）

現在は「2.5段階」！

〇現在の措置（一部上乗せ措置あり。当初12月23日～1月3日。その後1月17日まで延長）

・5人以上の私的な集まり禁止（宴会、企業の会食、グループ登山等）

→違反した場合「店側に300万won以下、利用者側に10万won以下の罰金」

※同一住所に住む5人以上の家族が会食する場合はOK

※結婚式、葬式は本来の2.5段階基準である50名以下までOK

・飲食店、スーパーの営業は夜9時まで（12月4日から継続実施）

・コーヒーショップは持ち帰りのみ。店内で飲むことは禁止

→氷点下の中でどこに行けば・・・・。（時間をつぶすところがないため外出抑制に効果大？）

・スキー場、スケート場の営業禁止（1月４日から収容人員1/3以内で可に緩和。しかし飲食禁止）

・初日の出の名所の閉鎖



新型コロナ感染状況（最近の感染状況）
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韓国の新型コロナ対策（社会的距離の確保）

夜9時以降終電まで公共交通機関3割程度削減（光化門駅の様子）

朝
8時
30
分
頃

夜
10
時
頃



韓国の新型コロナ対策

SNS QRコードによる個人認証（カカオ、NAVER）

（QRﾁｪｯｸｲﾝ）

残り時間 3秒

利用しようとする施設の担当者
にQRコードを見せてください。

・特別な読み取り機は必要なく、読み取
りアプリをスマホやタブレットにDLす
れば店側は対応可
なお店側の機械にはコードが記録される
のみで個人情報が記録されるわけではな
い。集団感染があったときには、コード
記録とSNS会社の持つ個人データが照合
され、濃厚接触者が特定される。
・コードが15秒ごとに新たに作られるた
め、他人のコードを写して利用すること
は困難
・韓国はスマホが個人認証の一つの手段
として活用されており、SNSもスマホの
番号とリンクしている



韓国の新型コロナ対策

新型コロナ検査場の増設（ソウル市）

・ソウル市民なら誰でも無料で匿名検査
が受けられる検査場56か所を運営。
・携帯電話番号のみ登録すれば、検査可
能。（ショートメールで結果伝達）

ソウル首都圏を中心とした検査体制の強
化により、平均検査件数は11月の1日あ
たり14,556件から、12月は37,184件に増
加
（ただし、検査結果待ちの数も11月30日
の63,365人から12月31日には170,338人
に大幅に増加）



韓国の観光業の状況は？

〇コロナ収束を見据えて、海外ツアーの販売開始
（ハナツアー、モードツアー等）
⇒申し込みは好調だけど・・・

〇国内リゾートホテルでの滞在プラン等、国内旅行への回帰
⇒韓国１の検索サイトであるNAVERの予約システムによる
特価販売
⇒海外路線で余った飛行機を国内路線に投入

全体としては旅行会社・航空会社は青息吐息状態で、相当数の
職員が休職中。雇用の支援措置が切れる数か月後には大量退職
や業界再編があるのではとの見方も。



コロナ収束後の韓国の観光客の動きは？

〇個人旅行が増加（高級路線への転換）
⇒ネット申込、SNSの重要性が更に増加

〇安全・安心
⇒密を避けられるキャンプ。登山、サイクリング、ゴルフ
など

〇賑やかなところよりも心の平安を求めて落ち着いたところへ
⇒大都市から地方へ。レンタカーによる旅行の増加

〇ただし、韓国発日本着の地方便がどこまで復活するかが
不透明。主要空港から遠い地域はかなり不利になることも
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２社以上就航 10都道府県

大韓航空のみ就航 ４県

アシアナ航空のみ就航 １県

エアソウルのみ就航 ２県

ティーウェイ航空のみ就航 －

チェジュ航空のみ就航 ２県

イースター航空のみ就航 －

＜2019年12月現在＞

広島

石川

2014年10月 ６６１便/週

2019年3月 １３０６便/週

2019年10月 ８７９便/週

2019年12月 ９５０便/週

新型コロナ前の日韓空路

出展:日本政府観光局ソウル事務所



コロナが収束しました

さて、韓国の観光客が戸惑うところ

〇居酒屋のお通し
⇒韓国ではおかわり自由のおかず（パンチャン）がセット

〇英語が通じない

〇タクシーが高い。
バスと電車を乗り換えるたびに料金がリセットされる

〇キャッシュレス決済が使えないところが多い

〇ネット環境がイマイチ

〇マニュアル依存の対応が多い。ちょっと閉鎖的？



コロナが収束しました

さて、韓国の観光客が日本に感動するところ

〇綺麗、食べ物がおいしい。（ラーメン等、手軽なものも人気）
コンビニにも美味しい食べ物がいっぱい！

〇地域によって変化がある。伝統が継承・保存されている。
⇒韓国の街はあまり個性がない

〇お土産が豊富

〇温泉が多い。宿泊施設の種類も豊富（旅館等）

〇ゴルフ場が安い（ソウル近郊では一日3万円くらい）

〇秩序が守られている。クラクションがなく静か？



静岡県ソウル事務所ブログのご紹介



静岡県ソウル事務所facebookのご紹介



静岡県ソウル事務所instagramのご紹介



ブログ・FB・インスタグラムからの発信情報について

韓国内には市販されている静岡県ガイドブックがない。
公式ブログ＆facebook＆instagramの情報だけでも十分に静岡を楽しめるように！

発信①

「観光地・グルメ」
旅行先を決める第一歩となるコンテンツをPR

中部地域、西部地域、伊豆地域、富士地域に分けて紹介。

季節感あふれるテーマで合わせて情報発信。

メガコンテンツ「富士山」、「伊豆(修善寺・熱海)」もPR。

発信②

「交通」
基本的には公共交通機関を利用したアクセス方法を紹介。

電車・パスなどの旅行情報を欲しがる方が多い。

地域(富士地域、西部地域)および対象(家族旅行)によっては

レンタカー旅行を進め、必要な情報を提供。

発信③

「宿泊」
ホテル予約サイトは多いものの、

詳しい情報を提供するところは少ない状況。

ブログ取材で実際に宿泊し、質の高いものを紹介。

旅館、高級ホテル、ビジネスホテルなど幅広く対応。

発信③

「旬の情報」
県内在住の国際交流員や県庁から送られてくる情報を発信。

祭りや大会など特別なイベントを調べて、特集として

掲載することもある。

メンテナンス、運休、閉店などの情報も大事。



情報提供についてのご案内

ソウル事務所で運営しているブログ＆facebook＆インスタグラムへの情報提供をお待ちしております。

＜頂きたい情報について＞（blog取材候補地)

【１】旬の情報
・新しくできた観光スポット、外国人誘客に力を入れ始めたスポット
・特別に開催されるイベント

【２】隠れた名所
・交通の便がいいのにまだ海外に知らされてない隠れた名所。
・交通の便が良いとはいえないが、辿り着くのが大変でも行くべきスポット。

【３】最近人気のあるコンテンツを持っているスポット（体験型）
・観光で人気のグランピングや富士山を見ながらできるパラグライダーなど独特で印象的なコンテンツを持っているスポット。

【４】外国人向けサービス
・外国人対応可能な観光案内所
・外国人対応に力を注いでいる宿泊施設等

ブログなどSNS
委託会社

ソウル事務所
職員

現地職員

<ブログ取材体制>

定期ブログ取材

● 年３回実施（１回につき、３泊４日程度）

● 今まで紹介してない取材地を中心に回る

● 基本的に公共交通機関を利用して取材

● 新しくオープンしたスポットなどに注目

● 韓国の訪日観光客にはリピーターが多いので

日本の他の地域とは違う魅力を発見できるよう

心がけて日程を組んでいる



情報提供についてのご案内

ソウル事務所で運営しているブログ＆ｆacebook＆instagramへの情報提供をお待ちしております。

情報提供によるSNSへの掲載

ブログ取材の回数が少ないので、

市や町から原稿及び写真・動画データを頂き、掲載することも可能。

（ブログ取材は年に３回しかないので、季節的なイベントがあっても即時に対応が
できません。現地からの生き生きした情報があればぜひ紹介をお願いいたします。)

● 画像 ：ブログ 3M以上写真5枚以上

FB&インスタ １M以上の写真１枚以上

● 原稿 ： 基本情報程度。内容はブログ・FB・インスタの執筆者が作成。

● 備考 ： アクセス情報、URLなども頂けたら記事作成に大変助かります。



静岡県ソウル事務所について

＊最寄駅徒歩３分程度。仁川国際空港からリムジンバスで約1時間。

► T E L  )   +82-2-777-1835

► e-mail) shizuoka@shizuokaseoul.com

静岡県ソウル事務所

市庁駅

光化門駅

静岡県ソウル事務所

mailto:shizuoka@shizuokaseoul.com

