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50年にわたる奇跡的な発展により、韓国
は今ではその伝統的な文化を維持しつつ
近代化された国となりました。韓国の活
気に満ちた国際的なライフスタイルや、
素晴らしい風景、文化遺産、さまざまな
お祭りなどは、訪れる人の心を奪うこと
でしょう。

韓国でのワーキングホリデーを計画して
みませんか!

一般的な情報

韓国は...

大韓民国
ソウル
韓国語
51.84万人 (2022)
韓国ウォン
US $ 1兆1,638億ドル (2020)

正式名称  
首都      
言語         
人口       
通貨          
GDP             



1韓国ワーキングホリデー

※ 参加国/地域の一覧 (2023.01)
アイルランド, アメリカ合衆国, アルゼンチン, イスラエル, イタリア, オー
ストラリア, オーストリア, オランダ, カナダ, スウェーデン, スペイン, チェ
コ共和国, チリ, デンマーク, ドイツ, ニュージーランド, ハンガリー, フラ
ンス, ベルギー, ポーランド, ポルトガル, 英国, 日本, 台湾, 香港

1
韓国は、全世界25カ国/地域との間にワーキングホリデープログラムを結ん
でいます。このビザの主な目的は、韓国での短期的な仕事に就くことで資
金を補充することにより、休暇期間の延長を可能にすることです。この一度
限りのビザを取ることで、韓国文化を存分に満喫できる時間の融通性が得
られます。ワーキングホリデー許可証保持者は、滞在期間中に、私立の教
育機関で学習または訓練を受けることも許可されています。

1韓国ワーキングホリデー

韓国
ワーキングホリデー
プログラム / ビザ
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ビザの有効性
• 12ヶ月以内の滞在
• ビザ有効期間中は、無制限の韓国出国および再入国, (パンデミックを考慮した
場合、おそらくシングルエントリービザ) -  再入国申請必須/ARC所持者 
• 追加の労働許可取得は不要 (最大勤務時間: 週25時間)
•  滞在期間中、特定の専門的職種(医師、教師、運動選手、芸能タレントなど)以外

は、ほとんどの種類の一時雇用を受ける資格がある。

※  上記の韓国ワーキングホリデー ビザ条件は、国や地域によって異なることが
ありますのでご注意ください。

国/地域 雇用期間の制限 学術活動期間の制限

アメリカ合衆国, 
アルゼンチン, 

オーストリア, オランダ,
 スウェーデン, スペイン,

 チェコ共和国, チリ, 
ドイツ,  ハンガリー,

フランス, ポーランド, 
ポルトガル,  英国, 日本, 

台湾

制限なし 制限なし

カナダ 制限なし 3 数ヶ月

アイルランド 制限なし 6 数ヶ月

ニュージーランド 制限なし 6 数ヶ月

イスラエル 3 同じ雇用主のもとで 6 数ヶ月

オーストラリア 6 同じ雇用主のもとで 4 数ヶ月

香港 6 同じ雇用主のもとで 6 数ヶ月

イタリア 6 同じ雇用主のもとで 制限なし

ベルギー 6 数ヶ月 6 数ヶ月

デンマーク 9 数ヶ月 6 数ヶ月
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資格条件
• 18歳以上25歳(やむを得ない事情という判断される場合は30歳)以下であること 
• 韓国滞在中のいかなる時点においても、扶養家族を伴っていないこと
• ビザ申請時および取得時に母国内にいること
• 有効なパスポートを所持していること
• 韓国滞在期間中の健康保険を所持していること
• ワーキングホリデーの初期段階での十分な生活費があること

(最低KRW 3,000,000) 
• 帰りの航空券または、その購入資金の証明 
• 従前にワーキングホリデー ビザで韓国に入国した経験がないこと
• 犯罪歴がないこと
• ビザ申請書とともに、申請料を支払うこと
•  休暇を主目的に韓国に来なければならない（長期間仕事をしたり勉強したい人
  ワーキングホリデービザ以外の種類のビザを検討してください。）

* ビザ 申請料:
- 申請費は国籍により異なることがあります。
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必要とされる書類
• ビザ申請書
• 有効なパスポートおよびパスポート写真1枚 (3.5x4.5cm)
• 帰りの航空券または、その購入資金の証明
• 補足の財務書類 (例：銀行の残高証明書の認証謄本)
• 韓国滞在期間を通して有効な健康保険 (補償範囲 : 最低KRW 40,000,000)
• 旅行計画書
• 申請料
• 犯罪歴の確認
• 建康診断書
• 在學證明書または最終学歴の証明

※  上記の諸条件は、各大使館/領事館/KVACにより異なることがあります
のでご注意ください。したがって、計画を立てる前に、適切な大使館/
領事館から最新の公式的な情報を取得されることをお薦めします。* 
詳細については、35ページを参照してください。 

※ 大使館・領事館一覧:
      www.mofa.go.kr/eng/nation/m_4902/list.do
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韓国語 [言語]

韓国語が話せると、仕事も見つけやすくなります。韓国語がよく話せれば、
キャリアとしてプラスになるだけでなく、日常生活にも便利ですし、社会で
の活動に幅広く参加することもできるようになります。韓国の日常生活や
職場では、じつは英語はあまり広く使われていません。
ですから、韓国でのワーキングホリデーに先立って、韓国語を身につけて
こられるとよいでしょう。韓国語のコースは、世界各地の大学で提供され
ています。各国の韓国大使館/領事館でも、韓国語学習の機会をご紹介し
ています。 

無料で韓国語を学ぶ
無料のオンライン語学コースは、Nuri Sejong Hakdang が提供していま
す。以下のリンクをご確認ください。

2韓国ワーキングホリデー

※ 一般的な情報：Seoul Foreigner Portal (http://global.seoul.go.kr)

電話) 02-3276-0700
Website) https://www.sejonghakdang.org/front/main/main.do
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韓国語学習 [有料]

梨花言語センター ホームページ

梨花言語センター      http://elc.ewha.ac.kr

漢陽大学校 
国際言語研究所      http://hkli.hanyang.ac.kr

建国大学校言語研究所      http://kfli.konkuk.ac.kr

高麗大学校 
高麗大學校韓國語センター      https://ile.khu.ac.kr/ 

慶熙大学校 
国際教育研究所      http://eng.iie.ac.kr

ソウル大学校 言語
教育研究所      http://language.snu.ac.kr

西江大学校　韓国語
教育センター      http://klec.sogang.ac.kr

延世大学校      http://www.yskli.com
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オンラインでの韓国語学習 [無料]

• アリランTV- 韓国語を話そう 第1課 
  http://www.youtube.com/user/arirangkorean 

• KBS ワールド – 韓国語を学ぼう 
  http://rki.kbs.co.kr/learn_korean
 
• Nuri-Sejonghakdang 
  https://nuri.iksi.or.kr/front/main/main.do?language=en 

• Seoul Online King Sejong Institute 
  https://www.iksi.or.kr/co/seoul.do 

• EBS Durian 
  http://www.ebs.co.kr/durian/kr/course
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宿所情報

[短期滞在]

ゲストハウス
ゲストハウスは、ゲストが宿泊できるように改修された韓国式の家屋で
す。本格的な韓国体験とともに、その土地の人々や他の旅行者たちと交
流する機会もあるでしょう。

ユースホステル
ユースホステルは、全国どこにでもありますし、手頃で良質な宿泊施設を
提供しています。主要都市に合計70のユースホステルがあります。値段は
KRW 15,000 から KRW 40,000です。

※  韓国に着いてまず最初に宿泊する場所としては、ユースホステルまたはゲ
ストハウスがお薦めできます。これらの施設は、値段も手ごろですし、いろ
いろな情報を収集して今後の生活の準備をするのによいでしょう。

3韓国ワーキングホリデー
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3
[長期滞在]

ホームステー 
韓国語を話す家庭の中に住み、自分専用の寝室がありますが、ホストと共に食
事をします。韓国人を知り、彼らの生き方を共有するには優れた方法です。もち
ろん韓国語の堪能さも向上するでしょう。

ワン・ルーム 
ワン・ルールは、学生や独身者の間で非常に人気があります。ワン・ルームという
のは、バスルームと簡易キッチン、居住スペースを備えた大きな個室です。  

ゴシウォン (ゴシテルまたはリビングテル) 
ゴシウォンというのは、もともとは公務員になるための国家試験を受ける人々のた
めの施設でしたが、現在では、ワン・ルームやスタジオアパートメントに比較する
と値段が手ごろなので、ゴシウォンが、人気のある住居オプションとなってきまし
た。全家具付きで、もしも部屋の中に専用のバスルームや窓がある場合は、金額は
やや高くなります。

オフィステル/スタジオアパートメント
「オフィステル」は、オフィスとホテルを合わせたもので、同じ建物の中で住居と
仕事場を兼ねています。多くは全家具付きです。オフィステルはワン・ルームより
も高額で、より広い居住スペースと設備を備えています。住人は、毎月の維持費
と電気、ガス、水道料金などを負担します。
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レジデンス 
サービス付きレジデンスは、ホテルのようなサービスの付いた家具付きのアパー
トメントです。各ユニット毎に、屋内プール、エクササイズルームや快適設備をは
じめとする近代アパートメントの必需品を備えています。これらのユニットは、普
通のホテルの部屋の2～3倍と大きく、普通はキッチン付きです。中には、住人の
ための掃除洗濯のサービスがあるところもあります。

アパートメント
韓国のアパートメントは、韓国人の間では、最も人気のある住居のオプションであ
り、最近ではますます快適さが向上しています。ほとんどのアパートメントは、近く
にスーパーマーケットや地域のオフィスなどの施設があり、公共交通機関の便も整
っています。アパートメント式の住居のほとんどは家具付きになっていません。
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住居の探し方

韓国の都市での住宅市場はとても競争が激しく、手頃な価格の住居は明らかに不
足しています。

ワン・ルームでもオフィステルでも、借りる場合はまず賃貸借契約を結ぶ必要があ
ります。契約書にサインする前に、自分の権利と責任に関して明確に理解してい
ないと、後で高い代価を払わなければならなくなることがあります。韓国人の友人
がいれば、契約書の内容を確認してもらうのがよいでしょう。  

2月と8月は、新学期の始まりのため、住居を探すのが難しいことがあるので注意
してください。

※  ソウルの外国人のための宿泊施設、住宅、および利便施設に関する情報：
http://english.seoul.go.kr/service/living/housing/1-wolse-jeonse/
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オンライン
便利で安価な方法は、インターネットの利用です。インターネットで、不動産会
社のホームページや、オンライン新聞の物件のリストなどの良質の情報源にア
クセスできます。

オフライン
理想の物件を探すのに、たしかにインターネットや新聞の物件の広告も利用
できますが、実際に物件を探す場合は、個人的に不動産業者を通して探すの
が一般的です。不動産業者はどこでも簡単に見つかります。業者の事務所の
多くは、正面や窓に現在入居可能な物件を掲載した看板を掲げています。適
当な業者を見つけた後は、借り手としての特別な要望や予算の範囲を伝える
ことです。業者は、借り手の要望に応じた範囲の物件を見せてくれますから、
そこから最も適するものを選ぶことができます。業者はアパートメントの所有
者を確認し、所有者の身元を証明しなければなりません。

住居を探すには様々な方法があります。

※  外国人のための不動産代理店：
http://english.seoul.go.kr/service/living/housing/5-real-estate-agencies-for-foreigners/
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韓国で働く
どこの国でもそうですが、仕事を見つけることは簡単ではないかもしれま
せん。特に、韓国語についての知識がなければなおさらです。韓国で仕事
に就こうとした場合、韓国語が堪能であれば間違いなく有利です。しかし、
まっとうなプロフィールと正確なアプローチをもってすれば、どのような仕
事でも成功するものです。たんに旅行者として訪問するのとは対照的に、
韓国で働くことは、韓国の文化と生活の中に溶け込み、新しい友人を作る
には素晴らしい方法です。 

韓国ワーキングホリデー滞在者がアクセス可能な仕事
言語関連の仕事
• 翻訳者/編集者 

翻訳者/編集者になるためには、その対象となる言語で読み書きし、自分
をうまく表現する能力が必要です。この仕事は、情報やアイデアが、異なっ
た言語や文化の間で交換されることを可能にします。ですから、人々の持
つ文化に対する理解も必要になります。将来の翻訳者/編集者を目指す人
は、業務書簡、ホームページ作成、映画の字幕作成、公式的文書や文献等
の翻訳/編集や、その他の分野の仕事にまず就いてみることもできます。

4韓国ワーキングホリデー
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• 声優 
声優とは、「声」が必要とされる様々な場面で、「声」を提供する人々です。外国
人向けの仕事としては、その多くは外国語教育に関連する教材(例えば、オーデ
ィオブックや試験問題等)の作成です。声優は、明確な音調でしっかりと演ずる
ことと、長時間の録音セッションを通して、それを維持できる声量を持つことが
重要です。声優に対する人々の関心は高いのですが、韓国には声優に対する組
織的な業者はいません。

接待業務
• ホテル/レストラン

韓国が外国人旅行者の間で人気のある訪問先になりつつある中で、ホテルやレス
トランおよびケータリングサービスでは、ゲストや顧客を助けるために二言語を
自由に話せる人やゲストの現地語を話せる人を雇用しています。この分野の人は、
その言語を自由に話せる能力で丁寧に接客することと、優れた対人能力が要求
されます。この業種で最も重要な点は、顧客にくつろぎを与えること、素晴らしい
食事がサーブされること、優秀なサービスがゲストに提供されることなどです。

ボランティアの仕事
• WWOOF コリア

WWOOF(World Wide Opportunities on Organic Farms) コリアは、有機農場
や小自作農地でのボランティアを希望する人々と、ボランティアによる援助を必
要としている人々を結びつける働きをします。ボランティアサービスの見返りとし
て、WWOOFは食事と宿泊および有機ライフスタイルについて学ぶ機会を提供
します。  
http://wwoofkorea.org
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1. 履歴書の微調整
-  履歴書は、雇われる可能性のある会社への最初の自己紹介です。明確かつ簡潔

に自分を紹介し、仕事の内容に関連のある側面のみを説明することがコツです。
履歴書には自分の最近の写真を添付しなければなりません。 

2. 仕事を探す
-  仕事を探している人々におそらく最もよく利用されているのはオンラインの仕事

検索サイトです。以下のホームページは、有益な情報を載せた、最も人気のある
英語の仕事検索サイトです。リストをスクロールして、自分のニードに合ったサイ
トを探してください。

仕事を探している人への助言

英語のウェブサイト

ワーキングホリデー
インフォセンター http://whic.mofa.go.kr/eng

Seoul Foreigner Portal http://global.seoul.go.kr

ソウル市公式ホームページ http://english.seoul.go.kr/life-information/work/

コンタクト・コリア https://contactkorea.kotra.or.kr/index.do 

韓国語のウェブサイト

잡코리아(ジョブコリア) http://www.jobkorea.co.kr

사람인(サラムイン) http://www.saramin.co.kr

알바몬(アルバモン) http://www.albamon.com

알바천국(アルバ天国) http://www.alba.co.kr
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3. ネットワークの構築 
-  就職口の大多数は、宣伝されていないことが多いのです。その代わり

に口伝えによって人が雇われます。友人、親戚、知人等、自分のネット
ワークが価値ある仕事検索のリソースとなります。

4. 要求されなくても履歴書を送る 
-  もしも、狙っている特定の会社や職種がある場合、求人公募がまださ

れていなくても、応募書類を準備しましょう。  

労働法カウンセリング  
-  賃金、退職金、解雇、労働組合、労働安全、平等雇用、普遍的労働事

項などの、雇用と労働行政に関するカウンセリングサービス  
http://www.moel.go.kr/english

国内 1350 (外国語 #5)
English, Chinese Available

海外 + 82-52-702-5089

雇用労働部 [MOEL]

※ 連絡先

月曜から金曜まで、9:00から18:00まで利用可



17韓国ワーキングホリデー

1.  ワーキングホリデー ビザにより韓国内で就ける仕事の種類は限られてい
るのでしょうか?

>>  ワーキングホリデー 滞在者は、ほとんど全ての臨時の仕事をすることは
可能ですが、以下の分野は除外されます：良好なモラルやマナーを危険
にさらす可能性がある娯楽的な場所での受付係、ダンサー、歌手、音楽
家、曲芸などの仕事、または、国内法により特定の資格が必要とされる
医師、弁護士、教授、パイロット、語学講師、料理人その他の専門的なサ
ービスなどです。もしも韓国で外国語を教えたい場合は、E-2 ビザを申
請する必要があります。 

2. お金はどのくらい稼げますか?
>>  給与は、本人の技術、経験、教育、取得資格証明や雇用者(職種)のタイ

プにより様々です。2022年の最低賃金は時給 9,160 KRW と定められて
います（2023年は9,620ウォン）。外国人は、韓国人労働者と同レベルの
最低賃金を保証されています。 
パートタイム労働者は、低賃金では生活費を賄うことができないことも
よくあります。言語を使用する職種(翻訳者、編集者など)が、通常韓国で
は高賃金の職種とされます。 

3. ワーキングホリデー ビザ保持者として、労働時間の制限はありますか? 
>>  法務省によると、H-1(ワーキングホリデー)ビザ保持者は、週25時間以上

は働くことができません。参加者は、主要目的として働くのではなく、旅
行の資金を補充するために、ワーキングホリデー中の時間を取って働く
という立場です。

質疑応答
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韓国での休日
韓国は、その四季がはっきりしており、旅行者にとって多くの魅惑的な
風景やユニークなアトラクションがあります。ワーキングホリデービザ
での滞在期間中に、国内を旅行するのは素晴らしい経験となるでしょ
うし、忘れがたい思い出となることでしょう。最近の「韓流」(韓国の
波、コリアンポップカルチャーの人気)ブームにより、韓国の文化とエン
ターテインメントが国際的な評価を得るようになり、その結果として世
界中の多くの若者が、韓国での休日を楽しく過ごそうという熱意で韓
国にやってくるようになりました。韓国という一つの国の中で、医療韓
流ツアー、宮殿や寺院等の文化遺産、ブルゴギ等の韓国料理、美容健
康ツアー、ワールドクラスのショッピングセンターなど全てが利用でき
ます。

年間を通じてお祭りの雰囲気を楽しむ 

「氷の国華川ヤマメ祭り」から「保寧泥祭り」まで、韓国の自然を体験
することができます。文化祝祭に関心があれば、「釜山国際映画祭」や
「富川漫画祭」がお薦めです。年間を通じて、韓国では多くの祝祭や
国際博覧会や展示会が開かれています。ワーキングホリデー ビザで韓
国に滞在する期間中に、各都市/道の役所から提供されるこうした行
事の情報を見逃すことはほぼないでしょう。

5韓国ワーキングホリデー
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韓国の四季

韓国は四季がはっきりしており、季節毎の多くのアトラクションがあります。春に
は、山でのフラワーフェスティバルや全国随所での桜の見所があります。韓国の夏
は、水上スキー、ウィンドサーフィン、急流下りなどのスリルのある様々な水上スポ
ーツをさわやかに楽しむことができます。秋は、穏やかな天候で、ハイキングやピ
クニックの季節です。冬には、スキーやスノーボードを楽しんだ後、温泉で温まる
のもよいでしょう。 

文化遺産や史跡

歴史に対する関心を満たすためには、「壁のない博物館」として知られている慶州
の古代都市から、何千年も前に火山活動によってできた済州島への旅を企画する
のもよいでしょう。その旅の期間に、ユネスコの世界遺産に登録された遺跡ついて
学ぶこともできますし、それは韓国の文化と歴史をよりよく理解する助けになるで
しょう。あるいは、1999年にエリザベス女王が韓国訪問時に一日を過ごした安東
韓屋村はどうでしょうか? 韓屋(伝統的な韓国式家屋)の優雅な美しさは本当に素晴
らしいものです。世界的に有名な伝統的仮面舞踊を鑑賞するのもよいでしょう。

5
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韓国、ポップカルチャー－韓流(韓国の波)－の中心

韓流(韓国の波)についてご存知ですか? 韓国の見事な風景や伝統的文化を楽しん
だ後は、今度は超高層ビルの立ち並ぶ街に出てみましょう。都会の生活はさまざ
まな楽しみとエンターテインメントで溢れており、どこに行っても「韓流」と呼ば
れる韓国のポップカルチャーの人気に気づくでしょう。韓流の人気の上昇ととも
に、KポップとKドラマは、アジア全域にわたり若い世代の間でブームになっていま
す。ソウルでは企業の主催で、ほぼ毎月Kポップコンサートが開催されており、中で
も「WAPOP」と 「ドリームコンサート」は、世界中の韓流ファンの間で最も人気の
ある主要なKポップコンサートです。韓国に滞在している間に、韓流の最新のトレ
ンドに追いつき、韓国のドラマ、音楽や様々な文化的な機会をお楽しみください。
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韓国の文化を体験 
韓国食品振興研究所
• イベント会場

ソウル特別市鍾路区北村路18、3階

• イベントプログラム (変動可能) 
韓国の味。 K-Foodの経験。イベントプログラムは変更になる場合がありますの
で、下記の番号までご連絡の上、空室状況をご確認ください。
 

• 通知事項
https://culture.hansik.or.kr/kr/main/main.do  

• 連絡先
+82-2-6320-8400 韓国食品振興研究所

ブクチョン伝統文化センター
• イベント会場

ソウル特別市鍾路区渓洞路37 

• イベントプログラム (変動可能) 
北村韓屋村案内、工芸体験プログラムなどイベントプログラムが変更になる場
合がありますので、訪問前に必ず下記連絡先までお問い合わせください。

• 通知事項
https://hanok.seoul.go.kr/front/eng/exp/expCenter.do?tab=1  

• 連絡先
+82-2-2133-1371, +82-2-2133-1372,  ブクチョン伝統文化センター
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韓国での生活情報
生活費 

韓国は、ヨーロッパ諸国に比べれば、それほど物価は高くありません。ワーキ
ングホリデー滞在者が、毎月どのくらいの経費がかかるか正確にはわかりま
せんが、次の表は、ワーキングホリデー滞在者の一月あたりの推定される基
本的生活費を示しています。ただし、どこに住むか、どのような生活をするか
によって大きな差が出てくるので、この数字はおおよその見積もりです。 

平均としては、生活費に毎月KRW 1,300,000ほどかかります。安価な宿泊
施設に滞在し、控えめに生活すれば、おそらく毎月KRW 1,000,000ほどで
すむでしょう。

* 昼食代は約 KRW 8,000

6

タイプ 生活費の概算
家賃と公共料金                   KRW 600,000

飲食                   KRW 400,000

公共交通機関                    KRW 50,000

携帯電話                     KRW 50,000 

エンターテインメント 
(旅行、映画、スポーツ、コンサート他)                      KRW 100,000

衣料費 (衣服/美容)                    KRW 100,000

合計                     KRW 1,300,000

* 毎月の経費(平均)

韓国ワーキングホリデー
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6
外国人登録 

すべてのワーキングホリデー滞在者には、外国人登録(Residence Card) が義務付
けられています。登録は滞在地の最寄り(管轄)の入国管理局で、入国後90日以内
に行わなければなりません。 

外国人登録証は、銀行口座を開設したり、携帯電話を購入したり、賃貸契約を結
んだり、国内で合法的に働くなど、韓国国内での多くの活動をするのに必要とさ
れます。 

申請と同時にすべての関連する書類を提出することが不可欠です。入国管理官
は、指紋を採り、外国人登録証の受け取り予定日を記した領収証をくれます。通常
は外国人登録証の発行には3週間ほどかかります。 

もしも滞在地が変わって別の場所に移動する場合は、移動して5日以内に移動の
報告をしなければなりません。

* 大韓民国に居住する間、個人情報が変更された場合（例えば、名前、国籍、生年
月日、パスポート番号、パスポート有効日、パスポートの発行日、大韓民国アドレ
ス）14日以内に出入国管理事務所に報告してください。これに関連しお問い合わ
せは移民コンタクトセンターに連絡してください。地域番号なしで1345に電話して
ください。
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居住可能期間
• 韓国に入国した日から90日以内 

必要書類 
• 有効なパスポート(ワーキングホリデー ビザ) 
• 申請書(韓国入国管理局で入手可能)  
• 申請料(30,000 KRW)
• 旅行計画
• 住居連絡先書類 
• 雇用証明(該当者のみ)
• 1 写真(3.5x4.5cm, 白色の背景)

※ 入国管理局に行く前にオンライン予約をしなければなりません。
     ▶ www.hikorea.go.kr

  ▶ 自分の管轄の事務所はどうしたらわかるか? 
       電話 ☎ 1345
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銀行

すべてのワーキングホリデー滞在者は、韓国の銀行口座を開設することをお薦め
します。銀行口座にお金を保持するほうが、現金を携帯するよりも安全であり、支
出の記録を付けるのも容易にできます。口座開設は比較的簡単であり、銀行の支
店にパスポート(または外国人登録証)を持参するだけでできます。銀行口座の開
設と維持は無料です。 

韓国では、チェック(デビット)カードが、最も一般的な支払い方法の一つです。支払
った金額は、支払いと同時に口座から引き落とされます。チェック(デビット)カード
を作成するには、外国人登録証とパスポートが必要です。チェックカードはまた、現
金の入金や引き出しにも使うことができます。

銀行に関する詳細は、銀行の支店にお問い合わせください。 

* 韓国の通貨 

韓国の通貨はウォン (KRW)と呼ばれています。 

紙幣: 1,000ウォン、5,000ウォン、10,000ウォン、50,000ウォン 
貨幣: 10ウォン、50ウォン、100ウォン、500ウォン 
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携帯電話

ワーキングホリデー滞在者が、ロックの解除された WCDMA (Wideband Code 
Division Multiple Access)対応の携帯電話を持っている場合は、その電話機にプ
リペイドSIM カードを使用することも可能です。自国の携帯電話会社やセンター、
または携帯電話製造会社に連絡して、お手持ちの携帯電話が、韓国のネットワー
ク内で使用できるかどうかを確かめてください。 

韓国に ワーキングホリデー.で滞在する期間中に連絡を取り合うためには、プリペ
イドSIMカードの使用は便利で経済的なソリューションです。

韓国には以下の3大オペレーターがあります： 

  * SK  
http://www.tworld.co.kr/eng  
☎ 080-2525-011 (English, Chinese and Japanese Available)

  * KT
http://global.olleh.com
☎ 1588-8448

  * LG 
http://www.uplus.co.kr
☎ 1544-0010 

SIMカードを購入して携帯電話を始動するためには、オペレーターの支店に外国
人登録証を持参する必要があります。それをしない場合は、3ヶ月毎に自分の携帯
電話を再登録しなければなりません。

▶ アクセスコード +82
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国民健康保険(必須) [www.nhis.or.kr]

国民健康保険は、韓国在住のすべての人に適用されます。外国人に対する適用の
資格としては、入管法第31条の下で外国人登録を申請した者で、韓国に3ヶ月以上
滞在した者となっています。このシステムでは、所得に応じた一定額を毎月支払う
ことにより、割引価格で医療機関のサービスを利用することができます。保険料
は、自動的に毎月従業員の口座から引き落とされます。働いていない人も、この保
険のプログラムに申し込むことが可能です。

※  2019年7月16日から6ヶ月以上韓国に滞在した外国人は国民健康保険に加入しなければ
なりません。

必要書類 

• 被保険従業員用のNHI 申込書、または
自営業用のNHI 申込書  

• 外国人登録証 
• パスポート (ワーキングホリデー ビザ)   
• 雇用契約証明 (該当する場合)
 

▶ 国民健康保険公団 (NHIS) コールセンター 
☎ 1577-1000 , ☎ 033-811-2000（外国語サービスあり）
http://www.nhis.or.kr/static/html/wbd/g/a/wbdga0101.html
(英語、日本語、中国語利用可)
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医療上の助言
韓国でのワーキングホリデーに入る6週間前に、主治医から、健康上の予防措置
や携行すべき医薬などに関して適切な助言を受けることをお薦めします。  

韓国到着時には、最低3ヶ月間有効な医療保険に加入している必要があります。そ
して国民健康保険に加入して、韓国人と同様の恩恵を受ける資格を得ることがで
きます。参加国によっては、韓国 ワーキングホリデー ビザ申請時に、健康保険の
証明書の提示を求められることがあります。自国で有効な健康保険が、韓国でも
有効であることもあります。保険会社に連絡して、補償範囲が適切であるかどうか
を確認してください。

税金還付
▶ 給料からの税控除 

1. 年金: 給与の4.5%
2. 国民健康保険: 給与の3.54% 
3. 所得税 

税基盤 税率

KRW 1200万ウォン以下    6%

KRW 1200万ウォン以上      KRW 72万ウォン 
     + 1200万ウォンを超えた額の15%

KRW 4600万ウォン以上      KRW 582万ウォン 
     + 4600万ウォンを超えた額の24%

KRW 8800万ウォン以上       KRW 1590万ウォン
      + 8800万ウォンを超えた額の35% 
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4. 所得税(あなたが得るどのくらいに依存します) 
所得税は、韓国で稼いだ全ての所得に対し課されます。ワーキングホリデー 滞
在者は、韓国内での就労が許可されており、その所得は韓国の税の対象となり
ます。就労先が韓国である場合は、韓国出国前に、年間税務申告書を提出する
ことができます。 

返還金を受ける資格があると思う場合は、＜国税庁＞に助言を求める必要があ
ります。

https://www.nts.go.kr/english/main.do
☎ 1588 - 0560 (18 言語の通訳サービス) 

リースと月額家賃を報告する
家賃については、敷金6000万ウォンまたは月額家賃30万ウォンを超える金額は、
契約後30日以内に管轄のコミュニティセンターに報告することがあります。 *家
主またはテナントのどちらかが報告できます。詳細なプロセスについては、管轄の
コミュニティセンターにお問い合わせください。 

大使館 [領事館] への登録

韓国内の自国の大使館に登録することをお薦めします。
大使館は、緊急時に援助の手を伸べることができます。
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ワーキングホリデー安全のためのヒント
  
1. 韓国での生活方式を受け入れ、地域の法律に従いましょう。 

韓国政府のみが、韓国での司法プロセスに介入することができます。非韓国人
として、特別の待遇を受ける資格があるわけではありません。

2. パスポートの管理をよくしましょう。  
パスポートの紛失は大きな問題となる可能性があります。
万が一パスポートの紛失または盗難にあった場合、韓国内の自国の大使館か領
事館でパスポートの再発行を申請しなければなりません。

3. 契約は必ず書面でするようにしましょう。口頭での契約はありえません!  
法的拘束力を持つためには書面でなければなりません。

▶ 問題を避けるには
     - 家に入居する前に、書面による賃貸契約を締結する。
     - 仕事を開始する前に、書面による雇用契約にサインする。
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一般連絡先
• 警察 : 112 

• 火災や救急車 : 119(緊急事態)

• 救急医療情報センター : 1339

• Lローカル電話番号ガイド : ローカルエリヤコード  + 114

• 茶山コールセンター (ソウルでの生活や観光に関する問い合わせのた
めの情報ホットライン) : 02-120
英語、中国語、日本語利用可能 

• 入国管理コンタクトセンター : 1345
英語、中国語、日本語、フランス語、ドイツ語が利用可能

• 旅行ホットライン(24時間対応、観光情報) : 1330 
英語、日本語、中国語が利用可能 

• BBB(無料通訳) : 1588 - 5644
英語、日本語、中国語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スウェーデン
語が利用可能

7韓国ワーキングホリデー
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国/地域 大使館

ヨーロッパ

オーストリア www.bmeia.gv.at/oeb-seoul/ 
+82-2-721-1700

ベルギー
republicofkorea.diplomatie.belgium.be/en

 seoul@diplobel.fed.be
+82-2-749-0381

チェコ共和国
www.mzv.cz/seoul

seoul@embassy.mzv.cz
+82-2-725-6765

デンマーク
https://sydkorea.um.dk/en

selamb@um.dk
+82-2-6363-4800

フランス
kr.ambafrance.org

consulat.seoul-amba@diplomatie.gouv.fr
+82-2-3149-4300

ドイツ
seoul.diplo.de/kr-de
info@seoul.diplo.de

+82-2-748-4114

ハンガリー
szoul.mfa.gov.hu/eng

mission.sel@mfa.gov.hu
+82-2-792-2105

アイルランド www.dfa.ie/irish-embassy/republic-of-korea/
+82-2-721-7200

イタリア
www.ambseoul.esteri.it/ambasciata_seoul/it/

seoul.stampa@esteri.it
+82-2-750-0200

オランダ

www.netherlandsandyou.nl/
your-country-and-the-netherlands/south-korea

seo@minbuza.nl
+82-2-311-8600

ポーランド
https://www.gov.pl/web/hanguk
seul.amb.sekretariat@msz.gov.pl

+82-2-723-9681

ポルトガル
www.seul.embaixadaportugal.mne.pt/pt/

seul@mne.pt
+82-2-3675-2251

スペイン

https://www.exteriores.gob.es/Embajadas/seul/ko/
Paginas/index.aspx 

emb.seul@maec.es  
+82-2-794-3581
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国/地域 大使館

ヨーロッパ

スウェーデン

www.swedenabroad.se/en/
embassies/south-korea-seoul/

ambassaden.seoul@gov.se
+82-2-3703-3700

英国
www.gov.uk/government/world/south-korea

Enquiry.Seoul@fcdo.gov.uk
+82-2-3210-5500

アジア

香港 kr.china-embassy.org/kor/ 

日本
www.kr.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

ryojisodan.seoul@so.mofa.go.jp 
+82-2-2170-5200 

台湾 www.taiwanembassy.org/kr/index.html
+82-2-6329-6000

オセアニア

オーストラリア
http://southkorea.embassy.gov.au/seol/home.html

seoul-inform@dfat.gov.au
+82-2-2003-0100

ニュージーランド

https://www.mfat.govt.nz/kr/countries-and-regions/asia/
republic-of-korea-south/new-zealand-embassy/ 

nzembsel@mfat.net
+82-2-3701-7700

アメリカ

カナダ
www.canadainternational.gc.ca/korea-coree/

seoul@international.gc.ca
+82-2-3783-6000

アメリカ合衆国
kr.usembassy.gov

seoulinfoACS@state.gov
+82-2-397-4114

ラテン
アメリカ

アルゼンチン
https://ecore.cancilleria.gob.ar/ 

ecore@mrecic.gov.ar
+82-2-797-0636

チリ chile.gob.cl/corea-del-sur/en/
+82-2-779-2610

 イスラエル
embassies.gov.il/seoul-he/Pages/default.aspx

info@seoul.mfa.gov.il
+82-2-3210-8500
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韓国の公式ホームページ
• コリア.ネット

http://www.korea.net
• E-government for Foreigners

https://www.hikorea.go.kr/Main.pt?locale=en
• Korea Tourism Organization

http://english.visitkorea.or.kr
• ソウル市庁のホームページ

http://english.seoul.go.kr
• Seoul Foreigner Portal 

http://global.seoul.go.kr

役に立つホームページ
• Worknplay.co.kr (海外居住者コミュニティ)
  http://www.worknplay.co.kr
• KOTRA (Korea Trade‐Investment Promotion Agency)    
  https://contactkorea.kotra.or.kr/en/index.do 
• Seoulistic (韓国についての一般的情報)
  http://seoulistic.com
• Study in Korea (韓国の教育及び一般情報) 
  http://studyinkorea.go.kr

韓国メディア
• アリランTV

- 国営の英語による放送
http://www.arirang.co.kr

• KBS World
- 韓国ドラム、エンターテインメント、K－ポップ  

http://kbsworld.kbs.co.kr

• K-Heritage TV
- Cultural heritage information run by public institution
https://www.k-heritage.tv/main/en
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よくある質問
Q: 私はワーキングホリデーで韓国に行くことができるでしょうか? 

A: 特定の国の国民であり、特定の年齢層であれば、ワーキングホリデー
で、韓国に来ることができます。年齢が18歳以上30歳以下で、対象となる
世界の25カ国/地域の住民であれば、ワーキングホリデー ビザを取得でき
る可能性があります。 

Q: ワーキングホリデー ビザは、韓国到着時に申請することは可能ですか? 

A: 申請者の自国にある韓国大使館/領事館でのみ、必要な関係書類とと
もにビザ申請書の受付を行っています。申請者は、韓国到着に先立って、
韓国のワーキングホリデー ビザを取得しなければなりません。

*  例外: オーストリア人の場合は、申請書を日本(東京)、中国(北京、上海)、香港ま
たは台湾で提出することもできます。ドイツ国民の場合、申請の詳細につ
いては、ベルリンのKVAC（kvacdeinfo@iom.int   / ウェブサイト：www.
visaforkorea.eu）またはドイツの管轄の韓国領事館にお問い合わせくだ
さい。フランス国民の場合は、アプリケーションの詳細についても、パリ
のKVAC（kvacfrinfo@iom.int  / ウェブサイト：www.visaforkorea.eu）
英国出身の場合、アプリケーションの詳細については、ロンドンのKVAC
（kvacukinfo@iom.int / website：www.visaforkorea.eu）にお問い合
わせください。

Q: 以前に韓国ワーキングホリデー ビザを取得した経験がある場合は、再
びワーキングホリデー ビザを申請することはできますか?  

A: もしも以前に韓国ワーキングホリデー ビザを取得したことがある場合
は、再び韓国ワーキングホリデー ビザを申請することはできません。韓国
ワーキングホリデー ビザは、一生に一度だけ保持することができます。

8韓国ワーキングホリデー
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Q: 韓国のワーキングホリデー ビザを延長することはできますか? 

A: ワーキングホリデー ビザを延長することはできませんが、限定された状況の下
で、それを別のタイプのビザに変更できる場合があります。詳細に関しては韓国移
民局までご連絡ください。(www.immigration.go.kr)

Q: 韓国ワーキングホリデー ビザを取得するにはどのような書類が必要ですか? 

A: 一般的な情報については、このパンフレットの <1. 韓国のワーキングホリデー・
プログラム / ビザ> を参照してください。申請の条件は異なる場合があるので、各
国の韓国大使館/領事館に直接お問い合わせされることをお薦めします。

Q: 韓国ワーキングホリデー ビザを取得するには、仕事を持っている必要があるで
しょうか?  

A: いいえ、韓国ワーキングホリデー ビザを申請するためには、雇用の申し出など
は不要です。

Q: ワーキングホリデー ビザでは、韓国で留学する資格はありますか?

A: もしも韓国語コース以外で学位を取得する計画がある場合は、通常は学生ビザ
(D-2).を申請することが必要になります。

Q: パスポートが盗まれた場合はどうなりますか? 新しいパスポートにビザを移す
ことはできますか?  

A: まず深く息を吸って気を落ち着けてください。それから大使館/領事館を訪ね
て、今のパスポートをまずキャンセルし、新しいパスポートの再発行を申請しま
す。既に入国管理局に登録している場合は、新しくワーキングホリデー ビザを取
得する必要はありません。外国人登録証(Residence Card)があれば、ワーキングホ
リデー ビザのステータスで、韓国で合法的に滞在することができます。ただし、新
しいパスポート情報を入国管理局に報告する必要があります 14日以内にあなた
の管轄区域のオフィス。 （情報の変更を報告する：パスポート番号、有効性、発
行日など）
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Q: 私はビザ申請をするつもりです。ビザ取得をした後、何週/何ヵ月以内に韓国へ
渡航しなければなりませんか。

A: 一旦ビザを取得すると、発行されたビザに明記してある有効期間内に韓国入国
が許可されます。一般的に韓国へ入国する前に１年内に有効に入国できますが、
その期間は各大使館/領事館別に異なることがあります。

Q: ビザ申請時は、大使館に直接訪問しなければなりませんか。それともオンライ
ン/郵便を通じてビザ申請ができますか。 

A: 各大使館/領事館には異なるビザ申請ポリシーがあるため、この問題について
は、あなたの国/地域の韓国大使館/領事館に直接相談する必要があります。

Q: ワーキングホリデー・プログラムは韓国政府からサポートされていますか。もし
サポートされていれば、どんな仕事や宿泊先が提供されますか。  

A: このビザを取得すると、韓国で滞留できる機会が与えられますが、ワーキング
ホリデー参加者は韓国政府から直接仕事と宿泊先を紹介してもらうことは期待で
きません。ビザ取得に伴われる特別なプログラムや宿泊先と仕事の紹介はありま
せんので、基本的にワーキングホリデー参加者が自ずから全てのことをやらなけ
ればなりません。ワーキングホリデー・インフォメーションセンターは、参加者に韓
国での生活全般及び仕事や宿泊先の紹介について無料で情報を提供しておりま
すので、韓国に入国しましたら是非当センターにお問い合わせください。

Q: 韓国のワーキングホリデーメーカーが参照できるオンラインコミュニティ/ブロ
グまたはウェブサイトはありますか？

A: 一般的に、韓国に居住する外国人/外国人のためのオンラインコミュニティがた
くさんあります。オンラインまたはソーシャルネットワーク（SNS）の検索して見つ
けることができます。ワーキングホリデー情報センターはまた、参加者に有用な情
報が盛り込まれたフェイスブックページを保持します。 
(https://www.facebook.com/whkorea）
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ワーキングホリデー 

Han River Picnic

Nanta Performance

Baseball Game

Korea War Memorial
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住所 韓国 ソウル市 麻浦区 トクマク路 331
 マスターズタワー  #1101
郵便番号 04156 
電話 +82 – 2 – 1899 – 1995
ファックス +82 – 2 – 735 – 1995
ホームページ whic.mofa.go.kr/jpn/
Eメール workingholiday@mofa.go.kr
フェースブック https://www.facebook.com/whkorea
Youtube youtube.com/user/whickorea

ワーキングホリデー情報センターは、休日を除き、月曜から金曜まで、
9時00分から18時00分まで一般公開されています。 訪問前予約してくださ
い。

本パンフレットに記載された情報や関連資料は予告なしに変更されることが
あります。記載された情報が当日においてもまだ適用可能かどうか確認する
ことをお薦めします。

連絡先



ワーキングホリデー 

情報センター

 住所  :
韓国 ソウル市

麻浦区 トクマク路 331
マスターズタワー

 #1101

郵便番号 : 
04156

  

電話 :
+82-2-1899-1995

http://whic.mofa.go.kr/jpn/


