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台湾はかなり昔から自転車生産王国だった。台数では大陸に抜かれたものの、世
界の高級車市場で台湾は不動の首位を守ってきた。ただ国内での利用者は少な
かった。それが、政府の政策や昨今の健康・低炭素志向に乗って、空前のサイク 

リングブームが到来している。
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主題企画

台湾を走ろう 
ゆっくり「ペダルの旅」
島内各地にサイクリングのための環境が整備されており、台湾は自転車天国といわれる。台北県市では、総延長100キロにも
及ぶ川浜自転車歩道が完成し、高雄市には十本のサイクリングコースが縦横に走り、花蓮から台東まで自転車でのんびりツー
リングすることができる。今号では、涼風を頬いっぱいに受けて走る自転車の旅を紹介する。

トラベル

夏限定「離島の旅」   
澎湖の海と美食
都会の喧騒を離れてまもなく、雲の上から、真っ青な海に囲まれた島 と々純白の砂浜が見えてくる。飛行機を降りると、空は青く
澄み、心地よい風が吹いている。市内に向かう道中には、サンゴ石灰岩がつかわれた建築物や、サボテン、テンニンギク、龍舌
蘭など、澎湖ならではの風景が広がっていた。

特別企画

音楽への愛と献身 
「ピアノの女神」藤田梓と台湾

華山1914創意文化園区 
大都会の歴史空間

台湾を愛する100の理由
台湾鉄道弁当　おいしさの秘訣

グルメ

台北テーマレストラン大捜査
この超現実世界に耐えられる？

台湾発見

交通部観光局「日本旅行」社と提携計画 
種子島から初のチャーター便
永康街マンゴーアイス再開
9月は茶の古里へ・2010フードフェア

インフォメーション

18   2010台湾各地の行事予定
30   業界短信＆とっておき「食泊・休閒」
32   文化プログラム
34   統計インフォメーション

36   観光ホテルリスト
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主題企画
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受けて走る自
転車の旅を紹

介する。

大
都会台北にも、近郊には多くの緑が残っている。台北県内に

は十一本の自転車道が完成し、そのうち淡水河・大漢渓・新

店渓・二重疏洪道・汐止基隆河といった川沿いの自転車道はいず

れも台北市内と結んでおり、両県市を自由気ままに行き来できる貴

重な足となっている。北海岸・東北角・坪林金瓜寮渓・三峡・平渓-瑞芳といったコースは山
と海の両方の風景を楽しめる。このほか県は十箇所に公共レンタルステーションを設置して

おり、「甲地租・乙地還（目的地での乗り捨て可）」のサービスが好評だ。
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淡水沿岸自転車道

「淡水金色水岸自転車道」は関渡宮からスタートし、竹圍駅そばの竹圍

港・河濱公園に沿って進み、マングローブ自然保留区・淡水老街・淡水渡し

場・榕堤を経て漁人ハーバーに至る。マングローブ保護区では世界最大規模

のメヒルギ林が展開している。淡水老街（古い町並み）では史跡を鑑賞しなが

ら、名物に舌鼓。散策に疲れたら、異国情緒いっぱいのカフェで

一休みしよう。漁人ハーバーには、カップル憧れの「情人橋」が

待つ。停泊する漁船を眺めながら遊歩道を散歩すれば、観音

山をバックに海峡に沈む夕日が拝める。まさに絵のような景色

である。

全長十キロながら、道はほぼ平坦で、誰でもチャレンジで

きるコースだ。陽光降り注ぐ淡水河の景観を望みながらのサ

イクリングは格別。対岸には、観音山が聳え立ち、淡水の町を走り抜ける自転

車道の景観は多彩。とくに太陽が西に沈むころは、あたりが黄金に輝き、絶景

となる。それが「金色水岸自転車道」と呼ばれる所以である。

からスタートし、竹圍駅そばの竹圍

自然保留区・淡水老街・淡水渡し

グローブ保護区では世界最大規模

古い町並み）では史跡を鑑賞しなが

緒いっぱいのカフェで

ル憧れの「情人橋」が

を散歩すれば、観音

に絵のような景色

でもチャレンジで

を望みながらのサ

立ち、淡水の町を走り抜ける自転

ころは、あたりが黄金に輝き、絶景

れる所以である。

マングローブ自然保留区

関渡宮

淡水駅

関渡駅

竹圍駅

紅樹林駅

漁人ハーバー

情人橋
淡江高級中学

小白宮

淡水老街

紅毛城

関渡ハーバー

淡江高級中学

周杰倫主演の映画「不能

説的秘密」のロケ地となった

高校。清代・日本時代・戦後

と星霜を経てきた、典雅な佇

まいの校庭や精緻な校舎は

一世紀余の史跡である。

漁人ハーバー

かつて栄えた漁港がいま

は観光スポットに生まれ変

わっている。港からは、渡し

船で八里や淡水老街にもい

ける。快適な木道からは台湾

海峡に沈む落日が遠望でき

る。アーチのようにかかる橋が有名な「情人橋」。ライトアップ

されると、ムードは一層盛り上がる。

周辺スポット

関渡公共自転車レンタルステーション
台北市関渡ハーバーそば
Tel：(02)2858-4768
料金：平日時間あたり15元より・休日25元より、乗り捨て可（4時間）150元・一日250元
交通：MRT淡水線関渡駅下車、関渡宮前の小道を進み徒歩約15分。
台北県自転車ネット：http://bike.tpc.gov.tw/index.do 

自転車道

MRT駅

街道

レンタサイクル

レンタサイクル
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主題企画

炎
暑の季節でも河畔や湖畔でペダルを踏め

ば爽やかな旅が楽しめる。港都高雄には、

山・河・海・港の美景があり、市では網の目のように自転車道を整備している。その代表格が、

「後勁渓自転車道」・「愛河&蓮池潭自転車道」・「博愛世運大道自転車道」・「前鎮河自転
車道」・「美麗島大道自転車道」・「旗津環島自転車道」・「西臨港線自転車道」・「海港ハー

バー夜遊路線」の十大サイクリングコースで総延長は200キロに達する。自転車道は海岸・木
陰・幹線道路・MRT沿線そして重要観光スポットを網羅しており、自らの足で高雄のすべてが
満喫できそうだ。

1.  高雄MRT駅にはいずれも公共レンタル自転車サービスあり
 費用：最初の半時間NT$40元、その後半時間ごとに 
 NT$20元加算（visa・master・JCBカード可）
 http://www.c-bike.com.tw

2.  MRTR16左営駅とR08三多商圈駅では折畳式自転車レン 
 タルサービスあり
 費用：半日（4時間）NT100元・一日 NT200元；MRT利用の 
 旅客はMRT一日カード（100元一枚）がお薦め。当日何回で 
 も乗り降りできる。
 http://mrt-bike.myweb.hinet.net

レンタサイクル
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R8三多商圈駅

Ｒ15生態園区駅

Ｒ16左営駅

R14巨蛋駅

R13凹子底駅

R12後驛駅

R11高雄駅

R10美麗島駅

R9中央公園駅

新光ハーバー

真愛ハーバー

電影図書館

中都窯場

高雄市立美術館

光之塔

原生植物園

愛河之心

蓮池潭

O1西子湾駅
O2塩埕埔駅

O4市議会駅
O6信義国小駅

O7文化中心駅
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蓮池潭

湖水に蓮の花が繁茂していることからこ

の名がある。湖畔には孔子廟・春秋閣・龍

虎塔がたつ。龍虎塔の二つの入口はそれぞ

れ巨大な龍と虎のそれである。ツーリストは龍の口から進入し虎の

口から出て来る。龍虎の胴体を通り抜ける妙味である。

電影図書館

こじんまりした空間に映画の歴史が手

際よく整理されている。とくに南部台湾に

かかわる文物・フィルム・書籍の収蔵で

周辺スポット

高雄MRT駅前には、グリーンに統一された多くのレンタサイクルが待っている。

「自転車の町」を推進する高雄市の意気込みを感じる景観である。市では自

転車メーカー「美利達」と提携して、自転車のレンタルサービスを展開してい

る。最初の半時間はNT$40元、あと半時間ごとにNT$20元で、目的地にて

乗り捨て可。また左営駅と三多商圈駅には折畳式自転車のレンタルサー

ビスがあり、県外からのツーリストにとってもペダルを踏んでのシティツ

アーが夢ではなくなった。

は他に比類ない。高雄市の映画発展史が一望できる専門的スポット

といえる。

新光ハーバー

高雄85ビルのそばにあって、おおきな商船

が入港する様子をみながらの散策は快適。

ループ状にのびた空中回廊からは港湾の風

光が一望できる。ここから乗船すれば真愛

ハーバーと旗津漁港に到着できる。星光水岸公園では水遊びに興

じる人たちがいる。

自転車道

KMRT駅

街道

レンタサイクル

愛河&蓮池潭自転車道

高雄北方の蓮池潭を出発する「愛河&蓮池潭自転車道」は南から北へ

と高雄を貫く愛河に沿ったコース。全コースは五つのLOOPよりなる。わず

か半日で、大都会の景観も河岸の風光も高雄の魅力が満喫できる。

高速鉄道で南下してこられた旅客は、高雄に近づいたときに、真っ白

な大橋をご覧になるだろう。これが完成したばかりの「翠華路自転車道」

で、MRT生態園区駅そばの原生植物園・洲仔湿地および蓮池潭を結んで

いる。反対に橋上からは長くのびた線路が眺望でき、湿地の生態や蓮池

潭の美景が一望できる。

広大な公園と緑地を抜けると愛河之心。河畔の景色は人の心を和ま

せる。周辺には光之塔・客家文物館・中都窯場・電影図書館・新光ハー

バーといったスポットが林立し、サイクリストを飽きさせることがない。
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主題企画

汚
染のない極楽浄土をのんびりとツーリング。花蓮市内からは花東縦谷線（台9線）
と花東海岸公路（台11線）という二つの幹線が南下している。また七星潭から鯉

魚潭までは「双潭自転車道」が完成し、太平洋と中央山脈の美景を眺望しながらの

サイクリングが楽しめる。原始のまま湿地帯や素朴な田野風景、鉄道跡などのスポッ

トが沿路に点在する。

1. 瑞穂駅
瑞穂郷ビジターセンター（駅前、イベント開催日と休日にサービス）／ 
(03)887-5546／50元/半日、100元/一日
瑞育泛舟公司／瑞穂郷中山路一段13号（駅前）／(03)887-3327／100元/一日
瑞穂郷導覽解説協会／瑞穂郷中正北路一段353号／(03)887-3959／ 
100元/半日、150元/一日

2. 光復駅
美利達復発車行／花蓮県光復郷中正路一段65号／(03)870-1647／ 
100元/一回
松 レンタサイクル（花蓮店）／花蓮県光復郷大進村製糖工場街19号／
(03)870-6698

3.台湾鉄道は現在自転車の携帯を許可している。旅客は自転車を携帯して乗
車できる。折畳式自転車なら無料。折畳式ではない自転車は「1台につき大人
１人」として料金計算。

交通部観光局は2010年10月16から24日まで台湾自転車カーニバルを開催。国際ロードレース・チャレンジレース・バイアスロンの三種
目。そのほか一般市民も参加できる、温泉や美食をテーマにした「珍珠探訪シリーズ」・「悠々サイクリング」などのイベントが企画されてい
る。

レンタサイクル

日

を
走
ろ
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ダ
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 東部台湾



7.JUL. 2010台湾観光月刊 vol.505

馬太鞍湿地生態園

花蓮観光製糖工場向かいに

ある馬太鞍はアミの居住地で、

周辺に湿地が広がる。各種水

鳥・カエル・ホタルと水辺の生態

が豊かで、広大な蓮田が広がる。

アミ伝統の建築文化にも触れたい。眺望台からは、馬太鞍湿地

生態園の全景が一望できる。生態と原住民文化に触れる格好の

スポットだ。

自強外役監

赤い瓦に白い壁。一面の緑の

中にひときわ映える建物は刑務

所である。「自強外役監」といか

めしく呼ばれるが、刑務所ならで

はの壁がない。軽微な経済犯や

出所間近の受刑者が収容されている。生命の尊さを学び、社会

復帰のために、受刑者はここで石彫や農耕技術を学ぶ。近年は

この施設が一般に開放されている。参観者は牛車に乗ったり、サ

ツマイモを掘ったり、牛や豚に餌を与えることができる。

そのほか、花蓮を起点にしたサイクリングコースとして、「光復自転車道」・「瑞穂自転車道」・「玉富自転車道」・「池

上自転車道」・「関山自転車道」・「鹿野龍田自転車道」・「寿豊自転車道」、海岸路線として、「三仙台自転車道」と「長

濱自転車道」がある。沿線に、石梯坪・長虹橋・北回帰線標識・八仙洞といった東部海岸線のスポットが連なる。現在台

湾鉄道は自転車の携帯を許可しており、駅や主要スポットにはレンタルステーションがある。 

鉄道と自転車を組み合わせた花蓮・台東の旅は人気上昇中だ。

周辺スポット

光復駅

鳳林駅

寿豊駅

吉安駅
花蓮市

瑞穂駅

11

11

9

9

花東縦谷国家風景区管理処

瑞穂温泉区

馬太鞍生態園

自強外役監

花蓮観光製糖工場

太巴塱部落

193

荖 塱

193線&光復自転車道

台湾鉄道瑞穂駅で自転車を借りて南下。瑞穂温泉や牧場に立ち寄ろう。北上すれば

瑞岡大橋を経て鶴岡花東縦谷国家風景区管理処に至る。ここで最新の観光情報を

仕入れたい。193県道沿いに進むと自強外役監獄に至る。赤いレンガと白い壁の建

築が童話の中の小屋のように晴天に映えている。

道路の起伏とともに上下する電信柱、規則正しい田園の景観。緑いっぱ

いの坂道から柚の香りが漂ってくる。車両の数より鳥類のほうが多いの

んびりしたコース。遠くに縱谷・中央山脈の全貌が見える。台湾でも

随一のサイクリングコースだ。

沿線に沙荖部落跡・太巴塱部落・花蓮観光製糖工場お

よび馬太鞍生態園が連なる。太巴塱と馬太鞍は当地原

住民アミの集落。このコースは景観とともに民族的にも 

多彩だ。

自転車道

鉄道

街道

レンタサイクル
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台湾海峡に浮かぶ、澎湖諸島では、毎年夏になるとテンニンギク(天人菊)が一面に咲き乱れる。風に揺れ

るその姿は見事である。このテンニンギクが県花の澎湖は｢菊島｣という美しい別名をもつ。美しい海岸線

をもち春から夏の間は観光のメッカとなる澎湖。その観光ゾーンは大きく分けて三つある。中でも北海諸島 

ゾーンは自然生態、漁村の風情も豊富で、マリンレジャーのメッカとなっているほか、南海ゾーン（桶盤嶼・虎

井嶼・望安郷・七美郷）と馬公本島ゾーン（澎湖本島・中屯島・白沙島・西嶼島）に主要観光スポットは密集

している。いざ澎湖で大自然と美食を満喫しよう。

離島の旅
澎湖の海と美食

文/孔彦蓉　写真/宋育玫

サ－フィンのメッカは国際的リゾート
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都
会の喧騒を離れてまもなく、雲の上から、真っ青な海に囲まれた島 と々純白の砂浜が見えてくる。飛

行機を降りると、空は青く澄み、心地よい風が吹いている。市内に向かう道中には、サンゴ石灰岩

がつかわれた建築物や、サボテン、テンニンギク、龍舌蘭など、澎湖ならではの風景が広がっていた。

澎湖の海
波に乗る快感を体験
馬公本島南部の山水ビーチは、きめの細かい砂浜が

二百メートルにわたって続く。早朝から深夜まで様々な

表情を見せる海を見ようと、多くのレジャー客が訪れる。

ビーチでのんびりくつろぐのも、甘い時間を過ごすも良

いが、刺激を求める方にお勧めなのが、オーストラリア人

のGregコーチが開いたサーフィンクラブ「澎湖衝浪店」

だ。店内で一式を揃えてビーチに向かえば、基本から熱

心に指導してくれる。後方から波が来た瞬間、力強く手

で漕いで前に進み、そのまま一気にボードに乗る。一見

簡単そうだが、実際は非常に体力を消耗する。コーチに

よれば、山水ビーチは潮の満ち引きが大きいため、午後

楽しむのが最適だという。

「海洋牧場｣で海釣り！
ボートに乗り、海面に浮かぶレジャー施設「海洋牧

場」へ。スポーツだけでなく、美食も楽しめる施設として

有名だ。丸く肥えたスギ、エイ、マルコバン、イカなどを釣

る、海釣り体験もできる。そのほか、牡蠣の炭火焼き、海

鮮粥の食べ放題のほか、ご主人による刺身、イカ焼き、

魚介スープなど新鮮な海鮮料理の数 も々味わえる。ヤリ

イカの夜釣り体験などもあり、様々なマリンレジャーに

挑戦できる。

澎湖衝浪店／澎湖県馬公市山水里8-6号（山水ビーチ入口左手）
Tel：Greg/0952-910985（英語）・阿泉/0955911781（中国語） 
http://tw.myblog.yahoo.com/penghusurfclub
E-mail：penghusurfclub@yahoo.com.tw

海洋牧場／澎湖県馬公市新営路25号
Tel：(06)926-7137
http://www.phhc.com.tw
E-mail：ccaab@kimo.com

素朴な漁村風景との対比が面白い 当地独特の漁法「双心石滬」

山水ビーチ
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澎湖の美食
伝統の味覚と雰囲気
開店して約十年の「花菜干懐旧人文餐館」、赤レン

ガとサンゴ石灰岩の建物は歴史ある邸宅という雰囲気

だ。その築五十年以上の建物を改修し、地元の伝統料

理を提供する店に生まれ変わった。店内はまるで小さな

澎湖の歴史博物館。ご主人が蒐集したレトロな品が並

び、各個室の飾りつけにはそれぞれに特徴がある。看板

メニューは花菜干（干しカリフラワー）の炒め物や澎湖

家庭料理の主食、高粱飯。独特の食感

をぜひ味わいたい。ヤリイカの玉

子焼き、牡蠣の豆鼓炒め、塩

魚の醤油煮も人気だ。

馬公市東文里4-2号
Tel：(06)9216245・0952-416711
Open：10：30-14：00・17：00-22：00

澎湖の文化
七百年の歴史
「澎湖生活博物館」は、十年の準備、建設期間を経

て今年4月3日に開館した。外観は澎湖の風と波のイメー

ジである。入場すると、澎湖の百人の人々の笑顔の写真

パネルが迎えてくれるほか、ガラス張りの通路からは、眼

下に七美の石器製造場の遺跡（再現）を見ることがで

き、大変ユニークである。地下一階から地上三階までの

館内では、澎湖の現在と過去、その歴史と軌跡を、豊富

な展示内容で伝えている。また海運貿易の歴史を伝え

る巨大な商船や、ヴァーチャルリアリティーで島の人 の々

生活ぶりが体験できるコーナーもある。なお、博物館の

隣には中国文化のシンボル孔子廟がある。

馬公市新生路327号
Tel：(06)921-0405・(06)921-0438
Open：10：00-17：00（木曜・旧暦除夜休館）
チケット：大人NT$80元　20人以上団体NT$60元
http://www.phlm.nat.gov.tw
交通：馬公空港から、｢馬公－太武｣｢馬公－沙路｣｢馬公－青螺｣各バスにて
｢文化中心｣下車、徒歩5分。車・バイクの場合は、202路から中華路を進み、
230号文化中心からすぐ。

台湾海峡にうかぶ島々には独特の歴史と生態がある

ヤリイカの玉子焼き
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澎湖へのアクセス
澎湖への主なアクセスは飛行機となる。台湾本島からは立栄・復興・華信・徳安の各社が・台北・台中・台南・嘉義・高雄の各地と馬公を結

んでいる（約30便）。毎日午前七・八時に始発が飛ぶ。料金は1500から2000元。到着後はハイヤーのほか自転車・バイク・自動車をレンタル

できる。10月以降・羽田-松山便が毎日8便運航すると・台北から澎湖への観光・そして日本への帰国がいずれも格段に便利になる。また海

路の場合、嘉義布袋発のフェリーがある。所要時間は80-90分。「満天星」「今一之星」「凱旋3号」という三社が現在運行中。片道1000元、

往復1950元。

MAP
澎湖国家風景区
http://www.penghu-nsa.gov.tw
（日本語・中国語・英語）

高雄

台北

澎湖

お問い合わせ

立栄航空
台北(02)2518-5166 
高雄(07)791-1000 
馬公(06)922-8999 
嘉義(05)286-2363

復興航空
台北(02)2557-5767 
高雄(07)802-1322 
馬公(06)922-8888

華信航空
台中(04)2615-5088 
馬公(06)922-8688

德安航空
馬公(06)9221838

馬公空港
(06)922-8188 
(06)922-9123

満天星
嘉義(05)347-0948 
馬公(06)926-9721

今一之星
嘉義(05)347-6210 
馬公(06)926-0666

凱旋三号
嘉義(05)347-4730 
馬公(06)927-5596
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「賽納美度假村」 
ロハスな雰囲気を

4月11日にオープンした賽納美度假村（セ・ラ・ヴィリゾート）。山、海、砂浜に囲まれた立地にある当ホテルは、全館とも

に黄、橙、青の三色の色使いがされ、まるで地中海のような雰囲気だ。部屋は5種類あり、バックパッカーからカップル、家

族連れのいずれにも対応している。テラスから望む広大な海と青い空は素晴らしく、ホテル特製のポストカードで澎湖の魅

力を友人に伝えたくなる。館内にはスパやバーテラス、カラオケ、ビーチバレー等の施設もあり、様々なニーズに応えてい

る。なお、太陽光発電や風力発電の設備も備え、エコへの取り組みも抜かりない。

馬公市山水里17-27号   Tel：(06)9950808   http://www.clv.com.tw
交通：馬公空港まで送迎サービスあり。車の場合、馬公市内から県道201で約20分。

黒糖糕
かつてはお供え物であった黒糖

（蒸しパン）。現在

は澎湖の名産となっ

た。甘すぎずさっぱ

りとした味。もっちりし

た口当たりはやみつき

になる。

鹹餅

小麦粉、ラー

ド、ゴマ、胡椒か

らつくられる鹹餅（塩

味のビスケット）、サクサクとした食感

と口に広がる香りは絶妙。お茶菓

子としてもぴったりだ。

仙人掌氷
当地特産のサボテンの果実を使用

したサボテンアイス。濃厚な赤色

と、甘酸っぱさが

魅力。

澎湖にもおしゃれな民宿が続々オープンしている

お土産もお忘れなく
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。。。。台湾発見

台北

交通部観光局 
「日本旅行」社と提携

台
湾により多くの旅客を送っていただくよう、交通

部観光局は日本旅行社と「2010年台湾送客拡
大計画」を締結した。この3月のTABIX JAPAN旅行社
との提携に続くプロジェクトである。

6月11日午後2時30分より観光局9階の会議室に、
交通部観光局頼瑟珍局長と「日本旅行」の丸尾和明

社長が集い、提携協定に署名した。頼局長は、2009
年は金融恐慌や新型インフルエンザの影響があった

ものの、日本五大旅行社と観光客倍増計画を交わし

ていた成果があり、日本からの旅客は百万人を突破し

た。とくに「日本旅行」は2009年、全国の営業スタッフ
を対象に「台湾観光講座」を開催しており、観光局は

その成績優秀者を台湾に招待して表彰したこともあ

る。これに対し丸尾社長からは感謝状が観光局に贈

られた。

また「日本旅行」によると、今年は多くの商品がプラス成

長に転じており、2011年4月までの向こう一年間に、10月末の
羽田松山直航、11月の台北花博など絶好の材料があり、送
客4万5千人という目標達成は決して困難ではないという。

種子島から初のチャーター便

鹿
児島県種子島空港から初めてのチャーター便

が来台した。これは種子島からの初の国際便

でもあった。一行122名は中華航空のツアーに参加し
て、三泊四日の台湾旅行を楽しんだ。種子島西之表

市副市長は第一日目に自治体・議会・観光協会の代

表22人を率いて交通部観光局を表敬訪問。

種子島には日本最大の宇宙基地があり、日本で

もっとも星空に近い島とも呼ばれている。それにサー

フィンのメッカであるという。今回の交流活動は台日

両地で注目され、代表団には観光局国際組江明清

組長が接見し、交流促進を誓った。

この日は、日本との交流に関心の深い台湾の黄仁杼立

法委員も参加し、種子島は個性ある観光地であり、ぜひ

定期チャーターの就航をと訴えた。

調印後決意を示す頼局長（中央）と丸尾社長
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9月は茶の古里へ

台
湾茶についてはい

まや世界的にそ

の名がとどろいている。

1900年に台湾烏龍茶
がパリの万国博覧会で

金メダルに輝いたのを

皮切りに、台湾茶は世

界に不動の地位を築い

てきた。交通部観光局

では今年9月上旬より、
「台湾挑tea=探訪台湾茶」と題するイベントを開催
する。「台湾茶」を主たるテーマに台湾茶体験の旅

を満喫していただこうという趣旨である。

「烏龍茶」と「紅茶」メインに、台湾北・中・南・東部

の各生産地を舞台に、5つのコースを企画し、「茶の道」
をたどってもらおうというもの。茶摘み・試飲・郷土料

理・製茶DIY・戯茶などさまざまな体験イベントが用意さ
れている。南投魚池ではアッサム紅茶、花蓮瑞穂では蜜

香紅茶、台北文山では包種茶、阿里山では高山茶、新

竹北埔では東方美人茶、お好みのお茶のすべてを知る

絶好のチャンスである。

観光局は旅行社と提携して「茶」をテーマにしたパッ

ケージツアーをご用意。9月、台湾の「茶の道」で会いま
しょう。

一
年一度の台湾フードフェアも今年は第21かいを迎える。8月27日
から30日まで、台北世貿一館A区で盛大に開催される。交通部観

光局の指導のもと、「フードフェア」は台湾美食文化を代表するイベン

ト・コンテスト・研究の舞台として、国際的に評価を確立してきた。

今回のフードフェアは、台湾美食の国際化が特展のテーマとなっている。

台湾伝統の郷土食に音楽・茶・書・花といった要素を結び合わせて、ファッ

ショナブルな台湾美食の新しい次元を目指そうというもの。また養生・美味・

エコをモットーにした「低炭素野菜展」；「台北夜市美食展」；シラヤ国家

風景区・雲嘉南濱海国家風景区の「山珍海味展」；「台南美食館」；「台

湾小吃・異国風味・食品館」といった魅力いっぱいのコーナーが設けられ

ている。さらに現場では国内廚芸コンテスト・廚芸功夫ショー・料理教室

のほか、12の著名レストランが提携して最高50％offの特別優待券を配布す
る。まさにグルメには見逃せない2010年台湾フードフェアの登場である。

2010台湾フードフェア 
08.27-08.30

会場：台北世界貿易センター1館A区   
Tel：(02)2568-4726   

http://www.tcff.com.tw

2010台湾フードフェア
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日
本の女性客に人気のあった永康街「冰館」が、2010年初頭より閉店して
いたが、経営者を入れ替えて「永康15」と改名して再スタート。マンゴーア

イスの味も料金もそのまま、さらにメロンヨーグルトなどの新メニューも加えて今

まで以上に日本人客にご奉仕するとのこと。

冰館は1995年の創業。衛生的で最高級の食材を使い、プレーンな味わいを
大切にしたことから市民や観光局の人気を集めた。もっとも著名だったのはマン

ゴーアイス。夏の日には長蛇の行列ができる熱いスポットだった。冰館は「永康

15」と改名し捲土重来を期す。

永康15
台北市大安区永康街 15 号
交通：台北MRT文湖線大安駅下車、 
 永康街方向徒歩約20分

永康街マンゴーアイス再開
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で
あ
る
」ジ
ュ
ネ
ー
ブ
・
ス

イ
ス
報
は
藤
田
梓
の
演
奏

を
こ
う
評
し
、日
本
国
際

放
送
協
会
会
長
は
、彼
女
を

「
ピ
ア
ノ
の
女
神
」と
呼
ん

だ
。こ
の
国
際
音
楽
界
で
高

い
名
声
を
博
し
、世
界
を

股
に
駆
け
て
活
躍
す
る
演

奏
家
は
、台
湾
を
安
住
の

地
に
選
び
、台
湾
音
楽
教

育
の
推
進
に
重
要
な
役
割

を
担
っ
て
い
る
。

音
楽
へ
の

  

愛
と
献
身

文／蘇暁晴 

写真／財団法人中華ショパン音楽基金会
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大
阪音楽大学ピアノ科を主席で卒業し、NHK全国音楽コンクールで優勝。母校大阪音大の
最も若い教師であった藤田さんは、1960年初めて台湾で演奏会を開催し、その際、台湾の

著名な音楽家、 昌国氏と運命的な出会いをした。二人は翌年結婚。藤田さんは国立台湾芸術

大学、中国文化大学、光仁中学音楽班等で教鞭を執り、また、世界的に演奏活動をした。

「台湾は人情に厚い土地柄。この40年、私は学生と共

に成長して来た。彼らの中にはもう70歳になる人もいるが、私

に対しては今でもとても礼儀正しく、何くれとなく気遣ってくれる。

そして学生の母親達も同じように、この外国から来た花嫁を大

切にもてなしくれた。農業社会でなければ見られないような、こん

な人情味が台湾社会にはまだ残っている」と藤田さんはいう。

彼女の言葉と表情からは、音楽に対する情熱と台湾への愛

が感じられた。

藤田さんはこれまで、多くの有名オーケストラと競演して来

た。内外で年間平均30ものリサイタルを開く他、国際ピアノ 

コンクールの審査員を務めた経験も持ち、タイ王室でプリンセス

のピアノ教師を務めたこともある。さらに、彼女が台湾の中国

電視公司で制作した連続音楽番組、「音楽の窓」は、

1976年ニューヨーク国際フィルムフェスティバルでゴールドメダル

を獲得している。豊富で華やかな経験、国際感覚。けれど

もこれらは、台湾で音楽を広めようという藤田さんの思いには全く

影響しない。

「私が台湾に来たばかりの頃、演奏会といえば、学校の

大講堂が舞台だった。ところが今では、国家音楽庁、国家

戯劇院、新舞台といった高水準のホールと、全国各県の都

市に36もの文化センターがあり大小さまざまな演奏会場がある。

九州とほぼ等しい面積の台湾にあって、その密度と質の高さ

は、台湾の誇り」。藤田さんはまた、台湾を訪れる観光客

に、ぜひ台湾の音楽を楽しんでほしいと語る。

さらに藤田さんは、「豊かな自然の中にあり、校内の音楽

ホール、ギャラリー、ダヴィンチンレストラン等、芸術文化の雰

囲気が満ち満ちていて、スタンフォード大学のキャンパスより素晴

らしいと思う」と、彼女自身教鞭を取った国立台北芸術大

学をお勧めの場所という。けれどもやはり絶対外せないところとし

て、藤田さんは故宮博物院を挙げ、「時間が許せば故宮

博物院から遠くない北投か陽明山の温泉にも足を伸ばして」

という。

「でも残念なことに、私自身は時間がなくて大好き温泉

にも行けないの。音楽活動で毎日忙しくて」と藤田さんは笑

う。そして、ショパン生誕200周年を記念して台湾で開催され

る音楽イベントのプログラムを見せてくれた。「この国際台湾ショ

パン音楽フェスティバルは私達にとって今年最大のイベント。

30人を超える国内の著名な音楽家が参加し、200曲に達する

ショパン全作品を演奏すると言う台湾現代音楽史を飾る空前

絶後の大企画です。」音楽を語る時、藤田さんの顔には

満開の花のように笑顔がこぼれる。彼女は何もいわないが、そ

の存在が台湾音楽界を輝か

せる音色を奏でていることは疑い

がない。

2010国際台湾ショパン 
音楽フェスティバル

2010.07.11～2010.11.28
公演：国家音楽庁、台北新舞台、 
          国立台北芸術大学
http://www.chopintaipei.org.tw
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2010
台 湾 各 地 の 行 事 予 定

台
湾
の
国
定
休
日
一
覧

01/01(金)-01/03(日)  新年

02/13(土)-02/21(日)  春節(旧正月)

02/28(日) 平和記念日

04/05(月) 清明節

05/01(土) メーデー

06/16(水) 端午節

09/22(水) 中秋節

10/10(日) 国慶日

2010年宜蘭国際おもちゃ芸術祭
会場：宜蘭県冬山河親水公園
Tel：(03)932-2440 ext.372、373
http://www.e-land.gov.tw

07.03-08.15

台北児童芸術祭
会場：台北市大安森林公園・
城市舞台・市役所親子劇場
Tel：(02)2528-9580 ext.197
http://www.taipeicaf.org

07.05-08.08

2010貢寮国際海洋音楽祭
会場：台北県貢寮郷福隆海水浴場
Tel：(02)2960-3456 ext.6326
http://www.necoast-nsa.gov.tw

07.09-07.11

2010澎湖菊島国際芸術海浜祭
会場：馬公市 裡海浜
Tel：(06)927-4400
http://www.penghu.gov.tw

07.09-07.11

2010南投鉄道祭
会場：南投県名間・集集・水里
Tel：(049)222-2106
http:// travel.nantou.gov.
tw/2010doodoo

07.10-08.08

08/August
2010台北芸術祭
会場：台北市内
Tel：(02)2528-9580 ext.191~199
http://www.taipeifestival.org

08.03-09.12

第五回海峡両岸台北トラベルフェア
会場：台北世界貿易センター1館
Tel：(02)2594-3261
http://www.cstf-tpe.org

08.13-08.16

07/July
2010年秀姑巒渓 
ラフティグカーニバル
会場：花蓮県秀姑巒渓（瑞穂郷・豊濱郷）
Tel：(089)841-520
http://www.eastcoast-nsa.gov.tw

開催中-07.31

2010年桃園県拉拉山水蜜桃祭り
会場：桃園県拉拉山上巴陵
Tel：(03)3322101 ext.6203 
http://travel-taoyuan.tycg.gov.tw

開催中-07.31

2010北海岸婚礼写真祭
会場：台北県石門郷 
（北海岸・観音山風景区管理処）
Tel：(02)8635-5151、(02)8635-5153
http://www.northguan-nsa.gov.tw

開催中-08.08

2010白河ハスの花祭り
会場：台南県白河鎮
Tel：(06)632-2231
http://tour.tainan.gov.tw

開催中-08月

2010台北親水祭
会場：台北市水道園区
Tel：(02)8733-5678
http://www.taipeicaf.org

07.01-08.31

2010嘉義県東石海の夏祭り
会場：嘉義県東石漁人ハーバー
Tel：(06)786-1000
http://www.swcoast-nsa.gov.tw

07.01-08.31

2010台湾国際陶芸双年展
会場：台北県鴬歌鎮
Tel：(02)8677-2727 ext.608
http://www.ceramics.tpc.gov.tw

07.01-10.31

2010高雄海洋博覧会・ 
プレジャーボート展
会場：光栄ハーバー・真愛ハーバー・陽明高雄
海洋探索館
Tel：(07)815-7085 ext.1207
http://kcmb.kcg.gov.tw

08.13-08.16

2010台湾フードフェア
会場：台北世界貿易センター1館A区
Tel：(02)2568-4726
http://www.tcff.com.tw

08.27-08.30

2010台北芸穂節祭 
（フリンジ・フェスティバル）
会場：台北市内
Tel：(02) 2528-9580
http://www.taipeifringe.org

08.28-09.12

09/September
2010日月潭万人遠泳大会
会場：南投県日月潭

09月

2010風動澎湖地景芸術祭
会場：湖西郷林投村林投公園

09月-10月

2010台北国際トラベルフェア
（ITF）
会場：台北世界貿易センター1館 
Tel：(02)2594-3261

11.05-11.08

2010台北国際花卉博覧会
会場：台北市内
Tel：(02)2720-8889

11.06-2011.04.25



創 意 文 化 園 区
大正年間に創建された酒造場が、約一世紀の星霜を経て、

広大な緑地を擁する文化スペースに見事に生まれ変わっ

た。台北市のほぼ中心部、面積約3万2千平方メートル、そこは

「華山1914創意文化園」と呼ばれる。

大 都 会 の 歴 史 空 間
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特別企画

文／李建樹　写真／范文禎
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ホア        サン

「華山
1914創意文化園区」（以下「華山」）は
台北市新生高架橋のそば、台北の秋葉原と

呼ばれる八徳路商圈の近くにある。ごく平凡な空間だったここが、大都会台

北のオアシスとなり、台北文化の発信地となっている。

台北市では近年、使われなくなった古い建物のリニューアルが進んでいる。しか

し、華山のような広大な工場跡の再利用は珍しく、しかも官民協力のもと、文化的な

リゾート空間が誕生したプロジェクトは高く評価されている。

華山には、大都会の中心にもかかわらず浄土のような小空間が隠れている。例え

ば、園内にある古い倉庫を見れば、タイムトンネルに迷い込んだような錯覚を覚えるだ

ろう。壁には落書きのような創作が無数に残され、史跡と現代アートが共存している

格好だ。ふと、足を留めてシャッターを切りたくなるような場所である。

ここには気取ったところがない。「親しみ」がある市民のレジャー空間といえよう。週

末になるといつも大勢の人が集まり、展示や商品をながめたり、散歩したり、また広場や

樹の下の席に座ってコーヒーやビールを飲みながら休日を楽しんでいる。またここは絶

好の撮影スポットであり、カメラを持った若い人が多いのも特色だ。
 
 

華山の「お楽しみ」スポット

工場の車庫を改造してできたのが、「1914Connection」。台湾初のデザイナーズギフト

ショップだ。老舗台湾料理店「青葉」は創業45周年を記念してここに新しいバイキングス

タイルの「青葉新楽園」をオープンさせた。「華山如果児童芸術館」では、定期にちびっ

こ劇場を開催し、子供の楽園を作り上げている。園内を歩けば、各所で目新しいスポット、

イベント、展示、店舗に出会える。それぞれに工夫と創意が生きており、活気に富んだ親し

みやすい文化スペースである。

「華山」の由来

華山という地名は、初代台湾総督「樺山資紀」に由来する。樺山町から、戦後「華山」と改称さ

れ現在に至る。現在華山園にある建築物と施設はもともと1914（大正3）年に創建された当時台湾

最大の酒造場「芳醸社」であった。戦後も製酒工場として利用されていたが、1987年をもって閉鎖。

2002年より、再利用計画がスタートし、公園として再生した。2007年からは、台湾文創発展公司が

経営管理を委ねられ、都会のなかの文化・レジャースポットとして注目を集めるに至った。

新旧が交錯する文化スペース
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青葉新楽園でヘルシー台湾料理

1964年創業の「青葉」は、台湾初の台湾料理の宴会レストラン。創立45周年に、華

山に新スタイルのバイキング式「青葉新楽園」をオープンし、台湾の屋台料理を取り

入れ、台湾の天然、有機、良質食材を活用して、斬新なメニュー用意している。

Alleycat’s　ピザハウス

イギリス人オーナーのMarkが台湾に来て以来、本場のピザが食べたいと思い、友

人と一緒にピザハウスAlley cat'sをオープンさせた。華山店はその7号店。異国風の外

観と内装が華山公園にぴったりだ。石釜で焼く手作りピザは、イタリア人さえうなずく

本場の味。ピザを片手に、音楽を聴けば、台北の街がいっそう華やぎそうだ。

LegacyTaipei コンサート空間

Legacyは広さ225坪の新しいパフォーマンス空間。室内は天井までの高

さが8ｍ、広 と々して、隅 ま々で見渡せるので、コンサートに最適で、出演者

も思いっきり演奏できる。国内の超有名芸能人から新人グループまで、

様 な々曲目を披露するので、好みを問わず、誰でも楽しめる。

C-PARK咖啡館

C-PARKのコンセプトは、シンプルかつオリジナル。室内のほか、店

の外の芝生にでも直接に座り、心洗われる軽音楽を聴きながら、コー

ヒーやワインをどうぞ。都会の喧騒の中のまさにオアシス。

1914 Connection デザイナーズショップ

1914 Connectionは、台湾初の現代のデザイナーグッズを販売するショッ

プで、車庫の工房を改築し、台湾の若手デザイナーと連携して、文化

創意のエネルギーに満ちた新しいスペースを提供している 。

CD Piazza

アイデアマーケットをコンセプトに成立したCD Piazzaには、手作りの商品が揃って

いる。デザイナー自身が店を開き、オリジナル商品を販売する場を提供している。

easyoga 華山生活概念館

Easyogaは世界的に有名なヨガファッションブランドで、おしゃれで

シンプルなスタイルが愛好者に人気。ヨガ界のLVとして宣伝されるだ

けでなく、国際的に有名なプロのヨガ教師の御用達でもある。

華山如果児童芸術館

「如果児童劇団」が管理し、台湾で唯一定点定時

公演を行う児童劇場。土曜・日曜・休日に1日3回開催。

 一間茶屋

文物と古い写真で飾った小さな空間で、南投名間生態茶園の厳選有機茶

と特製手作りクッキーをいただきながら、リラックスティータイムが楽しめる。

老叢茶圃

南投に高山茶の茶園を有する老叢茶圃が作り出した「星

露茶」は爽やな甘みが特長の高山烏龍茶の逸品。



青葉新楽園
園内の位置：中7
Open：昼食12:00-14:00・夕食17:30-21:30
Tel：(02)3322-2009
http://www.aoba.com.tw

Alleycat’s　ピザハウス
園内の位置：東1

Open:日曜-木曜:11:00-23:00 
 金・土曜:11:00-02:00
Tel：(02)2395-6006
http://www.alleycatspizza.com

LegacyTaipei コンサート空間
園内の位置：中5 
Open：公演時間に合わせてオープン 
チケット：開演2時間前から現場で発売、当日券
は現金のみ。 
Tel：(02)2741-7065#292・(02)2395-6660 
http://www.legacy.com.tw

C-PARK咖啡館
園内の位置：C-PARK
Open：平日11:00-22:00・休日11:00-23:00
Tel：(02)2358-1058

1914 Connectionデザイナーズショップ
園内の位置：東1
Open：11:00-19:00
Tel：(02)2358-1933
http://blog.roodo.com/huashan1914

CD Piazza 
園内の位置：中4
Open：平日10:30-21:30　金・土曜10:30-22:00
Tel：(02)2395-7572
http://www.cdpiazza.com

easyoga 華山生活概念館 
園内の位置：中1A 
Open：平日10:30-21:00　金曜・土曜10:30-
22:00
Tel：(02)2321-1283
http://www.easyoga.com

華山如果児童芸術館
園内の位置：東2四連棟
Open：土曜・日曜・国定休日
公演：第1回10:30-11:30
 第2回14:00-15:00
 第3回16:00-17:00
Tel：(02)3343-3622
チケット：開演1時間前から当日券販売
http://www.ifkids.com.tw

一間茶屋
園内の位置：配電室
Open：11:00-21:00
Tel：(02)3393-2809

老叢茶圃
園内の位置：中4B
Open：10:30-20:00
Tel：(02)3322-3351
http://www.laotsung.com

芸術作品展示空間

名山芸術
園内の位置：中2
Open：11:00-19:30
Tel：(02)3322-2988
http://www.mingshanart.com

ORIGINO Art Space
園内の位置：中4米酒作業場
Open：平日10:30-21:30　 
金曜・土曜10:30-22:00
Tel：(02)2395-7572
http://www.cdpiazza.com

金
山
北
路

忠
孝
東
路

八 徳 路

中3

C-PARK

中7

東2

東1

東3

中5B

配電室
中5A

中4B

中2

中1A

中4

MRT善導寺駅 MRT忠孝新生駅

俯/瞰/図

台北市八徳路一段1号
TeT l：(02)2358-1914

Open：09：00-22：00
http://// www.huashan1914.com

華山1914創意文化園区 



日本の駅弁との違いは
1. 日本の駅弁のご飯は白米が主であるが、台鉄弁当は葱 
 の油炒め、ごま油、小エビ、白菜を加え、「排骨湯（豚 
 骨スープ）」をかけた「菜飯（おかずご飯）」。「煮る、 
 蒸す、焼く」の後に混ぜる手間もかかるが、ボリューム 
 もたっぷり。 

2. 日本の駅弁は多くが冷めた状態で食べるもので、あっ 
 さりとした味わいが特徴。台鉄弁当は味付けがしっか 
 りしており、レトロな風味が多く、熱々が一番おいし 
 い。また、台鉄の排骨は揚げた後に煮込むため、日本 
 のトンカツよりジューシー。 

3. 台鉄弁当は種類が少ない。対して、日本の駅弁は、各 
 地の特産と特色が食材に融合しており、どれも唯一無 
 二のユニークさ。一目見れば、どこの駅弁かが分かる。

4. 弁当の中国語は「便當」
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特別企画

台湾鉄道弁当　 

おいしさの秘訣

60年余りの歴史を生きて来た鉄道弁当に
は、台湾人にとって汽車の旅の思い出がつ

まっている。遊びに行く時、ふるさとに帰る

折、幼い頃から駅弁は、いつでも素朴で、本

格的で、忘れがたい味だった。台湾鉄道で

は今でも伝統の味を守りながら、創意工夫

を凝らし、鶏肉、魚、豚肉、ベジタリアンなど

多彩なメニューを用意している。

おかずの顔ぶれをのぞいてみよう

初期の頃の鉄道弁当は駅構内、プラットフォーム、車内

で販売されたランチボックスだった。現在では価格とおか

ずに応じて、四角い紙箱、八角形の箱、円形の箱と多様

化。「台鉄火車弁当」は「排骨（骨付きブタ肉）弁当」で

その名をとどろかせた。十分に味が染みたボリュームたっ

ぷりのロース肉は弁当箱内のスター。照りも鮮やかなタレ

をまとい、魅惑的な香りを放つ。今は主菜もトリもも肉、牛

肉、ウナギが揃っている。かつての副菜は、鮮度を保ち易

く味が落ちにくいものが主だったが、それが今では懐かし

い味の集大成となっている。

「台湾を愛する100の理由」について

今年度台湾観光の標語は「旅行台湾　感動100」。政

府関係機関では100のコースを選定してキャンペーンを

展開する計画だ。月刊「台湾観光」編集部でも、今号

から「台湾を愛する100の理由」シリーズで報道す

る。日本との文化・生活の違いも踏まえて、日

本の皆様に旅のアドバイスを提言し
ていく。
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懐かしのステンレス弁当箱

おいしいだけじゃ物足りない方には台鉄のステンレス円

形弁当箱をお土産にどうぞ。2000年台鉄が「千禧年（ミレ
ニアム）懐旧（レトロ）弁当」を売り出したところ、あっとい

う間に完売してしまった。これに続き、台湾鉄道局は適時

ステンレス懐旧弁当を販売している。レトロ弁当箱は毎回

大好評を博し、鉄道ファンが胸躍らせる。弁当箱の表面に

は図案が刻印され、弁当箱を見る度に、汽笛を鳴らして通

り過ぎる汽車が目に浮かぶよう。200元で、手提げバッグが
ついて来る楽しみもある。また300元で、おかずの指定がで
きる記念弁当を予約することもできる。

どこで買う？

一部有名「鉄路弁当」は市内のコンビニでも販売してい

る。阿里山、奮起湖、日本鉄道弁当の他、福隆鉄道弁当

（台鉄は業者から権利金を徴収）も販売している。本家

の台鉄鉄道弁当は、台鉄の各駅と車内でのみ売られてい

るが、台北、台中、新左営、高雄の各駅には台鉄弁当本舖

が出店しており、汽車に乗らなくても、台鉄汽車弁当を味

わえるようになった。また、高速鉄道の台中駅と左営駅で

も、台鉄弁当を販売しており、中でも台中駅では、特製の

「カレーポークステーキ」、「北京ダック」といった新しい

味を売り出している。

文／孔彥蓉 

写真／視野国際文化

台鉄鉄道弁当データ
誕生年：1949年  
価格：60元、80元、 

100元の3種 
年間販売個数：約360万個  
売上げ：2億4千万元以上
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「Hello Kitty Sweets」はKittyをテーマ

とした台湾唯一のレストラン。大安路にあ

り、Kittyのピンクリボンがピンクのコテージ

風外観の店を飾っている。ウィンドウはKittyでいっぱい

で、店内のショーケースにはKittyファンなら熱狂間違い

なしのKittyスイーツが並んでいる。

店内はあたかもKittyの世界。メルヘンチックでファン

タジック、優雅で華やか。キュートでハッピーをコンセプ

トに、気品を漂わせるソファー、テーブル、ゴージャスな

シャンデリア、壁を装うリボン、至るところでKittyと目が

合い、 Kittyと一緒に食事を楽しんでいるよう。

メニューはジャパニーズ、フレ

ンチ、イタリアンの折衷スタ

イルで、パスタ、グラタン、ス

ナック等メインに合わせた

セットメニューもあり、デ

ザート、スープ、ドリンク

付きでNT$300からNT$500。

どれもとにかくチャーミング

で、おしゃれにデコレーション

されており、テーブルに運ば

れた瞬間叫んじゃうことうけ

合い！店内ではぬいぐるみ、

タンブラー、チョコレート等のKittyグッズも販売されて

おり、ショーケースのスイーツはテイクアウトできる。

Kittyの化身のように愛らしい制服を着て、常に微笑を

たたえたスタッフ。「Hello Kitty Sweets」は、Kittyのおと

ぎの国で、甘くて幸せな夢の世界に浸ることができる。

台北市大安路一段90号　 Tel：(02)2711-1132 
Open：11：30-22：00       消費：最低消費NT$180元
交通：MRT板南線「忠孝復興」駅3番出口から徒歩約5分。
http://www.sanrio.com.tw/news/hellokitty_sweets.html 
（中国語）

おとぎの国： 
Hello Kitty Sweets

台北市汀州路三段168号（公館店）
Tel：(02)2367-3928
Open：11：30-22：00
交通：MRT新店線「公館」駅1番出口から徒歩約5分。

信義区松高路12号4F（信義店、新光A8館内）
Tel：(02)2722-6380
Open：11：00-21：30
消費：最低消費NT$220元
交通：MRT板南線「市政府」駅2番出口から徒歩約5分。
http://www.a-380.com.tw（中国語）

空飛ぶ気分： 
A380空中廚房
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「Fatimaid」台北メイド喫茶
台北市鄭州路21巷4号2F（台北地下街Y13出口からすぐ）
Tel：(02)2559-2620
Open：11：30-21：00（休日不定）
消費：最低消費NT$200元
交通：MRT台北駅から徒歩約10分
http://blog.yam.com/fatimaid（中国語）

ただいまの気分： 
Fatimaid 台北メイド喫茶

地上でキャビンアテンダ

ント？そう、見間違いではな

い。公館エリアにある「A380

空中廚房」はジェット機のキャビンを

ベースに、全く新しい食空間を作り上げた。

「ご搭乗ありがとうございます」の声に迎えられ足を踏み

入れた店内は、まるで飛行機の機内。インテリア、ライト、

窓、メニューからスタッフのもてなしに至るまで、航空機内を

模倣しており、キャビンアテンダント風制服に身を包んだスタッ

フが案内してくれる席は、エコノミー、ビジネス、ファーストクラ

スを表す青、緑、赤に分けられている。ふと顔を上げると、

頭上の荷物入れまで忠実に再現されている。

店ではキャビンアテンダント経

験者を店長と顧問に採用。ス

タッフはプロ級の訓練を受けてお

り、その本格的なもてなしと笑

顔で、飛行機に乗っているかの

ような雰囲気が味わえる。

世界各地の伝統的なステーキセット、機内

食、パスタがメニューに並び、午後1時、夜8

時には、スタッフがキャビンアテンダントのようにカート

を押して各テーブルを回る。ソーダ、紅茶、ジュー

ス、コーヒー、ビール等ドリンクを届け、普通は

機内でしか目にできないこんなサービスもある。

「お帰りなさいませ、ご主人樣、お嬢様」、「Fatimaid」

のドアを開けると、鈴が鳴る。するとすぐに２人のメイド

が優しい笑顔を浮かべて、あなたの「帰宅」を迎えてくれ

る。台北に４軒あるメイド喫茶中最も早く2006年に開店

した「Fatimaid」は、台北地下街近くに

ある。店内のインテリアは深いブラ

ウンの色調で統一され、クラシッ

クで豪華な雰囲気。メイド達の

ささやき声を聞いていると、ビク

トリア時代のブルジョア階

級の一員になったよう。

気が利くメイドは、「帰宅」

直後のあなたに飲み物を運ん

で来てくれるだろう。

店内のメイド達は来店客を「主人（ジュ

レン）」と呼び、自分が仕える家庭の主人に

対するように接し、メニューの紹介、サーブ、

テーブルを片付ける時、いつでも「ご主人

様」に対する心遣いを感じさせてくれ

る。メイドの制服には３種ある。赤いミ

ニスカートは研修生で、正式なメイドは赤

いロングスカートと青いミニスカート。レベルの

高いサービスを提供できる正式なメイドとなる

には、店内の準備、掃除等の基本作業から歩

お
嬢
様
お

か
え
り
な

さ
い
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おなかも目も
   満足させるプロの味と技

30年にわたって紅錵鉄板料理は最高級のサービスをお客様に
お届けしてまいりました。紅錵鉄板料理はただ美味しいだけで
はありません。芸術家さながらのプロの技がお客様の目の前で
繰り広げられるので、視覚的にも満足していただけるうえ、ロウ
ファットのフレンチスタイル鉄板焼きだからヘルシーです。
また、紅錵鉄板料理にはミュージックラウンジもございます。ラ
イブで演奏される音楽を堪能しながら、芸術的な技で創りあげ
られたステーキをお召し上がりください。

ビジネスランチは480元から

ディナーは1,150元から

営業時間：11：30am～02：30pm

                05：30pm～10：30pm

電話：(02)2596-7204‧2595-5880

所在地：台北市農安街32号2階

http://www.twinpeak.com.tw

紅錵鉄板料理
Twin peak Teppanyaki

繁華な路傍に現れた忍者。手裏剣を携

え、竹林をすべるように走る。台湾ではこ

こだけの忍者をテーマとしたレストランは、今

年3月にオープンしたばかり。薄暗い１階は神

秘的な雰囲気を醸し、流れる演歌と相まって

時間が逆戻りした

かのよう。伊賀忍者

村への秘密のトンネル

か？滝をくぐり、つり

橋を渡り２階へ上がる

と、そこは金色の壁面

忍者テーマレストラン
台北市松山区市民大道四段129号
Tel：(02)2577-3300
Open：18：00-02：30
消費：最低消費NT$300元
交通：MRT板南線「忠孝敦化」駅7番出口から徒歩約7分。
http://www.ninja-tw.com（中国語）

隠密の気分： 
忍者テーマレストラン

に黒いテーブルとイスが映え、１階とは全く異なる現代

風空間となっている。

店内はすべて忍者につながるものばかりで、巻物形式

のメニューに並ぶ料理は、晶華酒店料理長監修のヌー

ベルジャパニーズ。もちろんそのおいしさは言うまでもない。

黒衣と赤い衣のくノ一（女忍者）は背中に居合剣を携

え、軽 と々した身のこなしでサービスを提供する他、忍術パ

フォーマンスも行う。

また毎日、マジシャンが各テーブルで手品を

披露し、金、土曜の夜はプロのダンサーによる

ショーもある。新し物好きのあなた、視覚と味覚を同時に満た

してくれるこんな世界をのぞいてみてはいかがだろう。

き方、立ち居振る舞い、各種マナーに至るまで、２ヶ月間

にわたる訓練を受けなければならない。メニューはすべ

てメイド手ずからの特製で、ワッフルとハンバーガーが一

番の人気。一口かじれば、メイド達の愛が感じられる！

い
ざ
！

勝
負
寿
司
だ



JUL. 2010台湾観光月刊 vol.50530.

業 界 短 信 ＆ と っ て お き

食 泊 休 閒
「ガチャガチャ」で当たる！

2010台北国際フード

フェスティバルのお得

な優待が再度商圏で展

開。ホテル、レストラン、

家電業者が共に10 0 -

3800元相当の商品交換

券、優待券、金券を発行

する。7/4まで、主催機

関が美観園、蛋蛋屋洋

食館（西門店）など西門

商圏の15のレストランの入口にそれぞれ2台設置した「ガチャガ

チャ」に、50元入れて回せば、宿泊券、温泉券、お食事券、金券、

素敵なギフトなどがゲットできる。優待券の有効期限は7/31ま

で、詳しくは公式サイト www.2010taipeifood.comをご参照あれ。

ガチャガチャは数量限定、売り切れご免。

掌上明珠会館の食事
宜蘭にある「掌上明珠会館」は、予約制のレストラン。1階レストラ

ンで提供する懐石料理は、宜蘭の新鮮な魚と日本などから輸入し

た高級調味料を使用して、台北から招かれた一流のシェフが作る

ヘルシーな料理。2階は茶館で、台湾各地で生産された極上の茶

葉を用意している。「掌上明珠会館」

にはレストランのほか、会議、展示、イ

ベントが可能な禅風の別館もある。園

区全体は緑に溢れ、古風な文化的ムー

ドが漂う。この快適な空間でお茶、食

事をしながら宜蘭の美を実感してほし

い。

掌上明珠会館 
宜蘭県壮囲郷大福路2段102号 
Tel：(03)9308988（完全予約制） 
http://www.formosapearl.com

馥都飯店ウェディングプラン
板橋にある馥都飯店は外国人宿泊客が9割を占める。ホテルのエ

グゼクティブルームとプレジデントルームには専用のソファーと小

型の客間が設けられ、プライベート性が高くて、広いので、新婚さ

んのお茶や新婦を迎える儀式に適していることから、毎週約20組

のカップルから予約が入る。これから結婚する人が早く新婦を迎

えるプロセスを理解できるように、馥都飯店はハンドブックを提

供するほか、お茶、腰掛け、甜茶、小板 、水かけなど一式も無料

で貸し出し、室内に二人を祝福する赤

い「 」の字形の紙を張ってくれる。ま

た、式は赤絨毯を敷いたファーストク

ラスのホールで、ウェディングマーチを

流しながら執り行われ、全ての宿泊客

がこのお祝いムードに包まれる。

馥都飯店 
台北県板橋市県民大道1段189号（MRT府中
駅1番出口） 
Tel：(02)2965-8008・(02)2965-8000 
http://www.grandforward.com.tw

東燁茶行でのティータイム
東燁とは東方の輝きを意味する。東燁茶行は2000年に設立、も

ともと台北県坪林郷で代々文山包種茶と東方美人茶の卸売りに

携わっており、現在は四代目が主人を務める。台北に店を出してか

らは、素朴な茶具を使って上品な喫茶空間を作り、新しい環境と

経営方法を実現している。高山茶、烏龍茶、凍頂烏龍茶、各種厳

選銘茶を主に販売し、水出しの東方美

人茶、阿里山茶、杉林渓茶、梨山茶、

大禹嶺茶、プーアール茶なども取り揃

えている。茶葉の品質に対する努力に

より東燁茶行の春冬の茶がベストセレ

クトとして客に親しまれている。

東燁茶行 
台北市民権東路3段103巷17号 
Tel：(02)2715-2838・0927-159-168 
http://www.don-ye.com.tw

台北老爺大酒店NT$1000でBBQ
台北老爺大酒店が7月31日まで毎週土曜日と日曜日のランチ及び

ディナータイムに実施する「ジュウジュウおいしい̇異国の焼肉フェ

ア」では、1人たったのNT$1000（別途サービス料10%を追加）

で、BBQと台湾ビールが楽しめる。このイベント対象の料理は、ホ

テルの王銘嘉シェフの手による炭焼きスペアリブ、羊のモモ肉ニン

ニク風味、タンドリーチキン、鶏のレモン串焼きなど、アメリカ、ド

イツ、インド、タイなど多国籍のグ

リル料理の数々。暑い夏、爽快に

ビールを傾けながら、バラエティ

豊かな異国料理を味わおう。

老爺大酒店 
台北市中山北路2段37之1号 
Tel：(02)2542-3266 
http://www.royal-taipei.com.tw

台北市

台北市

宜蘭県

台北市

台北県
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王朝大酒店 異国料理定食
王朝大酒店中庭のコーヒーショップで、毎週月曜日から金曜日までのランチタイムに、牛肉の赤

ワイン煮定食、鶏の照り焼き定食、てんぷら定食、キムチ牛肉麺定食など、4種類の異国料理を

提供。1つのセットには5種類以上の料理が使われ、価格がNT$260からNT$280と大変お得。

（別途サービス料10%を追加）。中庭のコー

ヒーショップは天井が高く、快適に食事ができ

る。最高の空間とお手頃価格のおいしい料理

は、絶対に癖になる！

ホテル利用客と国内の皆様に新たな選択をご

提供。

王朝大酒店 
台北市敦化北路100号  
Tel：(02) 2719-7199 ext. 3310 
http://www.sunworlddynasty.com

台北花園大酒店の名物は「パン」！
台北花園大酒店の六国麺包坊は、オープン以来、毎月の売上げが100万元を突破。新鮮なパン

をもっとたくさん提供しようと、先日改装を行い、営業を拡大

し、この度の改装に合わせて、様々なパンの販売を単価NT$30

元から開始した。チョコの香が一杯の「イチゴチョコ」、外は

サックリ中はしっとり甘い「日本式クリームパン」、歯ごたえが

魅力の「蜂蜜ハイビスカスとースト」、餡がたっぷりの「雑穀ク

リーム」、ほかにもワクワクするような日本式パン、ヨーロッパ

風パンが台北花園大酒店の六国麺包坊にある。

台北花園大酒店（六国麺包坊） 
台北市中華路2段1号 
Tel：(02)2314-3300内線3322 
http://www.taipeigarden.com.tw

高雄金典酒店夏休みプラン
高雄金典酒店が9月30日まで、「雲端歓楽夏休み宿泊プラン」を実施。日曜日から金曜日まで

の間、デラックスルームシティビュー1泊が、ビュッフェ式朝食2名分とアイスクリーム2つ付き

で、2名様たったのNT$4288元(原価NT$12394)、土曜日は1部屋NT$350追加、別途サービス

料1割を加算する。また、85大楼展望台のチケット2枚、あるいは夢時代の観覧車または澳登

堡馬術指導センターのチケット2枚もプレゼント。

「澳登堡馬術指導センター」は台湾最大の室内乗

馬クラブで、専門的な馬術の教学と乗馬を通して、

親子のふれあいが楽しめる。また、新幹線、MRTの

駅、夢時代までの送迎サービスもある。高雄金典

なら、くつろぎのリゾートタイムが実現する。

高雄金典酒店 
高雄市自強三路1号37-85階（85大楼） 
予約専用電話：(07)5668-000 
http://www.thesplendor.com

台北市

台北市

高雄市
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7月以降の

文化
プログラム

お 勧 め プ ロ グ ラ ム と 展 示 会

展覧 舞踏

音楽 戯劇

国立故宮博物院

台北市至善路2段221号 
Tel：(02)2881-2021 
Open：09:00-17:00（年中無休） 
http://www.npm.gov.tw 
交通： MRT淡水線「士林」駅下車後、 
 バス「紅30」、「255」、「304」 
 で「故宮博物院」下車。

 
台北市立美術館

台北市中山北路3段181号 
Tel：(02)2595-7656 
Open：09:30-17:30（土曜日は20:30ま
で）月曜日休館（休日の場合は順延） 
http://www.tfam.museum 

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。

 
国立台湾美術館

台中市西区五権西路一段2号 
Tel：(04)2372-3552 
http://www.ntmofa.gov.tw 
Open：火曜日~金曜日09:00-17:00  
土曜日・日曜日09:00-18:00（月曜日休館） 
交通：台湾鉄道「台中」駅で下車後、市内 
 バス56、75、89に乗車し、「美術館」 
 下車。

05/29-08/15

幻羽舞影─ 
ゴルチェとショピノの
舞台ファッション展
会場：台北市立美術館1階A展区
チケット：NT$200

フランスのオートクチュールのデザイナ

ーであり、30年ファッション界を席巻し

てきたゴルチェ(Jean-Paul Gaultier)は

1983年から1994年までフランスのダ

ンサー、振付家であるレジーヌ・ショピ

ノ(Régine Chopinot)と共に数々の現代

舞台劇用衣装を創作してきた。この度

は、その期間の12のバレエ公演に使わ

れた男性・女性用衣装、アクセサリー、

原画、ビデオなど、衣装など計145点が

展示される。会場は黒が基調、淡い金

色の照明を銀色のビーズのすだれに当

て、モデルが立つステージを延長して

全体を最先端で神秘的な舞台に仕立

てている。2010年初夏のトレンドをリ

ードするイベントとなるだろう。

05/29-08/29

版・印－日本版画展
会場：国立台湾美術館B2展覧室
チケット：無料

06/05-08/29

Kurt Wenner国際 
3Dストリートアート展
会場：高雄駁二芸術特区P2倉庫
チケット：無料

06/11-08/08

仲夏狂歓─葉錦添
会場：台北当代芸術館
チケット：NT$50

06/20- 2011/08/01

錦繡自玲瓏─ 
所蔵貿易磁器特別展
会場：国立故宮博物院203室
チケット：NT$160

09/03-09/05

恐竜とウォーク
walkingWithDinosaurs
会場：台北アリーナ
チケット：NT$800-3000

イギリス放送協会 (BBC)製作の「恐竜

とウォーク」は、生き生きとした恐竜の

変化の過程の展示である。恐竜同士

の相互交流のシーン、肉食動物が二本

足歩行するまでの進化、草食恐竜が素

早い相手から餌を守る方法、恐竜の絶

滅など、珍しい過程ばかり。実物大で

ティラノサウルス、ステゴサウルス、ブ

ラキオサウルスの模型を作り、すばら

しい演出を実現した。「恐竜ファン」な

ら、ぜひ6500万年前の恐竜の迫力を

実感しよう。

08/08

高雄城市芭蕾舞団： 
プティパ没後100周年
の夕べ
会場：高雄市文化中心至徳堂
チケット：NT$400-600

08/28-08/29

2010第四回 
国際バレエスター・ 
ガラ・イン台北
会場：国家戯劇院
チケット：NT$1200-6000
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07/25

台北国際合唱音楽祭 
オープニングコンサー
ト：ハイドン「ネルソ 
ン・ミサ」
会場：国家音楽庁
チケット：NT$400-2000

08/07

張韶涵パンドラの 
世界巡回コンサート
会場：台北アリーナ
チケット：NT$800-5500

07/16-08/21

臺北戯棚─ 
「郷土の賛歌」と京劇
テーマショー「金山寺」
会場：臺北戯棚
チケット：NT$880

京劇文化の魅力を体感したければ、迷

わずに台北戯棚(タイペイアイ)へ。台北

における｢伝統文化の窓口｣といえる台

北戯棚。京劇の他、伝統的な人形劇で

 
国家戯劇院＆国家音楽庁

台北市中山南路21-1号 
Tel：(02)3393-9888 
http://www.ntch.edu.tw 
交通： MRT新店線「中正紀念堂」駅 
 下車すぐ。

 
台北中山堂中正庁

台北市延平南路98号 
Tel：(02)2577-5931 
http://www.tco.taipei.gov.tw 
交通：MRT板南線「西門町」駅5番出口 
 下車すぐ。 

 
台北当代芸術館

台北市大同区長安西路39号 
Tel：(02)2552-3720 
http://www.mocataipei.org.tw 
Open：10:00-18:00（月曜休館） 
交通：MRT淡水線「中山」駅下車、3番 
 または4番出口から徒歩約5分。

 
台北アリーナ

台北市松山区南京東路4段2号 
Tel：(02)2181-2345  
http://www.taipeiarena.com.tw 
交通： MRT文湖線「南京東路」駅下車、 
 徒歩約7分。

 
臺北戯棚(タイペイアイ)

台北市中山北路二号113号(台泥大楼) 
Tel：(02)2568-2677 
公演：毎週金曜・土曜　午後8時より 
http://www.taipeieye.com 
交通：MRT淡水線「雙連」駅もしくは「民 
 権西路」駅下車、徒歩約5分

 
高雄駁二芸術特区

高雄市大勇路1号 
Tel：(07)521-4899、(07)521-4881 
Open：10：00-20：00（月曜休館） 
http://pier-2.khcc.gov.tw 
交通： 高雄MRT橘線O2「塩 埔」駅1番出 
 口から、大勇路沿いに西へ約5分。

 
高雄市文化中心

高雄市五福一路67号 
Tel：(07)222-5136 
Open：09：00-17：00（月曜休館） 
http://www.khcc.gov.tw 
交通：高雄MRT橘線O7「文化中心」駅 
 3番出口から和平一路沿いに 
 南へ、五福一路を渡る。

09/17-09/19

ミュージカル─ 
キャッツ
会場：台北アリーナ
チケット：NT$800-5800

ミュージカルの王アンドリュー・ロイド

＝ウェバーがイギリスの詩人：T・S・エ

リオットの「キャッツ - ポッサムおじさ

んの猫とつき合う法」(Old Possum’s 

Book of Practical Cats)をもとに創作

したミュージカル「キャッツ」は、1981

年にロンドンで一世を風靡した直後、

1982年のニューヨークのブロードウェ

イ公演でもチケット入手が困難なほど

の大人気となった。イギリス、アメリ

カから世界26カ国300都市に広がった

このブームは今も冷めることがない。

2003年の「キャッツ」台北初公演の際

は、22回満席の新記録を創造した。今

年9月の「キャッツ」は、台北アリーナ5

回のほか、台南、高雄巡回公演もある

ので、中南部でも「キャッツ」の魅力が

楽しめる。

ある布袋劇、皮影戯、傀儡戯、民俗舞

踊なども鑑賞できる。今回のプログラ

ムは台湾原住民の歌舞と京劇テーマシ

ョーです。阿美族の郷土の賛歌は、歌

ったり踊ったりして、歓楽も伝えます。

また京劇テーマショーの金山寺は、中

国でよく知られている美しい恋愛物語

《白蛇伝》の一折。この劇は白蛇は夫

を助ける場面を再現し、アクション・シ

ーンを中心とします。

08/06-08/08

夏の雪─ 
感動の竇娥冤
会場：国家戯劇院
チケット：NT$350-3000

07/08-07/11

NSO歌劇《画魂》
会場：国家戯劇院
チケット：NT$500-3000

07/29-08/01

唐美雲歌仔戯団─ 
蝶の恋
会場：国家戯劇院
チケット：NT$500-3000

08/19-08/22

2010台北芸術祭─ 
マイケル・ジャクソン
会場：台北中山堂中正庁
チケット：NT$400-1600
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統計 インフォメーション

訪華旅客総数： 505,856人（＋）38.07%

外国人旅客数： 265,705人（＋）34.45%

(うち日本人旅客数) : 85,652人(＋)24.27%

華 僑 旅 客 数：240,151人(＋)42.31%

出国者人数：767,294人(＋)20.71%

2 0 1 0 / 0 5
出 入 国 人 数 統 計

月別 

１ 

2 

3 

4 

5 

小計 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

合計 

2010年(単位：人) 

731,609 

837,946 

717,854 

743,940 

767,294 

3,798,643 

2009年(単位：人) 

674,519 

618,982 

620,797 

695,011 

635,635 

3,244,944 

591,187 

794,198 

817,785 

625,834 

742,345 

661,050 

665,603 

8,142,946 

比較増減(％) 

8.46 

35.37 

15.63 

7.04 

20.71 

17.06

2010-2009年国民出国者人数月別統計比較表

月別 

1 

2 

3 

4 

5 

小計 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

合計 

合計(A) 

345,981 

387,143 

516,512 

506,400 

505,856 

2,261,892 

華僑(C) 

118,542 

164,284 

204,262 

243,515 

240,151 

970,754 

毎日平均人数 

11,161 

13,827 

16,661 

16,880 

16,318 

14,980

表一、2010-2009年訪華旅客月別統計比較表（居住地）

外国人(E) 

227,439 

222,859 

312,250 

262,885 

265,705 

1,291,138 

合計(B)

276,896 

303,302 

395,201 

448,486 

366,375 

1,790,260 

321,383 

346,718 

367,491 

340,645 

368,212 

410,489 

449,806 

4,395,004 

華僑(D) 

86,699 

82,105 

140,277 

212,456 

168,757 

690,294 

113,652 

130,579 

146,155 

104,963 

125,103 

157,991 

156,185 

1,624,922 

外国人(F) 

190,197 

221,197 

254,924 

236,030 

197,618 

1,099,966 

207,731 

216,139 

221,336 

235,682 

243,109 

252,498 

293,621 

2,770,082 

毎日平均人数 

8,932 

10,832 

12,748 

14,949 

11,819 

11,856 

10,713 

11,184 

11,855 

11,355 

11,878 

13,683 

14,509 

12,041 

合計(A/B) 

24.95 

27.64 

30.70 

12.91 

38.07 

26.34 

華僑(C/D) 

36.73 

100.09 

45.61 

14.62 

42.31 

40.63 

外国人(E/F) 

19.58 

0.75 

22.49 

11.38 

34.45 

17.38 

          2010年（単位：人）             2009年（単位：人）         比較増減（％）

月別 

1 

2 

3 

4 

5 

小計 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

合計 

月別 

1 

2 

3 

4 

5 

小計 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

合計 

人　数 

86,875 

75,188 

112,992 

80,443 

86,866 

442,364 

人　数 

　6,587  

46,438 

76518 

48,300  

55,305 

283,148 

毎日平均人数 

2,802 

2,685 

3,645 

2,681 

2,802 

2,929 

毎日平均人数 

1,825 

1,659 

2468  

1610 

1784 

1875  

　 

人　数 

70,742 

99,734 

106,109 

79,915 

69,698 

426,198 

62,143 

73,140 

81,512 

100,594 

87,981 

85,339 

90,711 

1,007,618 

人　数 

44,090  

69,950  

73,682  

52,313  

48,275 

288,310 

35,485  

44,630  

51,866  

70,013  

58,647  

54,025  

59,668  

662,644 

表二、2010-2009年日本旅客毎月動態比較表（国籍別） 表三、2010-2009年日本旅客觀光目的別人數表 （居住地）

増減(％) 

22.81 

-24.61 

6.49 

0.66 

24.63 

3.79

増減(％) 

28.34  

-33.61  

3.85  

-7.67  

14.56 

-1.79  

毎日平均人数 

2,282 

3,562 

3,423 

2,664 

2,248 

2,823 

2,071 

2,359 

2,629 

3,353 

2,838 

2,845 

2,926 

2,761 

毎日平均人数 

1,422 

2,498 

2,377 

1,744 

1,557 

1,909 

1,183 

1,440 

1,673 

2,334 

1,892 

1,801 

1,925 

1,815 

 2010年 比　較 2009年  2010年 比　較 2009年

（注）上記の統計表二は船便の旅客も含めて作成したものである。（出所）台湾交通部観光局。
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マスターズが公表した調査によると、アジアパシフィッ

ク地域で4人に１人がこの6ヶ月のうちに海外旅行を計画

しており、とくに香港・シンガポール・ニュージーランド・台

湾・フィリピンが主たる出国希望先である。中でも、4割の

台湾消費者は、これから半年のうちに貯金をして海外に

出たいとしており、それはアジアパシィックの全体の平均

値24％をはるかに超えている。ついで香港（50％）・ニュー

ジーランド（45％）・フィリピン（43％）と続く。マスターズに

よると、台湾消費者のなかに所得と経済への信頼が回復し

つつある兆しが見えるという。近い将来、台湾消費者の出

国計画が活性化しそうだ。

調査結果によると、6割の人たちが個人による海外旅行

を重視している。台湾地区も同様に58％の消費者が個人

による海外旅行を重視している（香港は約65％；中国大陸

約45％）。

注意しなければならないのは、台湾消費者の場合、近場

の旅行が好きだということである。92％がアジアパシフィッ

クを旅行先に選び、欧州の33％、北米の25％をはるかに

凌駕している。とくに、日本（57％）・中国大陸（27％）の人気

が高い。また香港（34％）・シンガポール（24％）。中国大陸

交通部観光局の統計によると、2010年1-5月来台旅

客はのべ226万1892人で、昨年同期に比して＋26.34％。

「観光」目的の旅客は132万6371人で、40.28％の成長、

「業務」目的の旅客は38万7083人で、24.91％の成長。

台湾市民は日本・中国大陸など近距離に関心

2010年1-5月 訪台旅客統計 

（20％）の消費者の台湾観光への意欲が高い。来台を予

定している陸客は前期に比して7％超えており、大陸での

台湾ブームがうかがえる。

台湾観光業者にとって、香港（34％）・シンガポール

（24％）・中国大陸（20％）の消費者の来台意欲が強く、台

湾においてもこれの3地域が希望訪問先ベストスリーに

なっている。なかでも来台観光を希望する陸客が7％も増

えていることは、台湾が大陸の人たちの間で人気のスポッ

トになっていることを示している。

（出所）MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED　 
 http://www.masterintelligence.com 
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台北花園大酒店
台北ガーデンホテル

部屋数：241
室料：スーペリア NT$ 7,000

プレミア NT$ 8,000
デラックス NT$ 9,000
ジュニア NT$ 10,000
花園スイート NT$ 16,000

言語： 日本語、英語、中国語
レストラン：六国ベーカリー、六国餐庁、六国バー、

六国デリ、花園日本料理、宴会場
設備・施設：ヘルシーサンター、ビジネスセン

ター、32インチ液晶テレビ、有料ブ
ロードバンド、衛星番組、乾湿分離豪
華浴室 、TOTOウォッシュレット 

台北市中正区中華路二段1号
Tel:886-2-2314-6611  Fax:886-2-2314-5511
E-mail:fo@taipeigarden.com.tw 
http://www.taipeigarden.com.tw

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

部屋数：538
室料：シングル NT$ 11,000

ダブル NT$ 11,500
スイート NT$ 16,500~99,000

言語：日本語、英語、中国語

レストラン：上海、広東、ステーキハウス & 鉄板焼、
バー、カフェ、ビュッフェ、日本料理、
ペントハウス 

設備・施設：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

台北市中山区中山北路二段41号
Tel:886-2-2523-8000   Fax:886-2-2523-2828
http://www.grandformosa.com.tw

台北圓山大飯店 
タイペイグランドホテル

部屋数：487 (スイート：57)

室料：シングル／ダブル NT$ 5,700~11,000

スイート NT$ 15,000~28,000 
 (10%サービス料が加算されます)

総経理：蔣祖雄

言語：日本語、英語、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、
コーヒーショップ

設備・施設：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、399
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、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

台北市中山区中山北路四段1号    
Tel:886-2-2886-8888  Fax:886-2-2885-2885
http://www.grand-hotel.org  

台湾は、都市でも、地方でも、

宿泊先に困ることはありませ

ん。さいきんは国内の旅行ブー

ムで、すみずみに高級ホテルや

手軽な旅館が普及するようにな

りました。一部のホテルでは、

パックツアーをアレンジし、付

近の観光案内に努めておりま

す。

台湾の宿泊施設は、国際観光ホ

テル・一般観光ホテル・一般ホ

テル・民宿に区分され、合法に

登記された施設には専用マーク

が掲示されています。2009年3月

より観光局では国内のホテルを

対象に鑑定評価制度を導入して

います。安全のために、とくに

外国からのお客様は適法の宿を

お選びくださるようにお願いし

ます。

宿泊情報

台北市中山区市民大道三段83号
Tel:886-2-8772-8800  Fax:886-2-8772-1010
E-mail:info@miramargarden.com.tw
http://www.miramargarden.com.tw

美麗信花園酒店
ミラマー ガーデン 台北

部屋数：203
室料：デラックス NT$ 7,000

ビジネス　ルーム NT$ 8,000
エグゼクティブ　 
デラックス　ルーム  NT$ 9,000
ボス スィート    NT$ 13,000
プレミア スィート     NT$ 18,000

言語：日本語、英語、広東語
ジェ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：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 LCD TV、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

台北福華大飯店
ハワードプラザホテル 台北

部屋数： 606
室料： シングル NT$ 9,000~10,500

ツイン NT$ 9,000~10,300
スイート NT$ 11,000~45,000

言語： 日本語、英語、中国語
レストラン： 台湾料理、日本料理、江浙、広東、

ビュッフェ、フランス料理、英国式
バー、カフェ

設備・施設： 中西レストラン9軒、屋外プール、
ビジネスセンター、アスレチック
センター＆サウナ、700名以上を
収容可能の宴会場

台北市大安区仁愛路三段160号
Tel:886-2-2700-2323  Fax:886-2-2700-0729
E-mail:howard@howard-hotels.com.tw 
http://www.howard-hotels.com.tw

台北神旺商務酒店
サンワンレジデンス台北

部屋数：81
室料：スタジオ ルーム　       NT$ 8,000
 パークビュー　ルーム NT$ 8,800
 スタジオ スイート NT$ 12,600
 パークビュー スイート NT$ 20,000
 ペントハウス NT$ 50,000
言語：日本語、英語、中国語
レストラン：ダイニングラウンジ(朝食ビュッフェと上海料理）

設備・施設：スモール・ラグジャリー・ホテルズ・オブ・ザ・
ワールド（Small Luxury Hotels of The World )のメ
ンバー、台湾現代作家の芸術品に囲まれ、個人秘
書としてのお手伝い、全日コーヒー、紅茶及び軽
食を無料でご提供、フィットネスセンター、駐車
場、会議室、全館光ファイバーインターネット無
料、携帯電話レンタル、客室多機能HP複合機、
無料で24時間靴クリーニング、37インチ液晶テ
レビ、ズボンプレッサー、ステップ式バスタブ

台北市中山区南京東路一段128号
Tel:886-2-2511-5185  Fax:886-2-2511-1585
E-mail:reservation@swresidences.com
http://www.swresidences.com

台北市中正区忠孝西路一段38号
Tel:886-2-2311-5151  Fax:886-2-2331-9944
E-mail:info_tpe@caesarpark.com.tw
http://taipei.caesarpark.com.tw

台北凱撒大飯店  
シーザーパーク ホテル  タイペイ

部屋数： 406
室料： スーペリア ルーム NT$ 8,200

デラックス ルーム NT$ 9,000 
ダブルダブル　ルーム NT$ 12,000
デラックス ル－ム NT$  13,000
エグゼクティブ スイート NT$ 15,000
デラックスファミリー　ルーム NT$ 18,000
シーザー スイート NT$ 50,000 
エクストラ ベッド NT$ 1,000

       (以上10％サービス料加算)
言語：日本語、英語、中国語
レストラン： チェッカーズ、ダイナスティ、シーザー モール
設備・施設： 宴会場、ビジネスセンター、ヘルスセン

ター、シーザー スパ、屋上ガーデン、セー
フティボックス、パーキングサービス、ラ
ンドリーサービス、ルームサービス、イン
ターネットサービス
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部屋数：226
室料：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、英語、中国語、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：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

台北市中正区忠孝西路一段43号（MRT台北駅3番出口)

Tel:886-2-2361-7856   Fax:886-2-2311-8921
予約Tel:886-2-2311-8901
予約Fax:886-2-2311-8902
E-mail:cosmos@cosmos-hotel.com.tw
http://www.cosmos-hotel.com.tw

台北天成大飯店
コスモスホテル

康華大飯店
ゴールデン  チャイナ  ホテル

部屋数：215
室料：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：日本語、英語、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

台北市中山区松江路306号
Tel:886-2-2521-5151  Fax:886-2-2531-2914
E-mail:service@mail.golden-china.com.tw
http://www.golden-china.com.tw

台北市中山区南京東路三段133号
Tel:886-02-8770-6565
E-mail:service.express@westin.com.tw
http://www.westin.com.tw

部屋數：228（38スイート）
室料：
デラックス NT$ 12,500
ウェスティン・ゲスト・オフィス NT$ 14,700
グランドデラックススイート NT$ 20,000
スターデラックススイート NT$  28,000
ダイナステイスイート NT$  33,000
パレス・スイート NT$  52,000
言  語：日本語、英語、中国語
レストラン：八つのレストランとバーにおいて中華、

欧風、和風料理とドリンクを提供。
「留園」では上海料理、「頤園」では
北京料理、「丹耶澧」ではイタリアン、
「東西燴」ではバイキング、「祇園」で
は日本料理、「邱吉爾爵士雪茄館」では
各種ドリンクとライブが楽しめる

設備・施設：24時間ルームサービス、ビジネスセン
ター、エグゼクティブフロアゲストク
ラブ、Westin Workout Gym健身中心
（スポーツジム）、SPA、プール、
シアターなど

ウェスティン六福皇宮
ザ・ウェスティン台北

王朝大酒店
サンワールドダイナスティホテル

部屋数：738室
室料：
スーペリア NT$   7,200    
デラックス   NT$   7,700 
バリアフリールーム  NT$   8,200 
スーペリアトリプル  NT$   8,500 
プレミア   NT$   8,700  
ジュニアスイート   NT$   9,200 
デラックススイート  NT$ 11,500 
エグゼクティブスイート  NT$ 17,500 
エグゼクティブ・クラブ　デラックス NT$   9,000
エグゼクティブ・クラブ　プレミア   NT$   9,500 
クラブ・デラックススイート  NT$ 15,000
クラブ・エグゼクティブ・スイート  NT$ 21,000
言語：日本語、英語、中国語
レストラン：中華/欧風バイキング(中庭カフェテ

リア)、上海料理(玉蘭軒)、香港料
理(広東楼)

設備・施設：ビジネスセンター、会議室、宴会場、
ジム、屋外温水プール、サウナ、空
港送迎、ブロードバンド、駐車場

台北市松山区敦化北路100号
Tel: 886-2-2719-7199  Fax: 886-2-2545-9288
E-mail: bc@sunworlddynasty.com.tw
http://www.sunworlddynasty.com

經典館/皇家館 台北市大同区南京西路326/330号
北投温泉館 台北市北投区中山路26号
予約Tel:886-2-2558-6488
E-mail:rsvn@taiwanseasonshotel.com
http://www.taiwanseasonshotel.com 

經典館 
部屋数：64
室料：NT$ 5,000~NT$ 8,000
皇家館
部屋数：49
室料：NT$ 5,500~NT$ 8,000
北投温泉館/ビーナス 温泉ハウス
部屋数：30/32
室料：NT$ 8,000~NT$ 11,000/ NT$ 3,500

(以上10％サービス料加算)

言語： 日本語、英語、中国語
設備・施設：ロクシタン アメニティーズ、ジャグジー、

無料インターネット/ミネラル.ウォーター/    
コーヒー 09：00-17：00 MRT駅まで無料
シャトル バス (要予約)

皇家四季飯店グループ
シーズンホテルグループ

部屋数：90
室料：スタンダードルーム  NT$ 4,700   
 ビジネスルーム    NT$ 5,000 
 コーナールーム　 NT$ 5,000   
 フォワードスイート    NT$ 5,000
言語：日本語、英語、中国語
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：朝食、日本語.中国語.英語新聞、無線Ｌ
ＡＮインターネット、モーニングコー
ル、会議室レンタル、セルフ式ランド
リー設備、スボーツジム、外貨両替、
FAX及び郵便サビスー、航空券購入代
行、大型液晶テレビ (衛星チャンネル
有) 、レストラン及び送迎予約

台北市中山区一江街3号
Tel:886-2-2511-8896   Fax:886-2-2511-8897
E-mail:cosmos@cosmos-hotel.com.tw
http://www.fwhotel.tw

台北馥華商旅
フォワードホテルタイペイ

部屋数：150

台北市大安区復興南路一段317号
Tel:886-2-5579-3888   Fax:886-2-5579-3889
E-mail:rsvn@parktaipei.com
http://www.parktaipei.com

台北市中山区林森北路369号
Tel:886-2-2581-8111
Fax:886-2-2581-5811，2568-2924
http://www.gloriahotel.com

部屋数： 220
室料：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： 日本語、英語、中国語
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： 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 
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台糖長栄酒店(台南)
エバーグリーンプラザホテル(台南)

部屋数： 197室
室料：デラックスシングル  NT $ 5,600

エグゼクティブシングル  NT $ 6,200
エグゼクティブツイン   NT $ 6,600
ファミリーツイン NT $ 7,900
スプレンダースィート NT $ 8,200
ファミリースィート  NT $ 9,600

言語： 日本語、英語、中国語、台湾語
設備・施設： 24時間エアコンシステム完備、映画

を含めた多数のチャンネルご覧頂け
るカラーテレビ、冷蔵庫、電気ポッ
ト、ダイレクト、国際電話及び音声
留守録システム、プレイベートセ
キュリーティボックス、煙探知機、
スプリンクラー及び中央監視の消防
システム、緊急照明、防炎カーテン
とじゅうたん、ドライヤー、独立型
のシャワースペース、110及び220ボ
ルトのＡＣ、ＳＰＡ、屋内駐車場、
観光案内情報

台南市中華東路三段336巷1号
Tel: 886-6-289-9988  Fax: 886-6-289-6699
E-mail: ceod@tscevergreen.com.tw
http:///www.evergreen-hotels.com/branch/tainan

長栄桂冠酒店(台中)
エバーグリーンローレルホテル(台中)

部屋数： 354室
室料： スーペリアルーム NT $ 7,000
 デラックス  NT $ 7,600
 デラックスファミリ NT $ 8,600
 スィート NT $ 10,800
 ローレルフロアスィート NT $ 13,000
言語： 日本語、英語、中国語、台湾語
設備・施設： 温浴施設、スチームバス、サウナ、ジム、

キッズプレイルーム、屋外プール、メディ
テーションルーム、ビジネスセンター、ス
カッシュコート、観光旅行情報サービス、
屋内駐車場、レンタカー、24時間エアコン
システム完備、映画を含めた多数のチャン
ネルご覧頂けるカラーテレビ、冷蔵庫、電
気ポット、ダイレクト、国際電話及び音声
留守録システム、プレイベートセキュリー
ティボックス、煙探知機、スプリンクラー
及び中央消防システム、緊急照明、防炎
カーテンとじゅうたん、ライト、エアコー
ン、高級輸入浴室設備、ドライヤー、拡大
鏡及独立したシャワールーム、110及び220
ボルトのAC、SPA

台中市台中港路二段6号
Tel: 886-4-2313-9988  Fax: 886-4-2313-8642
E-mail: elhtcg@evergreen-hotels.com
http://www.evergreen-hotels.com/branch/taichung

長栄桂冠酒店(台北)
エバーグリーンローレルホテル (台北)

部屋数： 95室

室料：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： 日本語、英語、中国語、台湾語

設備・施設： レンタカー及び空港送迎サービ
ス、びタワー式駐車場(80台収容)、
ビジネスセンター：ファックス、書
状のタイピング、国内及び国外のエ
クス プレス便、リコンファーム、
ビジネスインフォメーションサービ
スを提供しています、閲覧室、来賓
サービスセンター、クリーニング及
びアイロン、靴磨きサービス、専属
サービス、観光インフォメーション
サービス

台北市中山区松江路63号
Tel: 886-2-2501- 9988  Fax: 886-2-2501-9966
E-mail: elhtpe@evergreen-hotels.com
http://www.evergreen-hotels.com/branch/Taipei

長栄桂冠酒店(基隆)
エバーグリーンローレルホテル(基隆）

部屋数： 140室

室料：

ハーバービュー・ツイン NT $ 6,600
ハーバービュー・デラックストリプル NT $ 7,000
ローレルートリプル NT $ 7,800
デラックスツイン  NT $ 8,600
デラックススィート NT $ 13,000

言語： 日本語、英語、中国語、台湾語

設備・施設： ビジネス情報サービス及びビジネス
機器をリース、セキュリティボック
スの貸出、多国語に堪能なスタッ
フ、台湾鉄道基隆駅送迎サービス、
レンタカー及び空港送迎サービス、
モーニングコール、クリーニング、
アイロンサービス、観光旅行情報
サービス、屋内駐車場

基隆市中正路62-1号
Tel: 886-2-2427-9988  Fax: 886-2-2422-8642
E-mail: elhklg@evergreen-hotels.com
http://www.evergreen-hotels.com/branch/keelung

部屋数：257
室料：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：日本語、英語、中国語
レストラン：玖楼、Prego、Promenade、Mezzanine、

Le Bar
設備・施設：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)

新竹市中華路二段188号
Tel:886-3-515-1111  Fax:886-3-515-1112
E-mail:sales@ambassador-hsinchu.com.tw
http://www.ambassadorhotel.com.tw

新竹国賓大飯店
最高級のビジネスホテル

部屋数：453
室料：シングル NT$ 5,000~  7,000

ツイン NT$ 6,000~  8,500

スイート NT$ 12,000~66,000

エキストラベッド NT$ 700

言　語：日本語、英語、中国語

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：屋外スイミングプール、フィットネス
センターサウナ、スチームバス

高雄国賓大飯店
都会型リゾートホテル

高雄市前金区民生二路202号
Tel:886-7-211-5211  Fax:886-7-281-1115
E-mail:resv@mskh.ambhotel.com.tw
http://www.ambassadorhotel.com.tw

台北国賓大飯店
台湾の名門ホテル

台北市中山区中山北路二段63号
Tel:886-2-2551-1111  Fax:886-2-2561-7883
E-mail:service@mstp.ambhotel.com.tw
http://www.ambassadorhotel.com.tw

部屋数：426
室料：シングル NT$  6,500

ツイン NT$ 7,400
ダブル NT$ 7,400~  8,500

スイート NT$ 16,000~68,000

エキストラベッド NT$ 1,000
幼児用ベッド NT$ 500

言　語：日本語、英語、中国語
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、
A Cutステーキハウス、コーヒーショッ
プ「アミ」、Le Bouquet

設備・施設：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

新荘翰品酒店
新荘シャトーデシンホテル

部屋数：145 
室料：スーペリア　シングル NT$  5,800

スーペリア　ツイン NT$  6,000
ビジネス　シングル NT$  6,600
デラックス　シングル NT$  6,800
デラックス　ツイン NT$  7,000
スーペリア　ファミリー　 NT$  7,200
デラックス　ファミリー 　 NT$  7,600
エグゼクティブスイート NT$  12,000
シャトーデシンスイート NT$  20,000

総支配人：林文昌 Willis Lin
言語：日本語、英語、中国語
設備・施設：200名以上を収容可能の会議室、

宴会場、ジム、サウナ、コミニ
ティーセンタ、ＶＩＰラウンジ、
ビジネスセンター、無料インター
ネットサービス、ラウンドリー
サービス、スマートリモートセ
キュリティーシステム、レンタ
ルー、リムジンサービス

台北県新荘市中正路82号
Tel:886-2-8994-1234  Fax:886-2-8994-3000
http://www.chateaudechine.com
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長栄鳳凰酒店(礁渓)
エバーグリーンリゾートホテル(礁渓)

部屋数： 231室
室料：
スーぺリアルーム　 NT$ 6,600
デラックスルーム　 NT$ 6,900 
和室(マウンテンビュー)　 NT$ 7,200
和室(オーシャンビュー)　 NT$ 7,600
ヨーロピアンスイート　 NT$ 11,000
和室スイート　 NT$ 11,000
フェ二ックスインぺリアルスイート NT$ 25,000
(料金お一人様、定員二人)
(宿泊料金は、朝食、夕食、アフタヌーン・ティーとスナック、夜軽食の料
金に含まれており、また当ホテルの各施設を無料でご利用いただけます)

言語： 日本語、英語、中国語、台湾語
設備・施設：ロビーバー、リムジンサービス、

会議室、フィットネスジム、駐
車場、5000㎡のサウナ＆テーマス
パー、VIPフロア、宴会場、ビジ
ネスセンター、インタネット、温
水プール、露天風呂、温泉浴室、
110及び220ボルトのＡＣ

宜蘭県礁渓郷健康路77号
Tel: 886-3-910-9988  Fax: 886-3-987-6383
E-mail: service@phxevergreen.com.tw
http://www.evergreen-hotels.com/branch/jiaosi

台北市中山区松江路186号
Tel:886-2-2541-5511  Fax:886-2-2531-3831
ご予約専用:886-2-2541-6888
E-mail:galahtl@ms18.hinet.net
http://www.galahotel.com.tw

部屋数：160
室料：シングル NT$ 3,800
 デラックスシングル NT$ 4,000
 デラックスツイン NT$ 4,200
 スイート NT$ 5,600
言  語：日本語、英語、中国語
レストラン：広東料理（香港�菜廳）
 西洋料理  (金穗坊西餐廳)
設備・施設：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

慶泰大飯店
ガーラ　ホテル

台北県新店市太平路8号
Tel:886-2-8666-9999     Fax:886-2-2212-9515
E-mail:sales@beautifulhotel.com.tw
http://www.beautifulhotel.com.tw

部屋数： 101
室料： 
スーペリア

マウンテンビュー      NT$  5,200
レイクビュー      NT$  5,800

デラックス
マウンテンビュー      NT$  6,600
レイクビュー      NT$  7,200

デラックス
ファミリ       NT$  8,800

スウィート
ビューティフルスウィート     NT$12,000

言語：日本語、英語、中国語、韓国語
レストラン： 無国籍料理、中華料理、西洋料理
設備・施設：宴会場、会議場、ビジネスセンター、

屋内駐車場。シンプルかつ優雅な家具
調度品がお部屋の格調を高め、心安ら
かなひとときをお約束します。健康か
つ美味な料理と快適なサービスが旅の
思い出を育みます。ビジネスにミー
ティングに、レジャーに宴会にどうぞ
ご利用ください。MRT新店駅終点から
5分、信義、南港の貿易センターから
20分、桃園国際空港までも40分と交通
至便です。 

美麗春天大飯店
ビューティフル ホテル

昭盛52行館
Smartcue52 Hotel

部屋数：125
室料：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

言語：日本語、英語、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

台中市西区忠明路52号
Tel:886-4-2317-5000   Fax:886-4-2317-5001
E-mail:service@smartcue52hotel.com.tw 
http://www.smartcue52hotel.com.tw

雲品酒店
フローデシンホテル

部屋数：211 
室料：
マウンテンビューシングル NT$ 11,500~ 12,500
マウンテンビューツイン NT$ 11,500~ 12,500
マウンテンビュー和室 NT$ 11,500~ 12,500
レイクビューシングル NT$ 13,000~ 14,000
レイクビューツイン NT$ 13,000~ 14,000
レイクビュー和室 NT$ 13,000~ 14,000
レイクビュー和洋室 NT$ 16,000~ 170,000
レイクビュースイート NT$  18,000
レイクビューガーデンスイート NT$  88,000
君璽プレジデントスイート NT$  120,000
総支配人：何信記 Wayne Ho
言語：日本語、英語、中国語
設備・施設：270度パノラマの超広視野のスカイラウ

ンジ、煙嵐風呂（大浴場）、家族風呂、
ウォーターワールド、エステビューティサ
ロン、マイナスイオン健康歩道、キッズラ
ンド、屋外円形劇場、ペットルーム、ギフ
トショップ、フィットネスセンター、ビジ
ネスセンター、会議場、宴会場、無料ワイ
ヤレスネットワークサービス、スマートリ
モートセキュリティーシステム、独立バル
コニー、各室天然温泉浴槽、高速鉄道駅ま
で送迎サービス

南投県魚池郷日月潭中正路23号
Tel:886-49-285-5500  Fax:886-49-285-6600
http://www.fleurdechinehotel.com

阿里山賓館
アリサンハウス

部屋数：35

室料：スィーナリ スイート NT$ 6,600   

ハネムーンスイート NT$ 6,600

クェークントスイート NT$ 8,600

スーぺリア スイート NT$ 9,500

VIP スイート NT$ 12,000

マネージャー：Jen Shing Chen

言語：日本語、英語、中国語

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

嘉義県阿里山郷香林村16号
阿里山
Tel:886-5-267-9811  Fax:886-5-267-9596 
台　北
Tel:886-2-2563-5259  Fax:886-2-2536-5563
E-mail:office@alishanhouse.com.tw
http://www.alishanhouse.com.tw

台北市大同区重慶北路一段62号
Tel:886-2-2555-1122   Fax:886-2-2556-6217
予約Tel:886-2-2559-0723
予約Fax:886-2-2559-0720
E-mail:info@fortunehaiyatthotel.com
http://www.fortunehaiyatthotel.com

部屋数：200
室料：スタンダード  NT$ 3,400   
 スベシャル    NT$ 3,700 
 トリプル　 NT$ 4,600   
 スペシャル　ファミリー   NT$ 5,800
 ディラックス 　　  NT$ 4,300  
 ディラックス　トリプル    NT$ 6,000　
 ディラックス　ファミリー  NT$ 7,200
言語：日本語、英語、中国語、広東語、福建語
食事：朝食バイキング、英国風アフタヌーンティ、      

空中花園欧風レストラン
設備・施設：ビジネスセンター、会議室、ジム、 

駐車場、多目的宴会場、無線インター
ネット、空港高鉄駅送迎サービス

福君海悅大飯店
フォーチュンハイアットホテル

泰安観止
パパワオ温泉

部屋數：68
室料：観星デラックス     NT$ 6,600

観月デラックス     NT$ 7,500
観止デラックス    NT$ 8,500
観雲デラックス     NT$ 9,900
観水デラックス     NT$ 13,500
観止スイーツ     NT$ 10,000
観日スイーツ     NT$ 11,000
観山スイーツ     NT$ 13,500

群山ヴィラ
観霧デラックス    NT$ 12,000
観霧スイーツ NT$ 15,000
観霧スイーツ     NT$ 18,000

設備・施設：レストラン、会議室、露天風呂、家庭
風呂、屋外プール、SPA、多目的閲覧
室、ジム、WII、駐車場、遊歩道

苗栗県泰安郷錦水村円墩58号
Tel:886-37-941-777 Fax: 886-37-941-952
E-mail:service@papawaqa.com.tw
http://www.papawaqa.com.tw
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華王大飯店
華王ホテル

部屋数：298
室料：シングル NT$  4,800~ 5,200
 ツイン NT$ 5,200~  5,800
 スイート NT$ 8,800~ 10,800
 トリプル NT$  7,000 
 ファミリー NT$ 7,200~ 9,800
総経理：名生光夫
言語：日本語、英語、中国語
レストラン：欧風バイキング、アラカルト、香港飲茶

 

高雄市塩 区五福四路42号 
Tel:886-7-551-8211  Fax:886-7-521-0403
E-mail:service@hotelkingdom.com.tw
http://www.hotelkingdom.com.tw

蘭城晶英酒店
シルクスブレイス　ホテル

部屋数：193
室料：
蘭（ランゾーン）  NT$  9,600
楽（ホリデーゾーン） NT$ 13,600~30,000
沁（スカイヴィラゾーン） NT$ 13,600~40,000
漾（ブティックゾーン） NT$ 14,000~30,000
晶（コーナーゾーン） NT$ 22,000~80,000

（13タイプの客室を擁する）
（以上10％サービス料加算）

言語：日本語、英語、中国語
レストラン：ミックスグルメMix Gourmet、ザ･ラウンジ

The Lounge、中華料理「紅楼」
設備・施設：国際宴会ホール、多目的会議室、会議サー

ビスセンター、バケットサービスセン
ター、ヘルスセンター、沐蘭SPA（ウェル
スプリングSPA)、屋外パーティーエリア、
セーフティボックス、パーキングサービス、
ランドリーサービス、無料インターネット

宜蘭市民権路二段36号
(宜蘭駅付近・東部最大モール「新月廣場」内）
Tel:886-3-935-1000  Fax:886-3-935-4000
E-mail:rsvn@silksplace-yilan.com.tw
http://www.silksplace-yilan.com

台南大飯店
タイナン　ホテル

部屋数：152
室料：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：日本語、英語、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・施設：駅から徒歩3分、会議室、宴会場、駐

車場、ビジネスセンター、客室内無料
インターネット

台南市中西区成功路1号
Tel:886-6-228-9101  Fax:886-6-226-8502
E-mail:hotel-tainan@hotel-tainan.com.tw
http://www.hotel-tainan.com.tw

花蓮経典假日飯店

部屋数：79
室料：スタンダードシングルルーム NT$   4,000

スーペリアツインルーム NT$   4,200
スーペリアトリプルルーム NT$   4,800
スーペリアダプルツインルーム  NT$   5,600
スーペリアスイートルーム   NT$   6,000
クラッシックスイートルーム   NT$ 10,000

言語：日本語、英語、中国語
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・施設：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。

花蓮市国聯五路139号
Tel:886-3-835-9966、886-3-833-6066  
Fax:886-3-835-9977
E-mail:service@classichotel.com.tw
http://www.classichotel.com.tw


