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2008は台湾観光年。頼

局長によると引き続き

「台湾観光発展3年計画

（2007-2009年）」を進

めるという。「育てよう

美しい台湾」・「引き立

てよう台湾の特色」・

「ホスタビリティに富む

台湾」・「高品質の台湾

観光」・「台湾大宣伝」

を合言葉に、内外の旅行

業者および旅客を対象

に、販促キャンペーンを

展開する。特色ある旅行

商品・国際宣伝強化・友

好的な旅の環境つくり、

サービスの向上を通し

て、台湾観光の未来を切

り拓く構想である。以下

は台湾政府交通部頼瑟珍

観光局長に語ってもらっ

た台湾観光今年度の展望

である。

「新年快楽」

観光局頼瑟珍局長インタビュー
2008  旅 行 台 湾 年

台湾観光を全力で引っ張る頼局長

インタビュー
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ぽâ£たÜþóた´ü゜ゐçî
2008年、観光局は、海外からの旅客が多いスポットを
中心に、点・線・面のいずれの面においても改善を図っ
ていきます。各スポットの施設・交通網・サービスの各
方面でいっそうの品質向上を進め、お客様を温かく迎え
る態勢を整えます。33本そろった「台湾定期観光バス」
のほか、観光局は地方自治体に補助して重点地域の発展
計画を促進し、ホテル旅館業には施設拡充優待ローンの
取得を奨励します。また各重要交通拠点には統一識別シ
ステム（CIS）によるツーリストサービスセンターを設
置し、多言語の情報提供をおこないます。今年は新しく
「 Taiwan Host観光大使」計画を策定し、全国民をあげ
てお客様をお迎えできるよう努力するとともに、施設・
サービスの鑑定制度をもうけます。

0拍妲1みê！ヾóぃ
観光局では「旅行台湾年」を前面に、さまざまなイ
ベントを利用して国際宣伝・メディアとのタイアップ
を強化し、台湾観光ブランドのイメージアップにつな
げます。

、¢ゑゐ祷噫

Discovery・ESPN・CNBCなどの国際的チャンネルと
の提携も進めてきましたが、今年は、海外メディアを
積極的に招待したり、インターネットのさらなる活用
で、地球規模に台湾観光を発信します。昨年はNational 

Geographicを台湾旅行グッズのブランドに指定し、ス
ター手帳・登山パスポート・婚礼写真案内・懐旧の旅
ビデオなどを制作販売しました。観光局では引き続き
大型のイベントを開催して、台湾観光の知名度を高め
ていきます。さらに欧州の拠点に台湾観光の宣伝グッ

ズをおいて、当地で
のPRに努めます。

枯磐資╆｠ぃ朴

全ぉ祷噫

現在台湾にこられ
る観光客の大半は、
日・韓・香港・シ
ンガポール・欧米の
方々です。日韓は

20-59歳の女性あるいは中高年が主たるターゲットで
す。アイドルグループF4を観光大使に指定し、ドラマ
の撮影スポット巡りをおこなうなど、周辺商品の開発
と大型イベントの開催を進めてきました。香港・シン
ガポールは、家族の個人旅行が中心で、蔡依林と呉念
真を観光大使にして、ファッションと伝統文化を前面
に、四季を通じて新しいコースを打ち出しました。ま
た華僑第2世代やビジネスマンが中心の欧米は、販路開
拓のために、ドイツ・英国・フランスの著名旅行社と
の提携を強めており、トランジットの旅客を対象に79

米ドル台湾観光を推奨しています。

城之塀膨┾習競╋の沫練酵匠
観光局では内外の旅客に中南部観光を楽しんでもら
えるよう、台湾滞在期間を一日でも延ばしてもらえる
よう、高速鉄道駅周辺の交通網・住宿施設の充実を進
めてきました。高鉄と台湾観光定期バスが提携すれ
ば、台北から出発しても、速やかに効率よく中南部の
名勝を回ることができますから、宿泊施設も含めたパ
ックツアーを売り出しています。また地方自治体とタ
イアップした旅行商品の開発にも取り組んでいます。
地方の観光地を国際的なスポットにレベルアップする
努力も必要です。

拍妲酵匠ぉ皿難團
ここ十年の統計を見ると、アジアパシフィックにお
ける国際観光客の成長率は88％に達しています。アジ
アは欧州に次いで第二位です。世界経済フォーラム
(WEF)の「2007年観光競争力報告」によると、台湾の
観光競争力は世界第30位、アジアでは香港・シンガポ
ール・日本についで第四位です。台湾は「人力・文化
・自然」・「企業環境・基礎建設」・「観光旅行規
範」などで優勢にあるだけでなく、太魯閣・故宮・日
月潭・101といった観光資源に恵まれています。また友
好的で安心かつ安全な旅行環境が整備されているとい
えます。

2008年もどうぞ台湾観光をよろしくお願い申し上げ
ます。

資料/交通部観光局・鄭如珊
写真/交通部観光局
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忽麹┾町ねぁ╋立紗ÿ沫喧
浜海公路(省道２号線)を南に80.2キロほど進むと東北
角風景区に入る。まず見えてくるのが海蝕と風化で有
名な南雅である。海蝕の影響を受けた岩台の上にソフ
トクリーム状に並び立つ風化奇岩は東北角を象徴する
ランドマークにもなっている。

南雅には浜海公路沿いに全長300mの｢南雅地質歩道｣が

東北角新発見
神々が作り出した大自然の芸術

｢東北角・宜蘭海岸国家風景区｣は台湾北東端に位置し、北は台北県瑞芳鎮南雅里か

ら南は宜蘭県蘇澳鎮內埤ビーチに至る広大な区域。沿岸には龍洞・澳底・福隆・大

里・頭城・壮囲・五結・蘇澳といったスポットがあり、綿々と連なる海岸線は全長

103キロに及ぶ。陸地総面積は12616へクータール。

1984年に観光局が東北角に国家風景区管理処を設置して以来、20年にわたる整備と

運営をへて、東北角海岸は自然・文化・美食を兼ね備えた台湾屈指のレクリエーシ

ョンゾーンになった。

設置されていて、奇岩観賞の散策コースになっている。

海沿いに東に向かうと各種の奇岩・怪石を目にする
ことができ、歩道の終点はちょうどソフトクリーム状
奇岩が点在する。

南雅には南雅漁港と奇岩観賞区の前に大型駐車場が
設置されたので、観光バス利用のツーリストも立ち寄
れるようになった。

｢東北角・宜蘭海岸国家風景区｣は台湾北東端に位置し、北は台北県瑞芳鎮南雅里か

ら南は宜蘭県蘇澳鎮內埤ビーチに至る広大な区域。沿岸には龍洞・澳底・福隆・大

里・頭城・壮囲・五結・蘇澳といったスポットがあり、綿々と連なる海岸線は全長

103キロに及ぶ。陸地総面積は12616へクータール。

1984年に観光局が東北角に国家風景区管理処を設置して以来、20年にわたる整備と

運営をへて、東北角海岸は自然・文化・美食を兼ね備えた台湾屈指のレクリエーシ

ョンゾーンになった。

奇岩の連なる南雅

ツアースポット
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╅ぉ虫ぁ┶輯纏ぬ╉ÿ葎傍鈷
南雅から南東へ歩くこと5分、台湾北東端の岬―鼻頭
に出る。浜海公路はここから先、太平洋の大海原に面
して走ることになる。

鼻頭を最も象徴する風景はその名の通り鼻のように
海に突き出た岬で、断崖の上に建てられた灯台と共に
一つの絶景を成している。この岬の全景を見るには鼻
頭角歩道を歩かなければならない。

鼻頭角歩道は灯台線・浜海線・稜谷線の３線に分かれ
ていて、３線は途中いくつかの場所で繋がっている。

灯台線は鼻頭トンネル横の羊腸小道から入り、鼻頭
小学校を通って山上に至る全長1.2キロのコース。沿道
上各種の海岸地形を観賞することができ、最後は軍営
前の交差点から稜谷線に出ることができる。

2000年末に開通した稜谷歩道はかつて軍の管理下に
あって立ち入りを禁じられていた区域。いまは東北角
全景を望むことができる絶好の展望スポットになって
いる。

山上のあずま屋から、果てしない海と切り立った
岬、そして山並みが織りなす風景を望むことができ
る。歩道の終点は富麗漁港で、海鮮レストランが建ち
並ぶ。

゛ゐぷ噌賢壕ぉ咎亳膨ÿ嚏某
鼻頭を離れ、車を更に南へ進めるとトンネルを境に
して「南口」地区と「北口」地区に分かれている龍洞
に出る。

沿路、各種地質景観を観賞できる龍洞湾公園、それ
から龍洞漁港を経て龍洞岩場に出る。ここは台湾の
ロッククライミング初心者が練習をするところで、国
際的にも名高い。

省道２号線を更に88.5キロ走ると龍洞南口海洋公園に
出る。公園北側駐車場に車を止めて、東北角景観区管理
処が１年半をかけて完成させた龍洞湾岬歩道を歩く。

歩道は高所にあるため、龍洞岬とその背後の海岸線が

望める。龍洞湾岬歩道は階段状に完備されていて歩きや
すく、海を眺めながら進むと時折大空を舞うトビの姿が
見ることができる。龍洞岬上方のあずま屋からは独特の
砂岩断崖が観賞でき、歩道は最後に西霊巌寺に出る。

眺望の素晴らしい稜谷線歩道
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脊凍み俥ぇのÿ掘囈
龍洞南口から南の塩寮にかけての区間は道が
真っ直ぐに続いている。海辺の砂礫が黄金色に
輝く金沙湾を経て、海産物で有名な澳底漁港に出
る。

ここは沿道に軒を連ねる海鮮レストランの数で
東北角一を誇る地区なので、美食家の方は是非こ
の機会に立ち寄ることをお薦めする。

澳底から南へ向かうと塩寮に入る。塩寮には塩
寮海浜公園があり、入口に古風な中国式赤レンガ
の建物が建っているため、目に付きやすい。

公園の正門前には塩寮抗日遺跡と刻まれた石碑
があり、園内には八角形の台座上に｢抗日記念碑｣
が立っているが、ここは日清戦争後に日本が台湾
を接収した際の上陸地点である。

1895年4月17日、日中の代表は下関条約に調印
して、台湾は日本の植民地として割譲された。綿
密な調査を経た後の翌29日、北白川宮能久親王は
自ら近衛師団と援護部隊を率いて塩寮に上陸した

当初兵営内に建てた木製の記念碑に換えて、
1896年4月には花崗岩製の｢北白川宮征討記念碑｣
が建てられ、昭和になると台湾総督府の史跡指定
を受けたが、戦後に民衆の破壊に遭い、1975年に
なってようやく現在の抗日記念碑に変えられた。

慶吾ぉ田磐ÿ露嚠
続いて塩寮から福隆にかけての区間は、台湾で
最長かつもっとも美しい黄金色の砂浜が続く。細
やかで柔らかい砂質と透き通った海水が波寄せる
砂浜は、福隆を夏の海水浴・ウインドサーフィ
ン・シーカヤックのメッカにしている。

福隆海水浴場は東北角海岸を代表する行楽地
で、夏にはロック・フェスティバルが開催され、
多くの若者達が集うことでも有名なところ。

海水浴場の範囲は広く、砂浜には近隣の小川が
流れ込んで砂州を形成しているため、海水浴場は
大きく二つのエリアに分かれている。

海水浴場に隣接して建てられた白壁に赤瓦の建
物が「東北角・宜蘭海岸国家風景区管理処」と
「福隆ビジターセンター」である。東北角風景区

日本軍上陸地点に立つ塩寮抗日記念碑

福隆「ロックフェスティバル」

ツアースポット
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の景観や自然生態に関する展示があるほか、180人収容できるホー
ルでは映像を通して詳しい情報を提供している。

１階の「原木再生彫刻展示館」では、台湾各地と三義からの
35名の彫刻師達による流木の彫刻作品が展示されている。作品

を通じた生き生きとした力には心を打たれる。
交通部観光局東北角・宜蘭海岸国家風景区管理処
所在地：台北県貢寮郷福隆村興隆街36号

Tel：(02)2499-1115

http://www.necoast-nsa.gov.tw

冱廼と╁゛Äþ£ÿ原金騒並
東北角の宿泊は福隆海水浴場に隣接した貝悦酒店(Folong Bellevue Resort)がお
薦め。60余りのコテージから成る南洋風リゾートで、海に面した山腹に建てら
れているため、どの部屋からでも絶好の眺望が得られる。夜の静寂の中で聞く
波の音はリラックス効果も抜群。

１階のレストラン「芙蓉庁」では近海で上がった新鮮な海鮮料理を主体にラ
ンチとディナーを提供。朝食はバイキング方式。一夜明けて天気さえよけれ
ば、早起きして日の出を見に出かけよう。また、レインボーブリッジ脇の龍門
河浜公園を散策して川と砂浜が織りなす優美な景色を見るのもお薦め。
福隆貝悦酒店(Fulong Bellevue Resort)

所在地：台北県貢寮郷福隆村興隆街40号

Tel：(02)2499-2381

http://www.fulongbellevue.com.tw

青い海に面した貝悦酒店
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拍妲塵宝氾ぉ方拍ÿ盛骼鈷
福隆から引き続き南へ向かうと、純朴な味わいを色
濃く残した卯澳漁村を通って馬崗に出る。馬崗には台
湾最東端の灯台―三貂角灯台がある。純白の円柱に黒
の頭頂部を付けた高さ16.5mの灯台は階段状の地形の上

に力強く立っている。

三貂角灯台は台湾で一般解放されている四
つの灯台のうちの一つで、館内の展覧室に
は、台湾の灯台分布図や灯具の模型等が
展示されている。

灯台の向かい側の山には気象観測所
があり、ドーム型の建築物と山々が特
殊な光景を織りなしている。灯台の
脇には馬崗山小道歩道があり、終点
の岩台から眼下の馬崗村と莱莱海蝕
岩台を見渡すことができる。

灯台からさらに南へ進むと、有名な

莱莱磯釣場と石城展望区を通る。石城は宜蘭県側に
入って最初のスポットである。

大里天公廟脇のビジターセンターでは東北角風景区
全域の旅行情報サービスや史跡の紹介・虎字碑の碑拓
を行っている。大里は東北角の著名な草嶺古道の終着
点でもある。
三貂角灯台
Tel：(02)2499-1300

open：09:00～16:00(月曜休業)

大里ビジターセンター

所在地：宜蘭県頭城鎮石城路125号

Tel：(03)918-0727

open：09:00～16:00(月曜休業)

賢乘ぉっ｠｠┿ÿ弦粫
いよいよ東北角風景区最南端―外澳に到着。外澳は
マリンスポーツのメッカで、夏にはサーフィン・ウイ
ンドサーフィン・シーカヤック・パラグライダーを楽
しむ人々の姿を見かける。

外澳地区では施設整備事業が最終段階を入ってい
て、来年には地区の管理が東北角風景区管理処から民
間に委託される予定になっている。これを契機にマリ

冬にはススキがきれい 亀山島へ

三貂灯台

ツアースポット
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ンスポーツの拠点として益々発展することが見込まれる。

近くの烏石港からは亀山島行きの船が出ている。2000年の一般開放以降
ホエールウォッチングが盛んで、烏石港からの船も｢亀山島一周ホエール
ウォッチング｣としてコース設定されている。但し、冬季は風が強いため
毎年3月から11月のみの運行。

最近雪山トンネル(高速5号線)が開通し、大型バスの運行も可能になった
ため、東北角への旅行は益々便利になっている。台北－宜蘭間の所要時間

も大幅に短縮された。

東北角巡りが終わったら、外
澳から頭城市内へ向かい雪山ト
ンネルを経て台北に帰ることが
できる。

文/張業鳴
写真/張業鳴、
 東北角・宜蘭海岸 
国家風景管理処

東北角・宜蘭海岸国家風景区
交通情報
◎マイカー：
1.高速1号線暖暖ICから省道62号線万瑞快
速公路を瑞芳方面へ、省道2号線を経由し
南へ80.2キロ行くと東北角・宜蘭海岸国家
風景区に入る。

2.省道2号線＜北海岸区間＞から基金公路
を経由し基隆市内に入り、海洋大学脇の北
寧路から省道2号線＜浜海公路区間＞を経
由し南へ80.2キロ行くと東北角・宜蘭海岸
国家風景区に入る。

3.高速3号線から高速5号線(宜蘭方面)経
由、頭城ICから、省道台２庚線を北に進
み、省道2号線を80.2キロ行くと東北角・
宜蘭海岸国家風景区に入る。

4.高速3号線から南港系統・国道5号線(宜
蘭方面)経由、石碇ICから、県道106号線・
省道台２丙線経由、双渓から福隆に入る。

◎鉄道：福隆駅から各駅停車(区間者)利
用。貢寮・貢寮・石城・大里・大溪・亀
山・外澳・頭城・礁溪・羅東・蘇澳等の駅
から各スポットへ。

台鉄(TRA)では瑞芳－頭城駅間を何度でも
乗り降り可能な東北角一日乗車券を販売し
ている。 

交通部台湾鉄路管理局

Tel：(02)2381-5226

http://www.railway.gov.tw/index/index.aspx
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高雄KMRT紅線は南の小港区から北の高雄県橋頭郷まで、全長28.9キロを結
ぶ路線。沿線には24の駅と南北に2ヶ所の車庫が開設される。

高雄の南北を結ぶ大動脈になる紅線は、高雄に飛行機で行く場合も、高速
鉄道(新幹線)で行く場合も、訪問者を市内に運ぶ重要な路線になる。

今回は紅線のR3-R9区間のうち、観光資源の豊富な高雄国際空港・凱旋・三
多ショッピングエリア・中央公園の４駅を、特色ある駅舎と共に紹介する。

城呷kmrt粧透ç納佗
rSH歎省IMrYH被窪升狗I資降具透ずゎó

rT城呷醸炊時省近ÿ時｠噐ぉ鋤付笹壁
高雄で唯一海外に開かれた空の玄関口―｢小港国際空港｣に降り立った訪問
者は、KMRTに乗り換えてすぐに市内へ向かうことができる。

南台湾随一の陸空交通拠点となるこの駅は高雄の国際玄関口としてのシン
ボルでもあり、空・海・KMRTをモチーフしたガラス張りの駅舎は、自然採光
をふんだんに取り入れ、省エネで地球環境にやさしい設計になっている。

また、駅舎内にはドイツ系アーチストのルーツ・ハフスチャードによる、
厚さ6mmのガラス片1万余りからなるKMRT初の公共芸術作品―｢緑柱石の塊｣
が設置されている。

KMRT公共芸術企画者である周瑜珠氏は、緑色のガラス片から滴り落ちる水
と波紋が作り出す安らぎのひとときを、乗客の方に足を止めて感じていただ
ければと話す。

オープンしたばかりの統一夢時代モール

ついに開通した高雄新交通システム

ツアースポット
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rX盛波ぴ；çÜヾぢ@

げ゛ゐ近
中山路と三多路の交差点にある三多
ショッピングエリア駅は、吹き抜け式
の中央コンコースが特徴の駅。｢KMRT

の目｣と呼ばれるこのコンコースは、
人や物資が集まってくる三多地区を象
徴している。

１番出口は遠東百貨店内に設置さ
れ、隣接するそごうや三越・東帝士85

摩天楼にも連絡している。これらデパ
ート各社は連絡フロアを共通にして、
隣接する服飾店と共に買い物しやすい
ショッピングエリアを形作っている。

東帝士85摩天楼の向かいには｢新光
埠頭｣があり、ここから夕日や大型船
舶の入港風景が眺めることができる。
また各種大型イベントもここで催さ
れ、いま注目のエリアになっている。

rY被窪升狗近
中山路と五福路の交差点にある、高雄もう一つの商業地区。

｢新堀江ショッピングエリア｣は台北でいえば西門町のような所で若者に人気が
ある。その他に｢玉竹ショッピングエリア｣・｢大立百貨ショッピングエリア｣等が
あり、安くて品揃えが豊富なため若者達の集う繁華街になっている。

買い物や食事が済んだら、１番出口がある｢城市光廊｣をぶらつくのがおすす
め。昼間は緑豊かな公園、夜は七色にライティングされるこの一角では、野外の
カフェに座って生バンドの演奏が楽しめる。

rV厳豆近
凱旋駅周辺は世界貿易コンベンションセンターや金銀島ショッピングセンター
等の施設が立ち並ぶ地区。

中でも新たにオープンした｢夢時代ショッピングセンター｣は、デパート・高級
舶来品・テーマレストラン・美食街・映画館・観覧車・フィットネスクラブ・国
際書店等の様々なお店が600以上も集まり、ショッピングからエンターテイメン
トまで網羅しているため、何でも揃い、また1日中遊べるレジャー・スポットに
なっている。

凱旋駅から｢統一夢時代ショッピングセンター｣までは800m程の距離だが、将
来はシャトルバスや軽便鉄道による送迎サービスも予定されている。

近隣する経済貿易区と夢時代ショッピングセンター・三多ショッピングエリア
が交通網で結び付けられるため、将来の発展の中核地区と位置づけられている。

おしゃれな高雄の繁華街

文/陳亭妤　写真/陳亭妤・高雄捷運公司(KRTC)





盛岡市民友好の翼
in台湾

文/呂依臻　写真/呂依臻・台湾観光協会

この度、花蓮県政府主催の「2007年
温泉カーニバル」に参加するため、岩
手県盛岡市・谷藤裕明市長、工藤由春
市議会議長、山車推進会・工藤勲会
長、盛岡観光協会が率いる「日本盛岡
市民友好の翼」が花巻空港からのチャ
ーター便で花蓮を訪れた。

カーニバルでは、半纏を身にまと
い、草履を履いた100余りの若者たち
が、高さ4.5ｍ、幅3.5ｍ、重さ300kgに
達する山車を押して練り歩いた。沿道
では、ドラや太鼓、笛が鳴り響き、祭
り気分は最高潮に達し、花蓮の人々か
ら大きな声援を浴びていた。

11月23日午前には国賓飯店で、谷藤裕
明市長、工藤由春議長ら10名と台湾観光
協会の張學勞会長、王振銘董事らが会談
を行ない、席上、それぞれの観光推進の
経験や意見の交換があり、今後の観光産
業の促進について話し合った。

大阪中華学校小学部の卒業生たちが、気候が最も穏やかな

この11月に台湾観光に訪れ、台湾の豊かな人情味と美しい

風土・文化を体験した。

中華学校の教職員によると、台湾旅行は初めての試
みであるため、準備段階から様々な困難に直面した
が、台日双方の関係機関の協力を得て最終的に実現の
運びになったという。

子供たちは教科書の中でしか台湾を知らず、今回の
旅行を通じて｢社会科｣に登場する歴史上の事件や伝統
文化、｢自然科｣で学ぶ奇岩風景などを実際に目にする
機会が得られ、また士林夜市での買物体験など、台湾
独特の風習に触れることができたほか、日頃学校で学
んでいる事柄を実体験において応用することもでき、
収穫の多い学習になった。

大阪中華学校小学部 
修学旅行in台湾

今回の台湾旅行は学校関係者だけでなく、保護者や
児童の好評を得た。

また来年5月には中学部の修学旅行での訪台も予定さ
れていて、日本で学ぶ子供たちに郷土の風土や人情味
に触れる絶好の機会となる。

大阪中華学校
学校法人大阪中華学校は1946(昭和21)年大阪市浪速区に創立。
幼稚園班および小学部・中学部が設置され、各学年1クラスで運営され
る。台湾の小中学校との交流も活発。民族精神の発揚・台日親善の促進・
生活知識の充実と科学知識の発育が教育方針。日・中・英の三ヶ国語教育
を実践し、社会に貢献できる人物を育てている。児童生徒の成績も良好で
日本各界からも評価をえている。

台日交流
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日本の「ユナイテッドツアーズ=UT」田中茂穂社長
と同社台湾旅行事業部寺川博章部長が12月5日、假日旅
行社何若瑛副総経理と共に台湾観光協会を再訪し、本
協会張学労会長と来年度の台日観光交流について意見
交換をおこなった。

まず田中社長から日本観光協会の理事長に就任した
報告を受け、張会長は祝辞とともに、「今回東北地方
へのチャーター便の実現ではUT社にお世話になり、お
かげで困難な問題も円満に解決できた」と感謝の言葉
を述べた。

「お客様の満足な反応がなにより。台湾新幹線開
業、チャーターなどの結果はすべて来年以降にでるで
しょう。假日旅行社とも一緒にがんばろうと」と田中
社長より意見が表明され、また日本の現状について、
日本の旅行社の間ではまだまだ台湾の認知度が低いこ
と、さらに魅力的アピールすることが必要なこと。中
国は一年に何回も日本でショーなどを開催し、多くの
旅行社が出席していると伝えた。

張会長が今後のアドバイスを求めたところ。田中社
長は「台湾観光の宣伝やイベントを活発になっている

が、インセンティグツアーの数や若いプランナーをも
っと増やすなど、現場の営業力にも期待したい」と語
った。

また台湾でも駐日代表部などで懇親会をおこなって
みてはと提案。観光交流のためであれば各旅行社の代
表も参加をしやすい。東京での盛り上げが必要。トッ
プを招待すれば上から下へ台湾ムードを高めるきっか
けとなるのでは、とアドバイス。

続けて田中社長は、来年はチャンスの年だという。
オリンピックの年だが、だからこそ日本人観光客は中
国旅行を避けるだろう。ビジネスは伸びているが、食
品問題などで不信感も広がっている。日本へのチケッ
トの割り当てが少ないこともある。リスクを考慮して
多くの旅行社は手を出さないと思う。中国旅行の低迷
は、台湾へのチャンスではないかと抱負を述べた。

台湾観光協会張学長も田中社長の意見に賛同し、次
年度への参考にしたいと今回の再訪問への感謝の意を
表した。

歓談の最後に、張会長は記念品を贈呈した。

日本ユナイテッドツアーズ代表、 
台湾観光協会訪問

文/国永美智子　写真/陳亭妤

咯霧ゃ拍妲酵匠ぉí，ヾぷ

懇談する田中社長(左)と張会長(右)

台日交流
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台湾と日本中部の観光交流をいっそう促進しよう
と、名古屋に拠点をもつ業者の代表が台湾を訪れた。
一行は、ワールドコネクション竹尾悟代表取締役会長
を団長とする「名古屋台湾会」の六人で、その主たる
目的は、台湾高鉄=新幹線の試乗と台北トラベルフェア
への参加だった。

竹尾団長は、「野球のオリンピック予選は、日本中
がテレビに釘付けになった。台中まで台北から新幹線
に乗れば一時間足らず。これで中南部を訪れる人たち
が増えるのでは」と熱い期待を寄せる。

一行は忙しいスケジュールを割いて、2007年12月18

日にホテルロイヤル台北の会議室で、台湾観光協会の
代表と懇談会をもった。

席上、台湾側を代表して、台湾観光協会李清波副会
長が、「この11月までに、台湾から日本へ入った台湾
人は約109万人だが、日本から台湾へお越しになった方
はまだ96万人にとどまっ
ている。ぜひもっと多く
のお客様を連れてきてい
ただきたい」とエールを
送った。

それに対して、日本
の各旅行社からは、以
下のような意見が提起
された。1 .名古屋は中
部日本への玄関口で、
加賀・アルペンルート
などへこられる方はた
いていお通りになる。
ぜひ名古屋市内にも滞
在していただきたい。

2 .個人客ために、新幹線の駅から市の中心部への 

アクセスに配慮してほしい。3.台湾は百万人前後でとど
まる地域ではない。これから台北に集中していた観光
形態が変わるだろう。中南部の自然をクローズアップ
した宣伝を進めよう。

また、航空会社の代表からは、オイルの高騰で各社と
もしのぎを削っている。「最初の海外は台湾」を合言
葉に幅広い層を対象に旅行商品を開発していきたい、 

という発言があった。

懇談会には、名古屋から、竹尾団長ほか、中華航空中
部地区木村吉則営業部長代理、キャセイパシフィック 

堀光男名古屋支店長、ユナイテッドツアーズ矢田部史
彦名古屋支店長、JTBワールドバケーションズ片山保
行企画仕入部プランナー、エヌエヌティー高木靖彦営
業統括部長が出席した。

名古屋の旅行業者 
代表が訪台

「実感! 台湾観光は変わる」

文/柳本通彥　写真/鄭如珊

懇談会であいさつする竹尾団長
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喟翊品子病┽ぬ唆鵡林
ちょうど二百回目の渡台を達成した尾形さんには、
桃園国際空港で花束が贈られた。また午後は観光局を
訪れ、頼瑟珍局長や取材の記者団と親しく懇談した。
頼局長は、二人に二匹の鯉をあしらった記念品とお土
産を贈って、この間の台湾観光への貢献に感謝の意を
表した。

頼局長は、「二回目のハネムーンおめでとうござい
ます。尾形さんは三十三年にわたって、台湾観光に一
身を捧げてこられました。このたびは、まったく自費
で来台されたときいています」と、台湾名物「変身写
真」の無料チケットをプレゼントした。

それに対し、尾形さんは、「初めて台湾にきたのは
1975年。二百回を決して多いとは思いません。しか
し、今回は思いがけず局長とお話できて、感動してい
ますと」と挨拶。

当初、旅行社に務めていた尾形さんは、年に幾度

も、団体客を率いて来台した。「むかしは男性客ばか
りでしたが、いまは女性客やご夫婦の方が中心になり
ました。台湾の変貌ぶりにも感慨が深い」という。

一番印象に残っていることは、という記者の質問
に、尾形さんは、1999年の中部大地震をあげた。「そ
の夜は台北に泊まっていました。自分の仕事を心配し
ましたが、一か月もすると、台湾がんばれという人
たちが続々とやってきてくれて、とてもありがたかっ
た」と当時を振り返る。「台湾に連れてくると、みん
な満足して帰ってくださる」、それが三十年続けてこ
られた励みになったという。

今回は、すでに故事館・101ビルなど市内観光を済
ませた尾形さん。あしたは九份を訪れる。旅慣れた台
湾だが、今回の二泊三日は「妻孝行」の旅になりそう
だ。

「二回目の新婚旅行です ! 」

仕事が台湾関係という人でも、日本から渡台

二百回という方は少ない。このたび、この偉業

を見事に達成した日本のビジネスマンがいる。

日本JTB西日本海外旅行団体販売部の尾形淳部長

(56)である。記念すべき二百回目の渡航には、奥

様の多恵子(50)さんを伴った。尾形さんは、「小

さなフルムーン」ですと、顔を赤らめる。

台湾渡航二百回 
尾形淳さん夫妻

文/柳本通彥　写真/陳亭妤

記念品を贈る頼局長(左)

トピックス
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今年で15回目を迎える「台北国際トラベルフェア(通称・ITF)」
が12月14日から12月17日までの四日間、台北世界貿易センター(通
称・TWTC)で開催された｡開幕式には張俊雄行政院長、蔡堆交通
部長、頼瑟珍觀光局長のほか、レメンゲサウ・パラオ共和国大統
領、財団法人日本観光協会の中村徹会長、社団法人日本旅行業協
会の新町光示会長なども訪れ、張行政院長は「台北国際トラベル
フェアはアジア太平洋地区の旅行業界における一大イベントとな
った。世界各地の観光関連団体にも注目され、台湾の観光と経済
の発展に貢献してきた」とあいさつした。　

台湾観光協会によると今年の規模は過去最大で、ギリシャ、ハンガ

リーなど初出展となる7ヶ国を含む62の国と地域から861団体が出展

し、四日間の入場者数はのべ19万3,973人と過去最高。これは一昨

年の12万5,737人、昨年の17万2,280人を大幅に上回る数字だ。

台北国際トラベルフェア
過去最大規模

トピックス
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台北国際トラベルフェア
過去最大規模 世ぉゎ、þぶ‒萌虚

台湾人の海外旅行先として中国に次いで二番目
に旅行者数の多い日本も例年通り「日本パビリオ
ン」を設置し、北は北海道から南は沖縄までの観
光関連団体や企業などが計66ブースを出展。海外
からの出展としては最多のブース数となった。

今年の日本パビリオンは桜のイメージで統一。
東北、関東、中部、関西、山陽山陰、四国などの
地域ブースをはじめ、北海道、沖縄、岩手、茨城
など都道府県単位のブースのほか、東京メトロ、
JR東日本、エアーニッポンなどの交通機関のブー
スもあった。

拍妲ぉ業頁劈察憲氏
ビジット・ジャパン・キャンペーン (通称・

VJC)ブースでは「日本再発見～思い立ったら
日本へ～」をテーマにトークショーなどのミニ
イベントを通して日本の魅力をアピール。また
9月19日から台湾で取得した自動車の運転免許
証が日本で使用できるようになったが、「台湾
と日本。交通ルールの違いを正しく理解しまし
ょう」と中国語で書かれたパンフレットを配布
し、スタッフが日本と台湾の交通ルールの違い
などを説明していた。

日本パビリオンではないが、エバー航空などの
航空会社のブースではレンタカーがセットになっ
た九州ツアーの紹介などもあった。

匆嘶『〈磐佯保摂êþぷ
最近の傾向として、何度も日本を訪れたこ
とのある台湾人観光客に北陸、九州、東北な
どの地方都市が注目され、かなりの数のチャ
ーター便も飛んでいるが、今年の台北国際ト
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ラベルフェアでも地方都市の出展が目立って
いた。

11月1日に台湾と日本との「航空協定」が改
訂され、台湾から小松、宮崎への定期便の就
航が可能となったが、今年は小松空港のある
石川県の金沢市が単独で出展。北陸を訪れる
台湾人観光客が増えてきているが、「石川県
を訪れた台湾人観光客は約65,000万人」(金沢
市観光協会の瀧田誠一事務局次長)。中国語の
パンフレットでは台湾南部に巨大な用水路を
完成させた八田與一の出身地であることをア
ピールしていた。金沢市故郷偉人館には八田
に関する展示もあるという。「来年春には小
松～台北の定期便が就航する。台湾の方にも
っと歴史、伝統、文化の町金沢にお越しいた
だきたい」(瀧田事務局次長)。

「10万人の外国人訪問者のうち約六割が台
湾人」(高山市商工観光部観光課誘客・宣伝グ
ループの直井哲治主任)というのは飛騨高山。
古い街並みや温泉もあり、四季がハッキリし
ているという。「台湾からはツアーだけでな
く、個人で訪れる観光客も多い」(直井主任)。

最近、バスの車体広告などを出して大々的
にアピールされているのが蔵王。「格安が売
りのパッケージツアーが多い中、蔵王ツアー
の価格は高め」(天福旅行社有限公司の李仲平
氏)にもかかわらず、今年の冬は1000人の台湾
人が雪上車で樹氷を鑑賞したという。「来年
の冬は2000人の枠を確保したが、すでに1500

人分が予約済み」(李氏)。

沖縄ブースでは台湾の人気アイドルグルー
プが司会を務める「模范棒棒堂」というバラ
エティー番組の石垣島を紹介した回が放映さ
れていた。「石垣市長、ミス八重山も日本か
ら来ている」(財団法人沖縄観光コンベンショ
ンビューロー台北事務所の上地晶子所長代理)

ほか、VJCブースでは連日沖縄のコーラスグ
ループ「coi-na」が沖縄民謡や島唄を歌ってい
た。「普段お届けできない沖縄の情報を会場
で発信していきたい」(上地所長代理)。

文/吉岡生信　写真/鄭如珊.視野

トピックス
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第5回まつりイン台湾
日本と台湾の友好イベント

今年で5回目を迎え
る「まつりイン台湾」が12月15日、
12月16日の二日間、台北101などがある信義
計画区の新光三越デパートの敷地内に設けら
れた三つの特設ステージを含むエリアで開催され
た。同イベントには石川県金沢市、岐阜県高山市、沖
縄県などから台湾を訪れた13団体が和太鼓、神楽、ひょ
っとこ踊りなどの日本の伝統芸能を披露したほか、台

湾からは台北日本人学校を含む5団体が出演。東方之翼が二胡、琵琶などの中国の楽器を使ってポ
ップスを演奏した。

また会場に設けられたふれあいイベントコーナーでは金沢市、高山市、岩手県花巻市、
島根県石見市、宮崎県日向市の五市の観光ピーアールが行われた。

記者会見では「まつりイン台湾」の実行委員長でもある財団法人日本観光協会の中
村徹会長が「観光の交流で一番大切なのは文化の交流。台湾の方には日本各地の文
化に触れていただき、日本の方には素晴らしい台湾旅行の想い出を作ってほしい」
とあいさつ。

また交通部観光局の頼瑟珍局長は「このイベントに出演する団体が毎年増えてい
る。またこのイベントのために日本から1100人が訪れた。このような文化交流を通し
て日台の交流を深めていきたい」とあいさつした。

文/吉岡生信　写真/鄭如珊.假日旅行社

トピックス
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恒例の2008年台湾ランタンフェスティバルは台南県にある台南
サイエンスパーク特定区のソラーシティー（Solar City）で開催
される。蘇煥智県長は、「2008年のランタンフェスティバルは、
単なる民俗伝統の祭典に留まらない。台南サイエンスパーク特定区
ソラーシティーという先端科学の町にふさわしく、新しいエネルギー

をコンセプトにおこなわれる。伝統文化とテクノロジーの融合した今年
のフェスティバルは全世界に向けて光を発信する」と抱負を語る。

台南県は台湾西南部に位置し、自然景観は豊富。東は中央山脈、西は台湾
海峡に面し、台湾最大の嘉南平原の中心にあたる。台湾でももっとも早期に開
発された地域で、台湾史はここに端緒を開いた。近年、台南県は積極的に観光
政策を展開しており、各種イベントを開催したり、環境保護に取り組んでい
る。今年は新春から台湾ランタンフェスティバルが開催される。台南の滞在中
に、自然生態の美、悠久の歴史、郷土の美食、台南人の熱情を満喫してもらい
たい。

台南では、元宵節(小正月)には伝統の「鹽水蜂炮」がおこなわれ、毎年世界
各地から見学者が殺到する。「鹽水蜂炮(ロケット爆竹祭り)」の起源は清代に
遡る。当時鹽水街には伝染病が蔓延し、多くの住民が病に倒れた。人々は関

鹽水蜂炮(爆竹祭り)

 「ようこそ台南へ」蘇煥智県長

観光新視野PR



聖帝君に救難を祈願した。人々はお告げに従い、関聖
帝君(関羽)を担ぎ出して、元宵の夜に爆竹を焚きなが
ら、明け方まで町内を行進した。以来、当地では毎年
元宵の夜に町中で爆竹を鳴らすようになったという。

伝統の祭典のほかに、台南県では郷土の産業と農業
の観光化を進めている。今年も世界キャンディカーニ
バルが計画され、海外からも多くの参加が予定されて
いる。蕭壟製糖工場ではさらに多くのアイデア商品を
開発しようと意欲に燃えている。今年三月には国際蘭
展。蘭の花の業者と提携して、台湾が誇る花の文化を
世界に押し出す構想である。

台南七股の潟湖は、約1600ヘクタールの面積を擁す
る。三百年前の台江内海遺跡は、俗に「内海仔」と称さ
れる。台南県では毎年、特殊な地形を擁する七股を舞台
に一連の行事を展開している。潟湖へボートで漕ぎ出し
たり、カキの養殖を見学したり、潟湖の生態を観察した
り、当地の風土と暮らしに触れることができる。

近年台南県は、環境を重視し、希少種であるクロツ
ラヘラサギの保護に取り組んでいる。クロツラヘラ

第三回世界キャンディカーニバル

クロツラヘラサギ保育月間

2008年度第19回台湾ランタンフェスティバル

鹽水蜂炮(ロケット爆竹祭り)

2008国際蘭展

梅嶺ホタル生態の旅

七股潟湖観光赤嘴園活動

東山咖啡カーニバル

関子嶺温泉美食音楽祭

2008/01/16-2008/03/02

2007/12-2008/03

2008/02/21-2008/03/02

2008/02/21

2008/03/08-2008/03/16

2008/04

2008/05-2008/06

2008/10-2008/11

2008/11-2009/01

台南県2008年度行事                          期日

サギは年末が近づくと続々と台南にやってきて越冬す
る。クロツラヘラサギたちに安心の環境を維持する
ためにその棲息地に保護区を設けている。ツーリスト
も、ここで詳細な解説をききながら、クロツラヘラサ
ギを観察できる。

また梅嶺では、ホタルウォッチングが盛んだ。毎年
三月から六月にかけては、ホタルの求愛の時期。点々
とした光芒が夜間に乱舞する。都会ではすっかりみら
れなくなった風景である。さらに関子嶺泥温泉は、陽
明山・北投・四重溪・知本と並ぶ台湾五大温泉にあげ
られている。泉水には各種鉱物が溶け込んでおり、黒
色を呈しているため、「黒色温泉」とも呼ばれる。

希少種クロツラヘラサギ 世界のランが大集合

聖帝君に救難を祈願した。人々はお告げに従い、関聖
帝君(関羽)を担ぎ出して、元宵の夜に爆竹を焚きなが

文/鄭如珊   写真/台南県政府
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城之0起嗅－搨嗹1@
袋投胴ぃ鹸付
高速道路６号線は台中県霧峰郷烏渓
北岸の高速道路３号線（北二高）から
分岐する路線で、南投県草屯鎮、国姓
郷、埔里鎮牛眠地区を経由、同鎮東
郊の省道14号線に至る全長38キロの 

ルート。

全区間片側2車線で、橋梁とトンネル
が全体の82％を占め、高架や掘り下げ
式による区間は全体の18％に及ぶ。

高速道路6号線の起点にはジャンク
ションが設けられて高速道路3号線と連
結され、東草屯・国姓・愛蘭・埔里の4

箇所にはインターチェンジが設置され
て各地方幹線道路と結ばれる。

2008年の春節前には愛蘭－埔里の区
間が開通し、来年末には全線が開通予
定。埔里・霧社・盧山・九九峰・ 日月
潭国家風景区・恵蓀林場・奥万大森林
遊楽区・清境農場等の｢風景の回廊地区｣ 
にも観光発展をもたらす。

高速道路6号線 
一部開通
中部観光がますます便利に 6

3

4

21

14

欧風ムードの青境農場

トラベルニュース
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城之膨壙ジ常透具透酵匠ずゎó

芬声径統

盧山温泉は旧名を富士温泉といい、南投県仁愛郷の
海抜400m地帯に位置する温泉。塔羅湾渓谷に湧き出る
温泉は炭酸水素ナトリウムをふんだんに含んでいる。
盧山温泉には旅館が林立し、自分で温泉タマゴも楽し
める。山間の風光優美なところで、冬でも桜が観賞で
きる。

交通情報：高速6号線終点から省道14号線を経由、草屯方面へ。国姓・埔里
を経由し、霧社に着いたら案内板に従って進む。約40分。

顛散棉瀦

清境農場は省道14甲号線(中横公路)の霧社から北へ8

キロの地点にある。木が鬱蒼と茂って、野には花が咲
き乱れ、北欧のような風景のため「霧の上の桃源郷」
の別名がある。

季節の移り変わりに応じて様々な顔を見せ、春は花
見・夏は避暑・秋は紅葉・冬は雪が楽しめるため、中
部で最も重要な観光スポットになっている。

交通情報：高速6号線終点から埔里・霧社を経由し、合歓山方面へ約1時間。

試濃倭憩播

南投県魚池郷の日月潭付近にあり、台湾は原住民の
文化と欧風庭園・最新のアミューズメント施設で有名

な九族文化村は用途に応じて様々な楽しみ方ができる
ため、家族連れやグループには最適のスポット。

いま一番ホットな施設は新設された｢ロープウェイ｣、
台湾一の高さから落下するフリーフォール「UFO」、
台湾初のインバーテッドコースター(座席がレールの下
部に吊り下げられている)「マヤ探検」、「ゴールドマ
インアドベンチャー」、「太空山」など。

また那魯湾劇場や九族広場内にあるステージでは、
毎日２～３回原住民による歌と踊りのパフォーマンス
がある。

交通情報：高速6号線愛蘭ICから左折、省道14・21号線経由、約30分。

箕寿籥醸継連紗資

日月潭一帯は旧称を水沙連といい、湖に浮かぶ拉魯
島(旧光華島)を境にして南側は三日月に、北側は日輪
に似ているためこの名があり、かつては台湾八景の一
つに数えられた。

美しい自然や風景の他にも日月潭では数々の美食が
味わえ、また自転車で湖畔を一周したり、ボート遊び
をしたり様々なレジャーが楽しめる。

交通情報：高速道路6号線愛蘭ICから左折、省道14・21号線経由、約40分

文/ 陳亭妤
写真/交通部国工局・南投県交通旅遊局・編集部

台湾最大の湖水「日月潭」
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茶道は日本文化において崇高な地位を占めている。
唐宋期に中国に出向いた日本の僧侶は仏教と茶のほ
か、当時文人が茶会で使用していた茶碗を日本に持ち
帰った。茶碗は中国浙江・安徽境界の天目山付近の禅

寺に産したもので、このため天目茶
碗の名がついた。

禅の精神を受け継いだ天目茶碗の外
観は質朴だが、陶器らしい優しく落ち着

いた佇まい。地の色は黒釉、華美な装飾を排
し、他の作品とは異なる世界を築いている。シンプル
な造型に、作者の繊細さが伝わる逸品である。

天目茶碗の最大の特徴は、その特殊な焼き方にあ
る。単色の釉には８％の酸化鉄を含むことから、焼き
加減次第で茶碗は多彩な変化をみせる。宋代の師は、
十数種類の色を操ったたというが現在、台湾の江有庭
師は、実に二百四十種以上の色を生むことに成功して
いる。その深みと多様さから、江師は天目茶碗に代わ
って、「蔵色天目」と命名することにした。天目に秘
められた色に思いを込めたのである。

壷意堂の黄オーナーによると、茶碗は禅意を含むだけ

でなく、それ自身に磁場があり、それは一種の静心・定
心のエネルギーとなる。茶碗を手にすると、茶碗からそ
のエネルギーが人に伝わるという。天目茶碗で飲む茶に
は、茶碗そのものの鉱物によりいっそう甘みを増す。さ
らに茶碗を室内においていると、しゃれたインテリアに
なるだけでなく、磁場から発するエネルギーが室内に充
満し、落ち着いた雰囲気を醸すという。

蔵色天目の貴重なところは、材料の等級にあるので
はなく、焼き出される多様な色彩にある。よって天目
茶碗の製作過程での失敗率は極めて高く、江有庭師は
期待する色をだすために、一つの作品を焼き上げる途
中に幾度も窯のなかに入る。五・六回も出入りし、と
きに百時間も費やして、これらの逸品が生まれるので
ある。これらの小さな茶碗の
発する大きな魅力
に驚かされる。

日薔ぉ厂帽@寧聴弊匆

文/鄭如珊  写真/鄭如珊．壷意堂

壷意堂茶芸   

蔵色天目  陶・茶・禅
台北八徳路四段120号 
(京華城八徳路口)

Tel：(02)2756-3998

観光新視野PR
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台北は日本時代すでに台湾の政治経済の中核をにな
っており、主たる政府機構・商業組織はすべてこの地
に集中していた。なかには独特の特色を具えた建築も
少なくない。都市の急速な近代化の過程で、旧時代の
建築は往々にして撤去されていく運命だが、台北の場
合、いまなお多くの建物が現役として活躍しており、
彼らはこの間の台北市民生活の変貌振りを見守ってき
たことになる。

被声忙
中山堂は日本時代は台北公会堂と呼ばれた。設計は
井手薫。高さ四階建てで、折衷主義の風格をもち、鉄
筋の内部構造はきわめて堅固。

台北公会堂建設前、ここにはもともと清朝の最高行
政機関̶̶布政史司̶̶があった。日本統治初期、総
督府（現在の総統府）が建築されるまで布政史衙門に
仮の総督府がおかれた。旧布政史衙門は1932年に台北
公会堂の建設工事が始まる際に撤去されたが、その一

拍妲研窄ぉ嚶
台湾各地には多くの日本時代の建築が残っている。戦火の洗

礼を受けても生き延びてきたものだ。これら戦前の建築には

なお実用性が残っており、中には観光用としてリニューアル

されたものもある。シリーズ「懐旧の旅」

では、台湾各地の老建築を紹介して

いくことにする。

台北篇

部は今日南海路上の植物園に移転保存されている。

台北公会堂は四年の工事を経て1936年に完成した。
1935年の台湾博覧会では、未完成の台北公会館が第一
会場として使用された。二次大戦で日本は敗れ、この
地で降伏文書の調印がおこなわれた。現在中山堂はい
ろいろなパフォーマンスの会場となっており、二階に
はカフェテリアが設置されている。 

所在地：台北市中正区延平南路98号

Tel：02-23813137

交通：MRT西門駅5号出口、徒歩約5分

open：9:00-17:00 (イベントがある場合は入管に制限あり)；カフェテリア：
11:00-23:00

http://www.csh.taipei.gov.tw/

升耶子$拍妲菸騒建想%
台湾において煙草・酒の専売は日本時代に始まっ
た。専売局は今日の南昌街と愛国西路の間にたち、向
かいには旧台北府城の南門がある。専売局は1913年か
ら工事が始まった。設計者の森山松之助は総督府の設

台北酒造場跡

ツアースポット
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計にも参与している。工事は両翼から始まり、中央の
尖塔は1922年にやっと完成した。 紅白のコントラスト
が美しいルネッサンス後期の風格を擁し、向かいの中
国風の南門との対比が面白い。

専売局の事業と建物は戦後公売局が引き継いだ。
2002年に民営化され、公売局の玄関には「台湾菸酒股
份有限公司」の看板が掲げられている。

所在地：台北市中正区南昌街一段1号および4号

Tel：02-23214567；フリーダイヤル：0800-231422

交通：MRT小南門駅4号出口、徒歩約十分

open：内部参観不可

http://www.ttl.com.tw/

激声倭憩狗
華山文化園の前身は台北酒造場。酒造場は1916年に
創設された芳醸株式会社酒造工場。のちに酒類が政府
の専売となり、酒造場は台湾総督府専売局の管理に移
管した。国民政府来台後、酒造場も台湾省菸酒公売局

が経営を引き継ぎ、フルーツ酒の製造で名を成した。

1987年、酒造場は都市計画により桃園林口に移転
し、工場は長く放置されていた。九十年代末、文化人
たちの意見を取り入れて、工場跡は当時の省文化処に
移管され、「華山芸文特区」として再スタートした。

華山文化園ではいろいろな芸術グループの公演がお
こなわれているほか、古びた建築の異色の雰囲気を愛
でて婚礼写真の撮影に訪れるカップルも多い。

所在地：台北市八徳路一段一号

Tel：02-33436376

交通：MRT忠孝新生駅1号出口、徒歩約5分

           MRT善導寺駅6号出口、徒歩約5分

open：火曜-日曜09:00-22:00（月曜および国定休日休館）

http://huashan.cca.gov.tw/

僊虚但
北一女（台北市立第一女子高校）は元台北第一高等
女学校。そばに総統府（総督府）がたつ名門校であ

る。二次大戦中総督府一帯が
空襲を受けた際に、伊藤仙蔵
校長は殉職している。

現在の北一女の校庭で唯一
保存されている日本時代の建
築は校門付近の光復楼。光復
楼は1933年に落成した、黄土
色のL字形のシンプルな外観の
建築である。四階部分は戦後
に増築されたもので、現在一
階から三階までが市の史跡と
なっている。

校内で注目される史跡は日
本時代の校訓の石碑。「正し
く・強く・淑かに」という
校訓碑は1934年に創立三十周
年を記念して設置された。石
碑は空襲後行方不明になって
いたが、1995年になってガジ
ュマルの老木の下から発掘さ
れ、校内に再建された。

所在地：台北市中正区 10045  
              重慶南路一段 165 号

Tel：02-2382-0484

交通：MRT台大医院駅1号出口、徒歩約20分

        MRT小南門駅4号出口、徒歩約10分

open：内部参観不可

http://web.fg.tp.edu.tw/tfg2002/index2007.php

専売局跡

台北公会堂跡 台北酒造場跡

ツアースポット
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愁醸城渉
建国高中は日本時代の「台北第一中学
校」。戦後、一中・三中・四中が合併して
「建国高級中学」と改称されたが、一貫して
男子校の伝統を守っている。

南海路の校門に立つと、正面に建中を代表
する「紅楼」がみえる。紅楼は1908年に近藤
十郎が設計した建物で、玄関や鐘楼に風格が
あるほか、赤レンガ造りの外観は出色。1945

年、紅楼西側が空襲によって破壊されたが、

1950年に改修されている。

紅楼はもともとU字形の建築だったが、戦後両翼が教室に改築
されている。七十年代にビルに建て替えられる計画が持ち上が
ったが、当時の黄建斌校長はそれを阻止し、保存を決定した。
現在市の史跡となっている。

所在地：台北市中正区南海路56号

Tel：02-23034381

交通：MRT：中正紀念堂駅2号出口、徒歩約十五分

open：月曜-金曜：17:00-21:00、週末および休日：8:00-21:00 （校園のみ開放。建築内は
参観不可）

http://web.ck.tp.edu.tw/
文/黄涓芳  写真/黄涓芳.鄭如珊

旧第一高女 旧台北一中
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国家戯劇院 
台北市中山南路21-1号 

Tel：(02)2343-1566 

交通：MRT「中正紀念堂駅」下車すぐ 

http://www.ntch.edu.tw

1/4-6 林奕華「水滸伝」2008年ア
ジアツアー

1/8-13 于魁智率いる中国京劇院の
名優大競演   

1/17-19 モーツァルトオペラ《クレ 
タの王イドメネオ》

2/23-24 マジカル史詩音楽シアター
《消えた王国》

2/28-3/1 緑光劇団公演 
《人間の条件2》

3/22-23  2008フランス・リヨン歌劇
院バレー団《シンデレラ》

国家音楽庁
台北市中山南路21-1号 

Tel：(02)2343-1566 

交通：MRT「中正紀念堂駅」下車すぐ 

http://www.ntch.edu.tw

1/13  NSO チャイコフスキー発見Ⅵ
「冬日の夢」 

1/19  メンデルスゾーン・ピアノ三重
奏チャリティーコンサート

1/20  世界に広がる麗しの歌声《饒
嵐》

1/23-25 国立台湾交響楽団公演《永 
遠の生命となる楽章》

1/26「故郷－日本の名曲」 
コンサート

1/27 少年兵音楽庁に入る( 8 )《眠れ
る美女》

2/2 小巨人両岸伝承シリーズ  
《狂想》

2/3 市民管楽団－管楽と巨匠たちと
の対話

2/11-13 ニューヨーク・フィル公演

2/29  NSO 音楽学苑－ 
交響曲の第一楽章

3/9   NSO 世紀を超える指揮者‐ル
ドルフ・バルシャイ 
《光明に向かう》

3/21、28アジアのカラヤン-林克昌80
年音楽の旅

国立故宮博物院     
台北市士林区至善路2段221号 

Tel：(02)2881-2021 

http://www.npm.gov.tw 

開館時間：09:00～17:00年中無休 

交通：MRT淡水線「士林駅」下車。バス
255、304、ミニバス18/19、紅30のいずれ
かに乗り換え、同博物院正門前で降りる。

10/20-2008/2/24華麗なるバロック―
ウィーン芸術史博物館のハプ
スブルク家コレクション展

2007/8/19-2008/8/15イスラム玉器展
「国色天香」　陳列室：306

預告   伝移模写展  
陳列室：208, 210, 216

常設展  屋外パブリックアート
「無為/無不為」  会場：
正館2階バルコニー

2007/1/20～当博物院所蔵印璽展「印
象を深く刻む」    
陳列室：306

常設展       貴族の栄華を伝える－清
代家具展   会場108

常設展　 玉燦珠光　会場：308      

常設展　 古代に眠る戦車－小屯村
殷代車馬坑器物特別展　
中央研究院歴史語言研究
所所蔵  会場：304

常設展　 永遠に子孫に愛される－
清代皇室の文物収蔵」の
展覧   会場：106  

常設展 奉天承運－清代歴史文書
珍品展　会場：103

常設展　 慈悲と知恵－ 
宗教彫塑芸術  会場：101

常設展 典冊載籍－ 
古籍逸品展  会場：103

常設展 青銅器工芸の謎 
会場：300

常設展　 古典文明－銅器時代　
(1600－221B.C.E.)  
会場：305

常設展　 官民が技術を競う時代－
明代後期　(1522-1644)
会場：207

常設展　 クラシックから伝統へ－
秦・漢 
(221B.C.E.-220C.E.)  
会場：307

常設展　 文明の曙光－新石器時代
　(pre-1600B.C.E.)  
会場：303

常設展　 新しい典型の建立－宋・
元　(960-1350) 
会場：203

常設展　 新装飾の時代－明代前期
の官営工房(1350－1521) 
会場：205

常設展　 現代に向かう－清代後期
（1796－1911） 
会場：211

常設展　 盛世の工芸－ 
清代 康熙・雍正・乾隆
(1662-1795) 会場：209

常設展　 繋がりと融合－六朝・隋
・唐　(221-960) 
 会場：201

文芸プログラム

惹
倭
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国立国父紀念館
台北市仁愛路4段505号 

Tel：(02)2758-8008-15 

http://www.yatsen.gov.tw/ 

交通：MRT板南線「国父紀念館駅」下車、
徒歩3分。

＜展示＞

2005/4/1-2010/12/30 
孫文先生中華民国建国展  
本館：国父史跡展東室

2005/4/1-2010/12/30 
孫文先生と台湾展 
本館：国父史跡展西室

＜演劇＞

1/4-13　「金大班の最後の一夜」

1/21-22オラトリオ《希望ā台湾》

台北市立美術館
台北市中山北路3段181号 

Tel：(02)2595-7656 

http://www.tfam.gov.tw 

開館時間：09:30～17:30（土曜日は21:30

まで）月曜日休館（休日の場合は順延） 

交通：＊MRT淡水線「圓山駅」下車。酒
泉街を進み、中山北路で左折、約10分で
本館正門に到着。バス21、40、42、208、
216、218、220、224、247、260、277、
279、287、308、310、612番のいずれかに
乗り、同美術館バス停で下車。

3/10-2008/2/10 
収蔵常設展－静物：物件・記
事   展示エリア2A-2B

11/17-2008/2/17 
欲望と消費－海洋堂とオタク
族文化  1A-1B 

2007/11/28-2008/3/2 
台湾シュルレアリスム展 
展示エリア3B-3C     

2007/11/28-2008/2/24 
文学者の目からみた世界「ギ
ュンターグラスの詩と絵画」                   
展示エリア3A 

国立歴史博物館   
台北市南海路49号 

Tel：(02)2361-0270   

推薦プログラムおよび展示会   

華麗なるバロック―ウィーン芸術史博物館のハプ
スブルク家コレクション展
類別：展示                          会期：10/20-2008/2/24
会場：国立故宮博物院        陳列室：第二展覧エリア（図書文献館）

ディエゴ・ベラスケ
ス（Diego Velazquez、
1599セビリア̶1660マ
ドリード）
＜白いドレスのマルガ
リータ王女＞油絵　
1656年制作
この絵は17世紀、スペ
インとオーストリアの
ハプスブルク両家の緊
密な関係を表す証とも
いえる。モデルはオー
ストリア出身のマリア
ーナとフェリペ4世との
間の娘で当時、わずか5
歳。すでに成年後はい
とこである王位継承者
のレオポルド1世との
結婚が定められ、ベラ
スケスが描いた王女像
は毎年、ウィーンに送
られていた。王室の子
供の魅力、ブロンドの

髪、細やかな肌が充分に描かれている。王女が身につけている白のドレス
には赤い色の花と黒色の刺繍糸を使った縁飾りがほどこされ、克明な色づ
かいはドレスの触感をもリアルに表現している。

台湾シュルレアリスム展
Surrealists in Taiwan  
類別：展示 
会期：2007/11/28-2008/3/2
会場：台北市立美術館
展示エリア：3B-3C 

シュルレアリスム（超現実主義）はある種
のすぐれた現実への連想をもとに、多様な夢幻

の心象や潜在意識を捉え、そのイメージをそのまま表現しようとする。日
常的現実世界の基底には真実の心象世界があるとして、心理学や神話学の
メタファーなどにも注目、多大な影響を受けた。シュルレアリスムの名は
アポリネールが1917年に「チレジアスの乳房」上演の際に使い、1924年
にブルトンが「シュルレアリスム宣言」を発表、理性・道徳の制約から免
れた、純粋に心霊的な自動現象を書きとる運動と定義した。

ニューヨーク・フィル ハーモニア 
管弦楽団台湾公演New York Philharmonic 
指揮：ロリン・マゼール
類別：音楽    会期：2/11-13   会場：台北国家音楽庁、高雄至徳堂
米国で最も古い交響楽団、また世界でも有数の歴史ある交響楽団の一

つ。ニューヨーク・フィルは1842年に創立され、以来、クラシック音楽
界を先導してきた。ズービン・メータ、クルト・マズアの後、2002年9月
からはロリン・マゼールが音楽監督を務めている。毎シーズンの定期演

奏には世界各地を巡演し、聴衆動員数は
世界一といわれる。2004年12月18日に
は、マゼール率いるニューヨーク・フィ
ルは楽団としての公演が通算、1万9千回
に達した。そのマゼール率いるニューヨ
ーク・フィルがその華麗な音楽美ととも
に2008年の初春に台湾にやってくる。

開館時間：10：00～18:00（月曜日休館）  

交通：MRT「中正紀念堂駅」下車、出口
1、2号を出て、徒歩約5分。 

http://www.nmh.gov.tw

10/23-2008/04/27 
台湾生活館－人形芝居の美   2階  202

常設展 台湾生活館「伝統刺繍の美」  
2階西側

11/30-2008/1/27  
魏清徳旧蔵近代書画寄贈特別展 
及び座談会    2階

12/14-2008/1/27 
翁明川竹彫展「古と新をなす」 
 2階精品長廊

12/21-2008/1/20  
連宝猜陶芸展      4階

2007/12/22-2008/02/10 
リヴィオ・セグーゾの現代ガラスア
ート展《光と影の舞》 
史館一階101 102 103
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南安ビジターセンターで 
自転車無料貸出し中
玉山国家公園管理処南安ビジターセンターでは、観光
客に近隣の原住民の村落や田園風景、古道めぐりで自
然の景観をゆっくり楽しんでもらおうと、自転車の無
料貸出しを行っている。所要時間や体力を考慮して、
6コースのサイクリング路線を用意している。南安ビ
ジターセンターは玉山国家公園管理処東部園区の出入
口にあり、花蓮南区の人気スポットの一つ。同センタ
ー付近の観光スポットを紹介するガイドマップを備え
ているほか、古道めぐりの方はセンター内の係員に照
会すれば詳しく教えてもらえる。雨天の日は貸出しを
中止。

台日合作電影 
『闘茶Tea Fight』クランクイン！
日本の新星・戸田恵梨香と台湾のアイドル・周渝民－
という夢の共演が実現した。合作映画のタイトルは
『闘茶Tea Fight』、監督は台湾映画の巨匠楊徳昌(エ
ドワードヤン)の愛弟子王也民。映画の舞台は台湾
で、ほぼ八割は台湾で撮影される。

美希子を演ずる戸田
が、老舗の茶芸館を
経営する父親の八木
圭(香川照之役)のた
めに、『闘茶』の由
来を尋ねて台湾にや
ってくることから物
語は始まる。2007年

末現在、戸田らの一行が台湾に来て撮影を進めている
ところだ。淡水紅楼・祖師廟・華山文化園・涼州街・
西門町などが決定しているロケ地。すでに角川映画主
催の第六回日本映画エンゼル大賞の受賞が決まってお
り、2008年3月の完成予定。5月のカンヌ映画祭を目標
にすえ、2008年秋に台湾と日本で公開される。

『闘茶Tea Fight』オフィシャルサイト：http://www.

tea-fight.com/

金門新十景が登場 
「海上の仙洲」と謳われた金門は景勝地が多い。金門
文化局が進めてきた金門新十景選出投票が締め切ら
れ、以下の「新十景」が決定した。近代の金門を代表
する建物「莒光楼」、成功海岸に近い「陳景蘭洋館と
金湯公園」、「建功嶼とその軍事施設」、かつての繁
栄ぶりを伝える「水頭の洋館群」、水鳥が生息し、落
日の風景が素晴らしい「慈堤」、岩石を切り開いた坑
道に海水を引き入れて海軍の上陸用埠頭にした「翟山
坑道」、鏡のように湖面が美しい「双鯉湖」。また、
日本で成功をおさめた華僑・王敬祥が一族の住居に
建てた家屋がまるで山中の真珠を思わせる「山宕海
珠」、遠方の山々が湖面に映る「汶浦水岸」、金門全
島に点在する民間の守護神「金門風獅」。 
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台北国賓の中華おせ
ちテイクアウト
台北国賓大飯店では数量
200セット限定の中華おせ
ちテイクアウトを受付け
中。同飯店のレストラン
「粤菜庁」と「川菜庁」が
特に準備したのは伝統と創
作を組み合せたコースと単
品メニュー。味もバラエテ
ィに富んでおり、本場四

川から取り寄せた香辛料を使った「四川風おせち」、
厳選された食材と創意にあふれた「広東風おせち」。
コースは8人分8,000元、このほか、人数やお好みで自
由に選べる単品もメニューが10種類を超える。全て
当日、調理する。2008年1月20日までに予約の方には
10％割引サービス。国賓Welcome Memberの方には期
限を限らずに10％割引を実施している。

台北市中山北路2段63号
Tel:886-2-2551-1111

http://taipei.ambassadorhotel.com.tw/

「美麗信青庭花園」のランチ＆ブランチ
美麗信花園酒店のレス
トラン「青庭花園」は
洗練された雰囲気のレ
ストランで五星クラス
の食事が味わえるう
え、割引サービスも実

施中とあって、注目を集めている。2008年1月27日まで
の平日はランチ、週末はハーフビュッフェ式のブランチ
が2人連れで20％割引き、4人連れで1人が無料となる。
ランチはオードブル・スープ・メインデッシュ・デザー
ト・フルーツ・コーヒー／紅茶がセットで490元から。
ブランチはメインデッシュとデザートはオーダー式で、
オードブルやサラダ、スープ、パン、フルーツ、ジュー
ス類はビュッフェ式になって1人580元から。

Tel：(02)8772-8800ext.2311

適用時間：ランチ月～金曜日11.30～14.00 

                  ブランチ土・日曜日11.00～14.00

天祥晶華酒店の 
「冬の宿泊・美食プラン」
タロコ国家公園内にある「天祥晶華酒店」では、2人
コース「宿泊・美食」の特別料金3,999元を2008年2月
29日まで実施している。美食コースは寒い時期の体力
作りに効き目のある特別料理や中国料理、西洋料理、
デザートをセットにした特別メニューで、養生効果の
あるエリンギとスモークチキンを使ったサラダからス
タートし、フィレンツェ風ポタージュスープ、スズキ
の蒸し煮、ドイツ料理の代表格ともいえる「アイスバ
イン」と続く。そして、締めはチョコレートフォンデ
ユ。楽しいひと時に体の内から暖まることができる。

予約　03-869-1155(花蓮)、02-2560-3266(台北)、
07-215-2733(高雄)

http://www.grandformosa-taroko.com.tw 

超特価の中国茶＆温泉日帰りコース       
台北県観光局は県内の中国茶葉と温泉をテーマとした
特別料金プランを推進中。日帰りコースと1泊コースは
驚きの599元～1,990元。坪林金瓜寮渓岸辺での自然観
察やお茶の故郷・坪林めぐり、名産賞味で599元（通
常999元）、坪林めぐりと烏来での「美人の湯」入浴
がセットで999元（通常1,390元）。また、烏来の温
泉業者も冬の特別プランを多数、準備しており、一例
を挙げると、日月光温泉会館での入浴に食事がセット
で580元(通常840元)の
得々コース。温泉は全
身の筋肉のこりをほぐ
し、関節をゆるめる働
きがあり、特に烏来の
炭酸泉は「美人の湯」
として誉れ高い。

各コースの詳細は新台旅行社：(02)2513-3080へ。

佳徳糕餅店が2年連続「パイナップルケ
ーキ金賞」に輝く
日ごろから、高品質と新製品開拓に力を入れている
「佳徳糕餅店」は2006年台北市第1回「パイナップル
ケーキ金賞」伝統部門で第一位を受賞したが、2007年
はクランベリーを使った「クランベリー・パイナップ
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ルケーキ」で、「第
2回パイナップルケ
ーキ金賞」創作部門
でも金賞に輝き、2

年連続の偉業をなし
遂げた。1975年に
オープン以来、「国

際レベル、中洋合作」を目標に菓子作りを進め、2007

年にはクランベリーとパイナップルケーキを結び付け
た独特の甘酸っぱい味で認められた。当店はパイナッ
プルケーキばかりでなく、「老婆餅」や「牛奶酥餅」
も観光客から指名されるほどの人気を集めている。

台北市南京東路5段88号
Tel：886-2-8787-8186(配達サービスあり)

Fax：886-2-2764-6679

http:www.chaite88.com

翡翠なら翡翠専門店の「璀璨東方」
中正紀念堂に近い信義路2段にある「璀璨東方」は、ビ
ルマ産の翡翠を使った彫刻を専門に扱っている。翡翠
は「吉祥を招き、身を守る」、「財を増し、気を集め

る」効果があると信
じられ、昔から中国
人に愛されてきた。
ビルマ産の翡翠を使
った彫刻の「玉彫」
は翡翠本来の美しさ
のほかに、精美な彫

刻で芸術品の価値もある。店内には大型の玉彫から、
手頃な価格の中・小型の玉彫まで揃い、一見の価値が
ある。長年にわたり骨董品を収集してきたご主人の王
さんは、優れた鑑定力でも定評があるので、骨董品の
愛好家にもお薦めの翡翠専門店。

台北市信義路2段44巷2号1階 

（杭州南路と金山南路の中間）
Tel:（02）3322-5922 33225911 Moblie:0919-319-522

営業時間：毎日12:00～20:00

橋龍脊椎健康センター
日本の立命館大学を卒業後、
日本脊椎矯正学院で学んだ張
療法士が当センターを経営す
る。日本の手技療法を駆使
し、神経が圧迫されて起こる
腰痛、手足のしびれ、頭痛、肩こり、むちうち症、自
律神経失調症、生理痛など、さまざまな症状を矯正・
改善し、このほか、スポーツ傷害や身体疲労にも効果
がある。異常部位は米国製バイブレーターを集中的に
使い、矯正効果をあげている。日本から治療に訪れる
人も多く、患者さんたちから厚い信頼を集めている。
日本語での相談もできるので、納得のいく治療を受け
ることができる。

台北市永吉路120巷91弄3階
Tel:0915-720-616(予約制)

営業時間：毎日10:00～21:00



お茶
洪師父新饌
北市文山区指南路3段38巷16の5号（木柵
空中ロープウェイ乗り場そば）
(02)8661-6649

猫空の美景を眺望し、洪師父
新饌で美食を味わう。クの風
味が広がる。

鈴藤飲酒蔵
台北市仁愛路四段345巷2弄15号A区
(02) 87718002

おしゃれで落ち着いた雰
囲気のSake Bar。素材を生
かしたメニューが自慢。
open:6:30pm-1:30am。

「ペルシャ」
台北市合江街61巷1号1F
(02) 2417-1603

台湾唯一のイラン料理レスト
ラン。個性の調理・一流の技
術・直輸入の食材

老董牛肉細粉麵店
台北市民生西路35号(旗艦店)
(02)2521-6381
http://www.olddon.com.tw

2006年度台北国際牛肉麺コン
クール伝統組第一位

淡水紅樓餐庁
台北縣淡水鎮三民街2巷6号
(02)8631-1168
http://www.redcastle-taiwan.com

百年の史跡がレストランに。
(ただいま10％off)

グルメ エステ&
マッサージ

グルメ

エステ&  
マッサージ

文化& 
芸術

ショッ
ピング

洋服
専門店

交通＆ 
レジャー

郷村鵝肉
台北市中山区雙城美食街17号店(昼)、12
号店(夜)
0932-202100

四十年の老舗。屋外で飼育し
た新鮮なガチョウを毎日入
荷。弾力があって歯ざわり抜
群。脂っこくないので安心。

佳徳糕餅有限公司
台北市南京東路5段88号
(02)8787-8186
http://www.chiate88.com

台北市原味鳳梨酥（パイナッ
プルケーキ）金賞に輝く。

水漾甦活概念館
台北市武昌路2段91巷4号2階
(02)2381-7676

天然植物保養成分使用の男性
エステ・SPA。
(SPAコースを100元の割引)

豊彩時尚健康
男女會館
台北市紹興南街18-15号1階

(02)2358-7797

美容、マッサージ、足裏マ
ッサージ、ネイルアート。
(10％OFF。コーヒーか紅茶
を無料サービス)

御華興食品股份有限公司
台北市八徳路4段727号
(02)2742-3655

爽やかな甘さの手作りパイナッ
プルケーキ。

レストラン
「P.S. Bu Bu」
台北市中山北路7段140巷1号

(02)2876-0698

オースチン・ミニのテーマレ
ストラン。テレビドラマ「流
星花園」の道明寺と杉菜のデ
ート場所として人気沸騰中。

アメリカンレストラン
「大都会」
台北市長春路218号
(02)2508-0304

大都会ニューヨークのモダン
な雰囲気をたたえたレストラ
ン

東方養生館マッサージ
台北市中山北路2段183巷4-6號
(晴光市場旁)  停車方便 
(02)2599-1139  三郎   
營業時間：8:30am-9:30pm

駐台湾の日本人にも
強くおすすめのお店！！

富園海鮮楼
台北市北投区中央北路217号
(02)2896-0356、2896-0729

最高級の新鮮な食材を使っ
た頼シェフの創作料理で味
覚と視覚が同時に楽しめ
る。

燕朝
北市復興南路2段142号1階
(02)2709-5200

高品質の「燕の巣」で、
最高の養生効果。

桜崗温泉会館
台北市天母行義路300巷3号
(02)2871-8965
http//www.sakuraoka.com.tw
vㄒv

欧風空中ガーデン、温泉、
月見、星空鑑賞。

China Pa
台北市大安区安和路一段145号
02-2702-7011
open:6:00pm-4:00am

食事・カクテル・葉巻・
連夜live band

毅盛食品
(富莉芸術ケーキ)
石牌店:台北市石牌路二段84号
(02) 2821-8128
北投店:台北市北投区光明路220号
(02) 2893-6678

<ピリ辛パイナップルケーキ>が
2007年台北鳳梨酥フェスティバル
創作金賞を受賞！
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交通＆
レジャー

お茶

哥徳香酵素烘焙
台北市建国南路2 段151巷42号
(02)2707-5770
www.ge-de.com.tw

台北市鳳梨酥創意金賞に輝
いたコーヒー風味のナッツ
入りケーキ。

嘟柏林鉄板焼
台北市信義路四段137号
(02)2704-7798

世界的に著名なシェフが腕
を揮う。視覚と味覚が楽し
める

足滿足養生会館
台北市西寧南路79号
(02)2361-6167

サービス・スペース・テクニックと
もに一流。(ただいま20％off)アロマ
オイルフットバス(10分)+足裏マッサ
ージ/ボディマッサージ(30分)を特別
料金400元（通常500元）で！

林氏健康センター
台北市農安街2巷18号4階
(02)2595-4271

祖先から伝承した伝統の足
裏マッサージ

皇家峇里マッサージ
台北市昆明街82号
(西門町誠品武昌店旁 )
(02)6630-8080 / (02)6630-2525

店內は明るく,清潔感があり,女性.駐
在員.出張.観光の方も.安心のお店
です。JCB Card, るるぶ台湾では高
い評判を受け, 強くおすすめの店!

クーポン 

A ̃ D.コース:15% 割引 / E.コース:20% 割引 

文化&   
 芸術

タイペイアイ   臺北戯棚
台北市中山北路2段113号
(02)2568-2677
http://www.taipeieye.com

台湾伝統芸能がみられる観
光劇場。(10人以上または
JCBカードでチケット購入の
方には10％割引サービス！)

茗窖茶莊
士林店：台北市士林区美崙街26号
(02)2834-0851 / (02)2835-5091

手作りの高山茶をパック

小格格繡花鞋坊
台北市西寧南路96号
(02)2370-9063
http://www.eb-shoes.com.tw

現代古典風の刺繍靴

ショッ
ピング

宏祥旅行社
台北市松江路190号4階
(02) 2563-5313
http://www.edison.com.tw

半日コースから5日コー
スまで毎日出発！

日本アジア航空株式会社
台北市敦化南路1段2号2階
(02) 2776-8326
http://www.japanasia.co.jp
http://www.jaa.com.tw

安心のフライト・多彩なコ
ース

観光タクシー
(02) 2799-7997 / (02) 2799-4818

貸切りや台北県市外へ行
きたい方は事前に電話で
照会が必要。
安心の台湾観光

璽印篆刻芸術センター
台北市八徳路3段118号
(日本語でどうぞ)
(02)2579-2233

吉祥を呼ぶ
各種印材・手彫り

興信所  一統徴信
(02)2516-1199         0800-000-007

誠実、専業、守秘、信頼

班尼頓広告写真
台北市一江街43号
(02)2541-6133
http;//www.benetton-photograph.com.tw

旧習にとらわれず斬新な人物
写真。CM技術とファッション
アイデアでリード。写真界の
革命児。

KEVIN 紋身
芸術工作室
台北市西寧南路129号
(02)2389-8018 / 0926-342158 / 
0936-050467
http://www.tattoo.idv.tw

安全衛生なタトゥ

台北カイロプラク
ティックセンター
北市永吉路120巷91号3階
0915-720-616
（完全予約制、要電話予約）

日本の無痛手技療法
で、神経への圧迫で起
こる各種症状を除去。

声声慢
北市麗水街11-1号

(02) 2341-9422

チャイナドレスで最新の流行
を演出。

万年ビル
台北市西寧南路70号（西門町商圏）
(02)2381-6282

人気商品が集中する、若者たち
のショッピング天国。

紫金園
北市大安区新生南路三段6号1階
(02)2369-6836

他の産地の茶葉を販売せ
ず、高海抜で産する本物
の阿里山茶のみを扱い、
愛飲家が信頼を寄せる。

鬥魚デジタル撮影
北市忠孝西路4段51号7階
(02) 2721-8181

写真界で21年目の当スタジオ
は面積百坪の立体シーン、フ
ァッショナブルなドレスとメ
イクでアートフォトをリー
ド。もう一人の自分を発見す
るチャンス！

太極堂
忠孝店・民権店・長安店,
市府店・新竹店。
(02) 3343-3926。

消費工夫の新時代、手頃
な料金で健康を守る！

樺樺芸品店
台北市中山北路二段27巷1F

(02) 2568-2535

民芸品・高山茶・各種ギ
フト。なんでもそろうお
土産ショップ。

PICARD
台北市松江路185号4F
02-2517-0206

ピカードは、1928年に創
立した有名ブランドの人
気バッグ
日本のピカードナーカー
の半額又20％割引

晶華香格里拉
洋服専門店
台北市中山北路二段39巷8号3階
(02) 2531-2987

技術もサービスも一流

洋服
専門店

尊尼洋服
台北市忠孝東路一段12号5F509室
(台北喜來登飯店内)
(02) 3322-3307,33223309, 
 0910-225215

男子背広・女性チャイナ
ドレス、オーダーメード

児時窩
台北市中山北路2段65巷9-3号
(02)2561-4509

ハイセンスなチャイナテイ
ストのアクセサリー、雑
貨、骨董、などなどお探し
の方におすすめ。とにかく
センスがいいんです！

Gayoカシミヤ専門店
台北市松江路305巷3F
(02) 2828-2051

100% カシミヤ純毛製品
100% ラクダ純毛製品輸入
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台北市民権東路2段41号
TEL：(02) 2597-1234  Fax：(02)2596-9223
Internet:http://taipei.landishotelsresorts.com
E-mail:service@landistpe.com.tw
部屋数：200  
宿泊料：
スーペリアルーム  NT$ 8,000
デラックスルーム  NT$ 8,800
エグゼクティブスイート NT$10,000
コーナースイート  NT$13,000
総裁：巌長寿       
言語：英語、日本語、フランス語、ドイツ語、広東語、中国語
レストラン：フランス料理、（パリ1930）、杭州料理（天香楼）、コン

チネンタル料理（ラ・ブラッセリー）
設備、施設等：宴会・会議室（300人収容可）、ロビー・バー、ヘルス    

センター、サウナ、屋外ジャグージ、空港送迎、小会議
室、ノースモーキンクフロア、インターネット無料使用

亜都麗緻大飯店  
ザ．ランディス．タイペイ．ホテル

マネットスイート NT$17,000
レノアスイート NT$22,000
リッツスイート NT$36,000

台北圓山大飯店
タイペイグランドホテル

104台北市中山北路四段1号    
TEL：(02)2886-8888  FAX：(02) 2885-2885
URL:http://www.grand-hotel.org  
部屋数：490 (スイート：57)
宿泊料：シングル／ダブルNT$5,700~9,800
　　　　スイートNT$15,000~26,000 (10%サービス料が加算されます)
総経理：李元義
言語：英語、日本語、スペイン語、フランス語、
レストラン：西洋料理、広東料理、中国北方式の点心、
                       李白酒廊、コーヒーショップ
設備．施設等：新装なった大会議ホール（大會廰）は台北市内を一望す
る多目的ホール。400のキャパシティをもつ会議場はグランドホテルだ
けで、ほかにミーティングルームを10室備えている。フルサポートのビ
ジネスセンター、サウナ付きのフィットネスセンター、ジャクジー、オ
リンピックサイズスイミングプール、テニスコート、ビリヤード場

美麗信花園酒店
ミラマー ガーデン 台北

104 台北市市民大道三段83号
Tel:(02)8772-8800  Fax:(02)8772-1010
E-mail: info@miramargarden.com.tw
Web Site: www.miramargarden.com.tw
部屋数:200     言語:英語・日本語・広東語
宿泊料:
デラックス NT$5,000
ビジネス　ルーム  NT$6,500
エグゼクティブ　デラックス　ルーム NT$7,000
ボス スィート   NT$10,000      プレミア スィート    NT$15,000
ゼネラルマネージャー:朱栄佩 (Linda Chu)
レストラン:レインフォレストカフェー朝食バイキング、ガーデンテラ
スー欧風料理、ラウンジ81-バー/スナック 
設備・施設等:ビジネスセンター、エグゼティブフロア、多目的会議室、

ブロードバンドアクセス、32インチ液晶テレビ、ガーデン
レストラン、バー、フィットネスクラブ、屋外プール、サ
ウナ、SPA、花園、駐車場

天祥晶華度假酒店
天祥 グランド フォルモサ

花蓮県秀林郷天祥路18号
Tel：(03) 869-1155 Fax:(03) 8691160
http：www.grandformosa-taroko.com.tw
部屋数：203
宿泊料：ハネムーン/デラックス ツインNT$6,000+10%
 三人用 NT$7,000+10%、
 アロマ SPA ルーム   NT$8,000　　　　
 四人用 NT$8,500、
 デラックススイート NT$14,000
 フォルモサ　スイートNT$16,000
 プレジデントスイート NT$40,000
設備・施設等：屋内外プール、サウナ、フィットネスセンター、児童遊

戯エリア、テニスコート、カラオケ、eEdas SPA芳療館

台北市中山北路２段41号
TEL:(02) 2523-8000  FAX:(02) 2523-2828
部屋数：538
宿泊料：
シングル  NT$11,000
ダブル   NT$11,500
スイート  NT$16,500~99,000
言語: 英語、日本語、北京語
レストラン: 上海、ステーキハウス & 鉄板焼、バー、カフェ、  
 ビュッフェ、イタリアン、ペントハウス
設備・施設等：屋上プール、サウナ、スパ、無線インターネット、ビ

ジネスセンター、 24 時間ルームサービス、大小会議
室、宴会場、ショッピングアーケード、禁煙フロア、レ
ディスフロア

台北晶華酒店     
グランド  フォルモサリージェント  タイペイ

台北市長春路168号
TEL：(02)2507-3211   FAX：(02)2508-2070
部屋数：230
E-mail: hotel@leofoo.com.tw
URL:http: //www.leofoo.com.tw/hotel

総支配人：Cheng-Ling CHUANG
言語：英語、日本語
レストラン：広東料理、西洋料理、日本料理
設備・施設等：コーヒーショップ、コンビニ、ビジネスセンター、駐車場、
　　　　　　  宴会場、禁煙フロア、インターネット、観光ツアーサービス
◎御滞在期間中、毎日上下一組の無料クリーニングを提供させていただ
　きます。

六福客桟    
リオフーホテル

デラックス　ツインNT$2,400
三人部屋　　　　　NT$2,700
四人部屋　　　　　NT$3,100
スイート　　　　　NT$4,400

宿泊料：  
シングル　　　　　NT$2,000
ダブル　　　　　　NT$2,200
ツイン　　　　　　NT$2,200

朝食、税金及びサービス料込み

台北市林森北路６００号
TEL:(02)2596-5111   FAX(02)2592-7506
Website: http://www.imperialhotel.com.tw
E-mail: taipei@imperialhotel.com.tw
部屋数：288  言語：英語、日本語
宿泊料：シングル／ツイン　NT＄8,000から
　　　　スイート　　　　　NT＄12,000
　　　　プレジデントスト　NT＄35,000
代表取締役：Mr. Jim Chiu
レストラン：広東料理、ステーキハウス、トマティーナカフェ、24時間

ルームサービス
設備・施設等：大宴会場、会議室、コーヒーショップ、ヘルスセン

ター、ビジネスセンター、ファックスサービス、イン
ターネット利用可、クラブフロア、貴重品保管金庫、
駐車場、観光ツアーサービス、禁煙室、クレジッカー
ト利用可（American Express, Dinners Club, Master 
Card , Visa, JCB等）

台北華国大飯店
インペリアルホテル台北

105 台北市民生東路三段111号
Tel: 886-2-2718-1188      Fax: 886-2-2713-0707
E-mail: sherwood@sherwood.com.tw
http://www.sherwood.com.tw
宿泊料：
スタンダード: NT$10,200  スーぺリア: NT$11,000
エグゼティブ: NT$14,000 スーぺリアスイート: NT$18,000
エグゼティブスイート: NT$25,000 シェアウッドスイート: NT$80,000
プレジデントスイート: NT$100,000
言語: 英語・日本語・仏語・ドイツ語・広東語・北京語
レストラン: 無国籍バイキング・寿司バー・イタリアン・ 

広東海鮮料理・バー
設備・施設:ビジネスセンター・サービスセンター・空港送迎・ツアーア

レンジ・貴重品保管庫・マルチファンクション会議室・ジ
ム・屋内温水プール・SPA・禁煙フロア・エグゼティブス
イート以上にジャグジー

台北西華飯店    
ザ・シャーウッド・台北

慶泰大飯店
ガーラ　ホテル

台北市松江路186號
TEL：(02)2541-5511  FAX：(02)2531-3831
ご予約専用：(02)2571-1807
http://www.galahotel.com.tw
E-mail:galahtl@ms18.hinet.net
部屋數：160
宿泊料：シングル   NT$3,800 デラックスシングル　NT$4,000
　　　　スイート   NT$5,200　デラックスツイン     NT$4,200
言  語：英語、日語、北京語
レストラン：広東料理（香港粵菜廳）、西洋料理(金穗坊西餐廳)
設備・施設等：ビジネスセンター、会議室、空港送迎車、駐車場、ドラ

イクリーニングサービス、インターネット無料使用、
LCDテレビ、ＴＶチャンネル、衛星放送チャンネル、

 ＤＶＤプレーヤー、貴重品用ルーム金庫、ミニバー、
 ドライヤー、部屋に独立したシャワー室
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100 台北市忠孝西路一段38号
TEL:(02)2311-5151 FAX:(02)2331-9944
E-mail：info_tpe@caesarpark.com.tw   
Web Site：http://taipei.caesarpark.com.tw    
部屋数：397
宿泊料：シングル NT$7,200 
　　　　ツインNT$7,800 
　　　　スイートNT$8,800
エグゼクティブフロア:シングル NT$9,800
言語：英語、日本語、中国語、広東語、ドイツ語
レストラン：Checkers（バイキング式料理）、Dynasty Restaurant
      （上海料理）、Watami（日式料理）、
設備・施設等：ビジネスセンター、会議・宴会室、ヘルスクラブ、

ショッピングアーケード、ルーフガーデン、貴重品保管
金庫、バーキング、エグゼクティブフロア、日本語ス
タッフ（3人）

台北凱撒大飯店  
シーザーパーク  ホテルタイペイ

台北市林森北路369号
TEL:（02）2581-8111
FAX:（02）2581-5811，2568-2924
部屋数：220
宿泊料：デラックス・シングル/ダブル   NT$7,800～8,500
　　　　スイート  NT$9,500～20,000
言語：英語、日本語、北京語
レストラン：ラ・ファンテリ(西洋料理)、九華楼(中華料理)
設備・施設等：コーヒーショップ、ヘルスセンター、ビジネスセン

ター、会議・宴会場、クリーニングサービス、ノース
モーキングフロア、駐車場、空港送迎サービス

華泰王子大飯店
グロリアプリンスホテル・台北 

日華金典酒店
日華金典ホテル

台中市西區健行路1049號(台中港路口)
Tel：(04)2328-8000　FAX：(04)2322-9000
Website：http//www.thesplendor-tc.com
E-mail：service.tc@thesplendor-tc.com
部屋数：222

ラレストラン：西洋料理、中華料理、日本料理、香港式飲茶、カフェテリ
アー式レストラン、ナイトクラブ。
設備・施設：おいしい料理と、旅のやすらぎをお約束する、日華金典酒店。
当ホテルは台中の中心にあり、レジャー、ショッピング、そしてビジネスに
安心してご利用いただけます。科学博物館、植物園そしてSOGOデパートに
は、徒歩で気軽に行けます。また台中駅は車で15分、清泉崗飛行場は車で45
分の場所にあり、交通の便にも恵まれております。
行き届いたサービス、美味しい料理、そして最高の寛ぎと憩いを提供する日
華金典酒店をどうぞご利用ください。

宿泊料：スーペリア シングル NT$6,500
　　　　スーペリア ダブル     NT$7,000
　　　　デラックス シングル NT$8,000
　　　　デラックス ダブル     NT$8,500

ガーデンシングル           NT$8,800
ガーデンダブル              NT$9,000
ジュニアスイート           NT$15,000 
スプレンダースイート     NT$18,000
プレジデンタルスイート NT$60,000

台中市西区忠明路52号
Tel：(04) 2317-5000
Fax：(04) 2317-5001
http://www.smartcue52hotel.com.tw
E-mail: service@smartcue52hotel.com.tw 
部屋数：125

言語：英語、日本語、中国語

設備・施設：ビジネスセンター、フィットネスセンタ、会議室、駐車場、
　　　　　　外国為替

昭盛52行館
Smartcue52 Hotel

宿泊料：スタンダードルーム NT$ 4,000

　　　　スペリアルーム         NT$ 4,500

　　    　エグゼクティブルーム   NT$ 5,000

デラックスルーム  NT$ 5,500

ファミリールーム  NT$ 6,000

VIPスイート           NT$ 8,000

康華大飯店
ゴールデン  チャイナ  ホテル

台北市松江路306号
Tel：(02)2521-5151  Fax：(02)2531-2914
e-mail：service@mail.golden-china.com.tw
http://www.golden-china.com.tw
部屋数：215
宿泊料：シングル　　NT$4,000～4,500
 ツイン　　　NT$4,500～5,000
 スイート　　NT$10,000～15,000
言語：英語、日本語、中国語
レストラン：金鑾庁(台湾料理、広東ヤム茶)、鳳凰庁(西洋料理)、香榭

庁欧式自助餐(バイキング)
設備・施設：部屋で無料インターネットサービス、会議室、宴会場、駐

車場、ギフトショップ、ビジネスセンター、国際直通電
話、マッサージ、ルームサービス(AM7：00-PM12：00)、
クリーニング、金庫(フロントに)、空港送迎、外貨両替、
観光ツアーとゴルフツアーサービス、ゴルフ練習場、衛星
放送チャンネル

        

台北天成大飯店
コスモスホテル

台北市忠孝西路一段43号（MRT台北駅  3番出口）     
TEL：（02)2361-7856 FAX：（02)2311-8921
予約電話：（02)2311-8901 予約FAX：（02)2311-8902
Web Site: http://www.cosmos-hotel.com.tw
E-mail: cosmos@cosmos-hotel.com.tw 
部屋数：226
宿泊料：
スーペリア　シングル NT$3,200~3,500   スーペリア　ツイン   NT$4,000 
デラックスシングル　 NT$4,000~5,000   デラックストリプル   NT$4,500
デラックスツイン　　 NT$4,800~5,000   ファミリートリプル  NT$4,300　
デラックススイート　 NT$7,000~10,000     
言語：日本語、中国語、英語、広東語
レストラン：江浙料理、港式飲茶、上海料理、台湾軽食                        
コーヒーショップ、アイスクリームショップ
設備・施設等：会議場、おみやげ店、宴会場、花屋、コンベンション　 
                         センター、駐車場

605 嘉義県阿里山郷香林村16号
TEL：阿里山886-5-267-9811 台北886-2-2563-5259 
FAX：阿里山886-5-267-9596   台北886-2-2536-5563
http：//www.alishanhouse.com.tw   E-mail：s2830761@ms52.hinet.net
部屋数：35
宿泊料：スィーナリ スイート　NT$6,000     クェークントスイートNT$8,000
　　　　スーぺリア スイート　NT$8,800     VIP スイート　              NT$12,000
マネージャー：Jen Shing Chen
言語：中国語、英語、日本語
レストラン：中華料理、コーヒーショップ、庭園
設備・施設：客室内ブロードバンドインターネット、ビジネスセン

ター、ギフトショップ、ガゼーボ、懐かしき50年代のダン
スホール、足裏マッサージ

阿里山賓館
アリサン ハウス

南投県魚池郷日月潭中正路23号
Tel：(049)285-5500　   Fax：(049)285-6600
http://www.fenisiahotel.com
部屋数: 211 
宿泊料: 
マウンテンビュー
シングルNT$11,000～12,000　ツインNT$11,000～12,000
和室 NT$11,000～12,000
レイクビュー
シングルNT$12,000～13,000　ツインNT$12,000
和室NT$12,000～13,000　　　和・洋室スイートNT$14,000～150,000
洋室スイートNT$15,000　　　ガーデンスイートNT$60,000
君璽スイートNT$90,000
※上記料金は2人コース、宿泊当日のディナーと翌朝の朝食が付きます。
言語: 中国語、日本語、英語
レストラン: 賞湖庁(中華料理)、アンドレ(ビュッフェ)、淘園(最高級鉄板

焼き)、夢幻亭(コーヒー、ジュース、軽食)
設備・施設: 温泉SPA、プール、日光浴バルコニー、VIP浴室、フィット

ネスルーム、児童楽園、屋外円形広場、KTV House、会議
ホール、ネット無料アクセス、駐車場

日月潭汎麗雅酒店  
FENISIA HOTEL SUN MOON LAKE

10455台北市松江路63号
Tel ：(02)2501- 9988  Fax ：(02) 2501-9966
E-mail：elhtpe@evergreen-hotels.com
http://www.evergreen-hotels.com/branch/Taipei
部屋数：100室
宿泊料： スーペリアルーム  NT$8,500    
 デラックスルーム   NT$10,500 
 スーペリアスィート  NT$11,500 
 デラックススィート  NT$15,000 
 ローレルスィート   NT$16,000  
言語：中・台・英・日
レストラン：長園中華レストラン
設備・施設：レンタカー・空港送迎、屋内駐車場・大型駐車タワー、ビジ

ネスセンター。サービス：ファクス、タイプ、内外宅配便、
リコンファーム、ビジネスインフォメーション、VIPサービ
スセンター、ランドリー・アイロン、靴磨き、セクレタリー
サービス、観光インフォメーション

長栄桂冠酒店(台北)
エバーグリーンロ-レルホテル (台北)
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寒軒国際大飯店(元霖園大飯店)
ハンシエンインターナショナルホテル(旧リンテンホテル)

高雄市苓雅區四維三路33号 
TEL：(07)332-2000  FAX：(07)336-1600
http://www.hhih.com.tw
E-mail: hhih.hotel@msa.hinet.net

部屋数：380
宿泊料：シングルNT$5,000～NT$6,600+10% 
　　　　ツインNT$6,400+10%
　　　　スイートNT$12,000˜NT$80,000+10%
総支配人：黄頼炫
言語：北京語、英語、日本語
レストラン：中華料理、西洋料理、広東料理
設備、施設等：380室の丹念に設計された客室とスウィートルームがござ

います。５大美食レストランでは中華料理を始めとする
グルメを取り揃えているほか、4室の大型パーティールー
ム、７室の会議場もございます。市の中心への交通の便
もよく、空港、ショッピング、エンターテイメント、名
勝古跡も近くにございます。

スーペリアルーム        NT$6600
デラックスルーム（シティービュー/ハーバービュー）             NT$7500 / 8000
デラックスファミリー（シティービュー/ハーバービュー）     NT$8000 / 8500
エグゼクティブルーム（シティービュー/ハーバービュー）     NT$8000 / 8500
リバービュースイート  NT$15,000     コーナースイート             NT$18,000
ファミリースイート      NT$20,000     ガバナースイート             NT$20,000
スプレンダースイート  NT$35,000     プレジデンシャルスイート NT$80,000

高雄市自強三路一号37-85F(高雄八五大樓)
Tel:07-5668000;Fax:07-5668080
http://www.thesplendor-khh.com      E-mail: eo.kh@thesplendor.com
部屋数:585
宿泊料:

マネージャー: 幸世平  Tommy Hsing
言語: 英語、日本語、中国語
レストラン:西洋、中華、潮州料理、鉄板焼、バー、ラウンジ、 展望デッ
                    キ、バイキング、鍋料理
Special Features: 
高雄最高層の85 スカイタワーの45～70階に位置する。市内および港の展望
良好。レディースフロア、禁煙フロアをご用意。

高雄金典酒店
スプレンダーカオション

攝影/康村財

807高雄市前金区七賢二路178号
TEL：(886)7-2863033  FAX：(886)7-2861999
E-mail：hotels@pchome.com.tw
http://www.image-hotel.com.tw
部屋数：100
宿泊料：シングル NT$2,800
              ツイン NT$3,300
              VIPルーム NT$4,200
              4人用 NT$4,800
言語：中国語、英語、日本語
設備・施設等：禁煙フロア、会議室、ビジネスセンター、印象コーヒ
館、SPA会館、カラオケルーム、屋内駐車場、ビジネスランチ
サービス：ウェルカムクッキー、新聞、雑誌、ミネラルウォーター、
ビュッフェ式朝食（中華、西洋料理）、空港/駅/高鉄左営駅－ホテル間無
料送迎、航空券予約、レンタカー業務

高雄喜悦大飯店
英国の認定機関UKASのISO 9001認証を取得

台北市中山北路2段63号
TEL：（886）2-2551-1111/FAX：（886）2-2561-7883

Website ：http://www.ambassadorhotel.com.tw

E-mail  ：service@mstp.ambhotel.com.tw

部屋数：426

宿泊料：シングル NT$6,200                     ツイン   NT$7,100

 ダブル   NT$7,100～9,100         スイート NT$14,000～68,000

 エキストラベッド NT$1000       幼児用ベッド     NT$ 500

言　語：中国語‧英語‧日本語
レストラン：川菜庁（四川料理） 粤菜庁（広東料理）
 レストラン「明園」  Aqua Lounge 

 コーヒーショップ「アミ」 Le Bouquet

設備・施設等：ビジネスセンター、クラブハウス、屋外プール、ロ
ビー、フィットネスクラブ、理容室、ビューティ・サロン ＆ スパ

台北国賓大飯店
台湾の名門ホテル

新竹市中華路2段188号
TEL：(886)3-515-1111/FAX：(886)3-515-1112

Website ：http://www.ambassadorhotel.com.tw

E-mail  ：sales@ambassador-hsinchu.com.tw

部屋数：257

宿泊料：デラックス NT$ 7,800   エグゼクティブキング  NT$ 8,800

ジュニアスイート  NT$12,000     エグゼクティブスイート NT$15,000

アンバサダースイート NT$24,000   プレジデンシャルスイート NT$70,000

言　　語：中国語、英語、日本語
レストラン：玖楼、Prego、Promenade、Mezzanine、Le Bar

設備・施設等：フィットネスセンター、室内温水プール、サウナ＆
SPA、ビジネスセンター、新光三越デパート、ルーム
サービス、会議室、セーフティーボックス、駐車場(515

台収容)

新竹国賓大飯店
最高級のビジネスホテル

高雄市民生二路202号
TEL：（886）7-211-5211/FAX：（886）7-281-1115

Website ：http://www.ambassadorhotel.com.tw

E-mail  : resv@mskh.ambhotel.com.tw

部屋数：453

宿泊料：シングル NT$ 4,500～6,600  ツイン   NT$ 5,500～7,800

 スイート NT$10,000～60,000   エキストラベッド NT$500

 小児用ベッド     NT$300

言　語：中国語、英語、日本語
レストラン：アロハガーデン、カントンコート、シーチュアンコート、
ルイラウンジ、スカイラ  ウンジ、レ・バジェット
設備・施設等：屋外スイミングプール、
 フィットネスセンター（2007.11.30まで工事中）
 サウナ、スチームバス（2007.11.30まで工事中）

高雄国賓大飯店
都会型リゾートホテル

花蓮市美崙区林園1-1号
TEL：(03)822-2111  FAX：(03)822-6999
ご予約専用TEL：0800-022-699  
自動ファックスシステム：(03)822-6431
http://www.parkview-hotel.com
台北事務所：台北市新生南路一段93号5F之1
TEL：(02) 2781-7138    FAX：(02) 2752-1571
部屋数：343       言語：英語、日本語
宿泊料：ツイン（シングル）NT$5,600-6,200　
　　　　ファミリールームNT$6,600-7,200　
　　　　ジュニアススイートNT$8,300-9,300   
　　　　デラックスーペリアスイートNT$9,800-11,000
　　　　プレジデントスイートNT$40,000
レストラン：中華料理、日本料理、西洋料理、プールサイド、コーヒー

ショップ、パブ
設備・施設等：宴会・会議場、カラオケルーム、テニスコート、スカッ

シュコート、サウナ、ヘルスルーム

花蓮美侖大飯店
パークビューホテル

花蓮市国聯五路139号
Tel: (03)835-9966、(03)833-6066  Fax: (03)835-9977
HP: http://www.classichotel.com.tw 
E-mail: service@classichotel.com.tw
室数:79室
タイプ:
スタンダード NT$ 4,000
エグゼティブ NT$ 4,200
エグゼティブツイン NT$ 4,200
言語:中国語・英語・日本語
レストラン:経典餐庁(中・欧風料理・エスニック料理・アフタヌーンティ)

設備・サービス: *1・2F公共スペース全面無線インターネット。*客室内
ブロードバンド環境。*歓談ホールにノートパソコン設置。*コーヒー・
中国茶無料セルフサービス。*無料駐車場。*駅から徒歩5分。シャトル
サービスあり。*会議室:映写機・スクリーン等会議設備。*2F歓談ホー
ル:雑誌・新聞自由閲覧可。*全館液晶テレビサービス設備。

花蓮経典假日飯店

エグゼティブファミリー NT$ 5,600
スイーツ  NT$ 6,000
クラシックスイーツ  NT$ 10,000

台南市成功路1号
TEL：(06)2289101　　FAX：(06)2268502
http：//www.hotel-tainan.com.tw
E-mail：hotel-tainan@hotel-tainan.com.tw
部屋数：152
宿泊料：　シングル　NT$3,200-4,000＋10％
　　　　　ツイン　　NT$3,600-4,800＋10％
　　　　　スイート　NT$5,000-7,000＋10％
言語：英語、日本語、中国語
レストラン：各国料理ビュッフェ、
                         広東料理、台湾料理
設備：会議室、宴会場、駐車場、ビジネスセンター

台南大飯店
タイナン　ホテル
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一月
台北故事館「大都会の小さな
民-台北路地裏物語」特展
期間：2007.11.03-2008.03.23 
10:00am - 6:00pm

地点：台北故事館
TEL：02-2587-5565

http://www.
storyhouse.com.tw

2007/2008
バタフライウォッ
チング-紫斑蝶
期間：
2007.12.01-2008.02.29

地点：高雄県茂林郷
http://ti.www.gov.
tw/travels_hot02.
php?act_id=140

2007-2008花と温泉のカーニバル
期間：2007.12.07-2008.02.29

地点：高雄県六亀・桃源郷
http://www.baolai-hotspring.com.tw/

2008台北花卉展
期間：2007.12.22-2008.01.20

地点：台北市大安森林公園
http://2008taipeiflowershow.emmm.
tw/

金山万里温泉祭り
期間：2008.01.31まで
地点：金山・万里周辺
Tel：北海岸・観音山国家風景区管理
処(02)2636-4503

http://www.northguan-nsa.gov.tw

2008年台湾の祝日、休日一覧
1/1(火)  元日、開国記念
2/6(水)～2/11(月) 春節(旧正月)

2/28(木)  平和記念日
4/4(金)  清明節
10/10(金)  国慶日

2007南投花卉展
期間：2007.12.22-2008.02.10

地点：南投県埔里鎮
Tel：049-2243971

http://travel1.nantou.gov.tw/
2007flower

台北歳末観光街
期間：2008.01.18-2008.02.05

地点：迪化街・台北駅北口商店街
http://www.taipei.gov.tw/cgi-bin/
SM_theme?page=4744e44a

二月
台北ランタンカーニバル
期間：2008.02.16-2008.02.24

地点：台北市役所・信義商圏
http://www.taipei.gov.tw/cgi-bin/
SM_theme?page=4744e47a

平溪天燈祭り
期間：2008.02.21

地点：台北県十分風景特定区

高雄ランタンカーニバル
期間：2008.02.16-2008.03.02

地点：高雄愛河、11─15マートー
http://www.kcg.gov.tw/

鹽水蜂炮(爆竹祭り)
期間：2008.02.20-2008.02.21

地点：台南県鹽水鎮

台湾ランタンフェスティバル
期間：2008.02.21-97.03.02

地点：台南県南部科学工業園
http://twlf.tainan.gov.tw/

2008台中県大甲媽祖
国際観光文化祭
期間：2008.02.21-2008.05

地点：台中県21郷鎮市

陽明山草花展
期間：2008.02.22-2008.03.23

地点：陽明山国家公園
http://pkl.taipei.gov.tw/cgi-bin/
SM_theme?page=474145e6

三月
十八尖山花月祭
期間：2008.03.01-2008.03.31

地点：新竹市十八尖山

2008台湾国際蘭展
期間：2008.03.08-2008.03.16

地点：台湾蘭花生物科技園(台南県後
壁郷烏樹村烏樹林325号)

Tel：(06)683-0304

http://www.tios.com.tw

鷹揚八卦タカウォッチング
期間：2008.03.10-2008.03.31

地点：彰化県彰化市

2008竹子湖海芋祭り
期間：2008.03.25-2008.04.30

地点：陽明山竹子湖
http://www.taipei.gov.tw/cgi-bin/
SM_theme?page=4744e534

2008 
台北国際トラベルフェア(ITF)
期間：2008.10.31-2008.11.03

地点：台北市世界貿易センター
Tel：台湾観光協会(02)2597-9691






