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안녕하세요! 오늘은 한국 3 대 연예인 기획사 SM, JYP, YG 에 대해서 소개하려고 해요. 

こんにちは。今日は韓国 3 つの芸能人企画会社 SM、JYP、YG について紹介します。 

이 세 곳은 외국인 관광객들에게 인기 만점인 관광지로 떠오르고 있다고 해요. 

この 3 つの場所は、韓流のおかげで、外国人観光客に人気の観光地として浮上しているそうです。 

 

 

압구정·청담동 기획사村 '한류 스타 거리'  

狎鴎亭 · 清潭洞 事務所村「韓流スター通り」  

 

S.M.엔터테인먼트 소속의 소녀시대·슈퍼쥬니어와 JYP 엔터테인먼트의 원더걸스·2PM, BH 엔터테인먼트의 

이병헌과 고수…. 

SM エンターテイメント所属の少女時代·スーパージュニアと JYP エンターテイメントのワンダーガールス、

2PM、BH エンターテイメントのイ·ビョンホンとコス....  

 

이들의 공통점은 국내뿐 아니라 일본과 중국 등 아시아에서 드라마뿐 아니라 K-팝이라는 한류 돌풍을 

일으키는 주역이라는 점이다. 두 번째는 이들의 연예 기획사가 압구정동과 청담동에서 그리 멀지 않은 

거리에 포진해있다는 점이다. 서울 압구정동에 위치한 S.M.엔터테인먼트 등 이들 기획사는 일본인 

여성팬들이 좋아하는 스타가 모습을 드러내지 않을까 목을 빼고 기다리는 곳이다. 이 때문에 일본 여성 

관광객들 사이에서는 서울에서 가봐야 할 '강추' 코스로 꼽히고 있다. 

この人たちのの共通点は、国内だけでなく日本や中国などアジアでドラマだけでなく、K-POP と呼ばれる韓

流ブームを起こす主役という点である。二つ目は、これらの芸能事務所が狎鴎亭洞と清潭洞からそう遠くな



い距離にある点である。ソウル鴨鴎亭洞にある SM エンターテイメントなど、これらの会社は、日本人女性

のファンが好きなスター見れるのではないかと待っているところである。このため、日本女性観光客の間で

は、ソウルの中で必ず行くべきところの一つとなっている。 

  

1. SM 엔터테인먼트 

1. SM エンターテイメント 

http://www.smtown.com/ 

  

SM 은 1995 년 설립된 이후로 H.O.T. , S.E.S , 신화, 플라이투더스카이까지 한국의 내로라하는 아이돌을 

만든 회사입니다. 이제는 한국을 넘어 전 세계 음악 시장을 목표로 하는 글로벌 기획사로 거듭나고 

있죠. 

SM は、1995 年に設立された以来、H.O.T. 、S.E.S、神話、フライツーザスカイまで韓国の有名なアイドルを

作った会社です。今は韓国を越えて全世界の音楽市場を目指すグローバル企画会社として生まれかわってい

ます。 

  

SM 소속연예인 

SM 所属のアーティスト 

소녀시대 Girl's generation 少女時代 

 

슈퍼주니어 Super Junior  スーパージュニア 

 

  

http://www.smtown.com/


샤이니 Shinee  シャイニー 

 

 에프엑스 f(x) エフエックス 

  

 보아 BoA ボア 

 

  

  

  



동방신기 TVXQ 

 東方神起 TVXQ 

 

SM 사무실 위치 SM のオフィスの場所 

 

ソウル特別市江南区狎鴎亭 2 洞 521 

 

  



SM 은 사무실이 두 곳이에요. 처음으로 생긴 사무실은 압구정에 위치하고 있어요. 

SM はオフィスの 2 つですよ。初めてできたオフィスは、狎鴎亭に位置しています。 

 

현재 SM  압구정사무실 모습 

現在、SM 狎鴎亭オフィス様子  

 

2. JYP 

http://www.jype.com/ 

JYP 는 진영박의 약자로, 1997 년에 설립되었습니다 .당시 대세인 꽃미남 아이돌이란 공식을 깨고 실력파 

아이돌 god 를 데뷔시켜 큰 성공을 거두었어요. 비도 JYP 에서 탄생되었다죠. 

JYP はジンヨン・バクの略で、1997 年に設立されました。当時、大勢のイケメンアイドルと公式を破って実

力派アイドル god のデビューさせて大成功を収めました。ビも JYP から誕生しましたよ！ 

  

 JYP 소속연예인  JYP 所属アーティスト 

 원더걸스 Wonder World  ワンダーガールス 

 

http://www.jype.com/


투피엠 2PM ツーピーエム 

 

투에이엠 2AM ツーエイエム 

 

미스에이 MissA ミスエイ 

 

  

  



JYP 위치 

 JYP の場所 

 

ソウル特別市江南区狎鴎亭 79 道 

  

  

 

  

현재 JYP 사무실 모습 

現在 JYP オフィス様子 



 3. YG 

http://www.ygfamily.com/ 

 1996 년에 설립된 YG 는, 양군, 즉 양현석씨가 사장인 기획사입니다. 지누션, 원타임을 데뷔시켰고, 

힙합 & 흑인 알앤비 = YG 라는 이미지가 형성된 개성강하고 자유로운 기획사로 알려져 있습니다!  

1996 年に設立された YG は、やん君、すなわち、ヤン·ヒョンソク氏が社長の事務所です。ジヌション、ワン

タイムをデビューさせ、ヒップホップの黒人 R＆B = YG というイメージが形成された個性強くて自由な事務

所として知られています。 

  

세븐 Se7en セブン 

 

빅뱅 BingBang ビッグバン 

 

 투애니원 2NE1 トゥエニウォン 

 

http://www.ygfamily.com/


거미 ゴミ 

 

얼마전에 세븐이 예능프로'한밤의 TV 연예'에서 공개한 YG 사옥! 

この間にセブンがテレビ「一夜の TV 芸能」で公開した YG 社屋！

 

  

YG 사무실 위치 서울시 마포구 합정동 397-5 

YG オフィスの場所 ソウル市麻浦区合井洞 397-5 


