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新型コロナウイルスに関する注意喚起
エイビーロード サービス終了に関するお知らせ

新型コロナウイルスの感染拡⼤に伴い、外務省から全世界に対し感染症危険情報が発出されているほか、各国で⼊国制限等の措置等が取られています。エイビーマガジンは平常時の取材
介しておりますが、今後、渡航を予定される場合につきましては、最新の情報を収集し、渡航の是⾮から慎重にご検討・ご注意いただきますよう、お願い申し上げ
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ショッピングの⼈気記事

エイビーガールの⼈気記事

トジョン
ソウル在住。韓国が好きすぎて20代からソウルに住みつき、OL⽣活をしながら仕事や
プライベートで韓国全⼟を⾶び回る三⼗路⼥⼦。お酒にぴったりのグルメ、ソウルや地
⽅都市のおすすめ観光地を発信していきます。
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SMアーティストのコラボ商品販売で話題「SUM
MARKET」

今や世界中にファンがいるといっても過⾔でなはいK-POP。魅⼒あるアーティストを数多く抱える芸能
事務所の1つに「S．M．(エスエム)エンターテイメント」があります。その事務所に所属するアーティ
ストのコラボ商品がずらりと並ぶ話題のショップをチェックしてきました。

カテゴリ︓ショッピング  エリア︓アジア  韓国  ソウル
キーワード︓ おすすめ おみやげ ⼈気

ショップはエスエムの新社屋にあり︕

エスエムエンターテイメントには、東⽅神起、SUPER JUNIOR、少⼥時代、SHINee、EXOなど、⽇本
で⼈気のアーティストが所属しています。新社屋ができた際に、多くのK-POPファンがここを訪れ、楽
しめるように「SUM CAFE」というカフェも作られ、誰でも利⽤できます。地下鉄７号線清潭(チョンダ
ム)駅６番出⼝から徒歩１分というアクセスの良さもあり、多くの外国⼈が訪れています。私がお店を訪
れた時も、ちょうど⽇本⼈の旅⾏客がお買い物に来ていました。

⾷品系のコラボ商品はお⼟産にも最適

1 ショッピング

バンコク・セントラルワールドで買える︕⽇
本未上陸のファッションブランド3選
2020/01/19 タイ/バンコク

2 ショッピング

【おすすめ】ニューヨークの薬局で買える常
備薬
2021/02/26 アメリカ合衆国/ニューヨーク

3 ショッピング

【ブランド】リニューアルしたTiffany本店
2020/08/03 アメリカ合衆国/ニューヨーク

1 グルメ/スイーツ

ローマのお菓⼦「マリトッツォ」でしあわせ
気分を
2018/01/14 イタリア/ローマ

2 スポット

古い醸造所跡が最新トレンドスポットに︕〜
The Distillery Historic District〜
2018/08/26 カナダ/トロント

3 グルメ/スイーツ

もはやイギリスの国⺠⾷︖︕⽇本未上陸
出発エリアをに変更しました。
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ソウルの関連記事

注⽬のキーワード

キーワード⼀覧

SUM MARKET(サムマーケット)は、その新社屋の地下1階にあります。2016年3⽉4⽇にオープした新ス
ポット。アーティストのグッズというと、⽂具や雑貨などが多いですが、ここではお菓⼦など⾷品が多
く取り扱われいるため、お⼟産の調達にもかなりおススメです。
 
ちなみにアーティストとは関連のない、⼀般のお菓⼦や雑貨、飲み物も販売しているので、K-POPには
興味のない⽅も、旅の途中に⽴ち寄って利⽤するのもありでしょう。

韓国旅⾏⼟産の⼈気商品がコラボされている

韓国旅⾏のお⼟産と⾔えば、韓国海苔や⾼麗⼈参、⾟いカップラーメンなどが⼈気ですよね。その⼈気
のお⼟産に、アーティストがコラボされているんです。
 
韓国海苔は、東⽅神起の海苔とSHINeeの海苔があり、⾟い味や明太⼦味などが1セット2,500ウォンで売
られています。
 
ラーメン系は、SUPER JUNIORのハバネロカップラーメンやEXOのチャンポンなどが出ていました。
 
そしてお⺟さんへのお⼟産に最適なのが、東⽅神起の紅参タブレット︕紅参はとても体にいいので、喜
ばれますよ。

お菓⼦⼤好き⼥⼦に嬉しいラインナップ

もはやイギリスの国⺠⾷︖︕⽇本未上陸
「Nando's」のペリペリチキン
2018/10/07 イギリス/ロンドン

グルメ/スイーツ

韓国ソウルで本格東南アジア料理が⾷べられ
るお店をピックアップ
2017/08/22 韓国/ソウル

イベント

終わりの⾒えないススキの海︕ハヌル公園
「ススキフェスティバル」
2018/01/19 韓国/ソウル

グルメ/スイーツ

漢江を訪れる⼈々が⾜を運ぶカルビタンのお
店「瑞草麺屋 千⼾本店」
2020/07/14 韓国/ソウル

グルメ/スイーツ

⼀⼈旅でも熱々の鍋料理を楽しめる「マッソ
ンソン 弘⼤店」
2017/12/12 韓国/ソウル

スポット

ソウル旅『梨泰院Fountain Bar』韓国⼈の
友⼈お勧めお洒落バー︕
2017/10/10 韓国/ソウル

▼

出発エリアをに変更しました。
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勉強や仕事で疲れた時、ちょっと⼝に⼊れるだけでもストレス解消ができちゃう⽢いお菓⼦。⼤好きな
アーティストのお菓⼦ならもっと元気になれちゃいますよね。
 
各アーティストのキャンディーやチョコレート、ポップコーンなどが販売されています。チョコやポッ
プコーンは、⽸のデザインがとてもオシャレなので、中⾝を⾷べた後も活⽤できますね。
 
また、⽇本へのお⼟産には難しいとは思いますが、各アーティストのアイスクリームキャンディもある
んです。夏の韓国はとっても熱いので、旅の途中にお1ついかがでしょうか。

店内にあるサインもチェックしていこう

店内のいたるところに、グッズとともにサインが飾られています。お気に⼊りのアーティストのサイン
があるのか探してみるのも楽しみの⼀つ。
 
充実の商品に「ついつい買いすぎてしまった」なんて⽅も多いそう。次の韓国旅⾏で、ぜひ訪れてみて
はいかがでしょうか。
 
SUM MARKET(サムマーケット)
住所︓ソウル特別市 江南区 三成洞 52-1 出発エリアをに変更しました。



レストラン スパ

エイビーロードなら、多くの旅⾏会社から海外旅⾏・海外ツアー・海外航空券の⽐較検討が可能です。現地発のガイド情報など、豊富な観光情報もご紹介。
⽇本最⼤級のリクルートの海外旅⾏・海外ツアー検索サイトエイビーロードでご希望のツアーをお探し下さい。
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アクセス:地下鉄７号線清潭(チョンダム)駅６番出⼝を出て直進すると、すぐに建物あり。徒歩1分以内。
TEL:02-6240-9846
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※記事は掲載⽇時点での情報であり変更されている可能性もあります。ご了承下さい。（掲載⽇︓2016/07/16） 
※旅⾏前には必ず、外務省の海外安全ホームページで訪問地の安全情報についてご確認ください。 
※この記事はガイドレポーターの取材によって提供された主観に基づくものであり、記事は取材時時点の情報です。 
 提供情報の真実性、合法性、安全性などについては、ご⾃⾝の責任において事前に確認して利⽤してください。 
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