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EMOTIONAL
TAIWAN
TOUR

台湾、魅惑の旅路
ようこそ、この素晴らしい旅へ。
夢のように美しい台湾をご堪能ください。

画像提供：台湾観光局

ROUTE
MAP
OF TAIWAN TOUR

台湾の大自然と歴史、文化を満喫する
ダイナミックな旅のルートをご用意いたしました。

● 旅のルート

北投

基隆

台北
日月潭
台中
嘉義

太魯閣

宜蘭

花蓮

台東

基本プラン 3 泊 4 日の旅
1 泊目：北投（ベイトウ）温泉
2 泊目：太魯閣族
（タロコ）渓谷
3 泊目：日月潭（リーユエタン）
宿泊地及び各スケジュールはモデルプランとなります。
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太平洋に臨む高さ1,000メートルもの岸壁
に沿ってくねくねと続く道は壮観で、台湾
八景のひとつでもある清水断崖では地形の
ダイナミックさを、標高3275メートルに位
置する台湾の国道最高地点、武嶺では中央
山脈の峰々の壮麗さをご覧いただけます。
宿泊地として選んだ北投温泉、天祥（太魯閣
峽谷）及び日月潭はどこも素晴らしい景勝
地であり、それぞれに独自の特色を持ちな
がら高いホスピタリティを誇るラグジュア
リーホテルは快適な滞在を約束してくれま
す。魅力ある空間に皆さま思わず帰りの時
間を忘れてしまうことでしょう。

台南

高雄

台湾は、壮大な自然の中に多様で豊かな文
化と歴史が築かれた「観光の島」です。絶景
とそこでしか味わえない美食を思う存分に
満喫するこの独特なツアー行程では、日本
ではこれまであまり紹介されてこなかった
台湾の秘境とも呼ばれる山岳地帯を含む、
郊外エリアを訪れます。

＜延泊アレンジ可能＞

朱銘美術館で、世界的に有名な台湾を代表
するアーティストである神像彫刻師「朱銘」
先生の豊富な名作を鑑賞するのは心の饗宴
となり、松園禪林 及び 麟手創餐廳のオリジ
ナル料理は、色、香、味、技の絶妙な調和と融
合を楽しませてくれます。
日月潭で宿泊する宿では山水の美と平和で
静寂な夜明けの時間をぜひ過ごしていただ
きたい。また、日本人の著名な建築家である
團紀彦氏が建築デザインを手掛け2011年
に完成させた、
「向山遊客中心(向山ビジ
ターセンター)」は今では絶対に見逃せない
ランドマーク建築となっており、自転車で
行くのがおすすめ。ツアーの趣を深く楽し
めるはずです。
さらに華陶窯、龍騰斷橋等も見学が可能で、
台湾の歴史的建造物、遺跡の美をも十分に
吟味できる旅程となっています。

旅のプランナー

・一部屋二人の利用を想定

台灣觀光局前局長、台灣觀光協會副會長

・ホテルのグレード変更の

蘇 成田

希望があれば承ります。

Cherng Tyan, Su

・日月潭で延泊希望の場合は承ります。
・専用車は 6 名定員です。
乗車人数に応じて変更いたします。
その他ご要望あればご相談ください！！
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SCHEDULE
OF TAIWAN TOUR

● 旅の行程表

※下記のフライト及び各スケジュールはモデルプランとなります。

DAY 1

or
ソンユェン チャンリン

ジュミン

出国→到着

01. 松園禪林

成田9:25 am→桃園12:10 pm
到着ゲートでガイドがお迎え。
専用車にて移動。

陽明山国家公園内にある
レストランにてランチ。
公園内の散策もできます。

DAY 2

ベイトウ

02. 朱銘美術館
ご希望があれば、専用車にて
美術館へお連れいたします。
（お車で約45分）

ガイア

03. 北投エリア

04.Gaia Hotel

または、北投エリアの
温泉街を散策。

北投温泉の宿泊ホテルに
チェックイン。

or
05. 国立故宮博物院
ご希望があれば、お連れいたします。
（お車で約30分）

イーラン

チンシュイ

シルクスプレイス・タロコ

06. 茶藝館

07. 宜蘭

08. 清水断崖

09.Silks Place Taroko

または、台北市内の茶藝館にて
台湾茶の神髄をゆったりと味わう。

麟（リン）手創料理店にて
ランチ。

花蓮（ファーレン）で日本にはない
スリルある自然景観を楽しむ。

太魯閣（タロコ）の宿泊ホテルへ
チェックイン。

DAY 3
タロコ

ウーリン

リーユエタン

ウエンウーミャオ

ザ・ラルー

10. 太魯閣国家公園

11. 武嶺

12. The3158 Cafe

13. 日月潭へドライブ

14. 文武廟

15. The LALU

大理石の渓谷をハイキング。

秘境の山越えルートをドライブ、
車で行ける台湾最高地点へ。

峠のカフェでコーヒーブレイク。

神秘の湖へ向けてドライブ。

湖と廟の絶景を堪能。

日月潭の宿泊ホテルに
チェックイン

DAY 4
リーユエタン
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ファトウヨウ

ロントン

シォンシン

16. 日月潭湖畔

17. 華陶窯

18. 龍騰断橋 ＆ 勝興車站

帰国

午前中は湖畔のサイクリングや
ボートツアーをお楽しみください。

陶窯の見学とお庭の散策。
田舎料理のブッフェランチを
お楽しみください。

歴史的な建造物を見学。

台湾桃園空港から帰国。
桃園18:05 → 成田22:05
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HIGHLIGHTS
OF TAIWAN TOUR

02

● 旅の見所

01

MUSEUM <OPTION A>

オプション <A>

世界的な彫刻家の朱銘美術館
ジュミン

昼食

LUNCH
陽明山国家公園内の松園禪林でランチ
ソンユェン チャンリン

ジュミン

朱銘美術館

ヨウメイザン

陽明山国家公園
後ろに七星山，左に紗帽山があり，右は大
屯山に近く、観音山が折り重なる光景を遥
か遠くに望みます。気候は湿潤温暖で、夏
でも涼しいので避暑に最適です。台湾では
唯一の死火山地形であり、硫黄を噴き出す
穴のある天然の温泉地の景観です。公園内
には、梅、桜、桃、スモモ、ツツジ、ツバキな
どの木が植わってます。

03

木彫りと現代彫刻の精神を融合させ、独自のスタイルを確立した世界
的にも有名な台湾アーティスト1933年台湾生まれの彫刻家「朱銘」
（ジュ・ウミン）が自らの作品を飾るために作った美術館。少々苦労し
てでも行く価値は十分にあると、世界中から高い評価を受ける。

オプション <B>

ONSEN <OPTION B>

台湾随一の温泉地、北投エリアを散策
ベイトウ

ソンユェン チャンリン

松園禪 林 Pine Zen Garden
台湾の伝統料理をベースに、西洋料理など
革新的な手法を取り入れてコンテンポラ
リーに仕上げる。料理に対する評価は非常
に高く隠れた名店といえる。
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台湾屈指の温泉リゾート地。白・青・鉄３種類の源泉があり湯量も豊富です。源泉を見ることの
できる「北投地熱谷公園」や温泉が流れ込み白濁して湯気が上がっている川沿いの遊歩道。硫
黄の香りが温泉気分を高めてくれます。歴史ある街並みは見所もたくさん。どこかノスタル
ジックな雰囲気を楽しみながらの散策になるはずです。

EMOTIONAL TAIWAN TOUR
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04

ホテル

HOTEL

山間部の景観が素晴らしいラグジュアリーホテル
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TEA TIME <OPTION B>

オプション <B>

台湾でお茶の神髄を味わう

台湾には、長い歴史を感じる
すてきな空間のお店や、こだ
わり抜いた茶葉がそろうお
店、肩肘張らず気軽な雰囲気
のなかで台湾茶を楽しめるお
店など、さまざまなタイプの
茶藝館が点在しています。薫
り高い台湾茶でゆったりとし
た時間をお過ごしください。

ガイア

The Gaia Hotel
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ライブラリーが非常にフォトジェニックなホテルです。全室温
泉風呂付きです。山麓より湧き出る白湯温泉とラジウム泉をお
楽しみください。ホテルの共有施設では男女別の公衆温泉風呂
や個室湯屋、フィットネスセンター、SPAなどの施設が完備。

MUSEUM <OPTION A>
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宜蘭市で台湾創作料理ランチ
イーラン

オプション <A>

世界四大博物館の 1 つ台北の故宮博物院
国立故宮博物院

画像提供：台湾観光局
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昼食

LUNCH

歴史に翻弄されたお宝の数々が並ぶ世界一の中
国美術工芸コレクションとして名高い。ルーブ
ル、メトロポリタン､エルミタージュと並んで世
界四大博物館の1つにも数えられています｡およ
そ70万点近くの収蔵品があると言われています
が、常時展示している品は､約7千点｡数カ月おき
に､展示品を入れ替えているため、すべてを見て
回るには､10年以上はかかると言われています。

リン

麟手創料理
日本ではあまり情報がないが、とても評価
の高い台湾創作料理レストラン。伝統料理
をベースに、西洋料理など革新的な手法を
取り入れてコンテンポラリーに仕上げて
いる。お料理に対する評価は非常に高い。

EMOTIONAL TAIWAN TOUR
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MAGNIFICENT

絶景

太平洋と中央山脈が迫る美しい街 花蓮

ファーレン

10

HIKING

ハイキング

大理石の渓谷が美しいハイキングコース

チンシュイ

清水断崖
東部最大の都市・花蓮は太平
洋に面し背後には中央山脈が
迫る美しい街。大理石の世界
的産地として知られ、日本統
治時代の面影がそこここに残
る一方、交通の拠点でもあり、
随一の景勝地・太魯閣峡谷へ
の中継点となっています。

画像提供：台湾観光局
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HOTEL

ホテル

太魯閣の緑の山々に囲まれたホテル
タロコ

画像提供：台湾観光局

タロコ

太魯閣国家公園
シルクプレイス・タロコ

Silk Place
Taroko
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唯一、太魯閣国家公園内に位置するモダンな５つ星ホテル。四季折々の異な
る魅力がある大自然の中で壮大な山々の景観を満喫することができます。
千年の歴史を刻む峡谷から無限のパワーを感じ、エネルギーのチャージを。

大理石が浸食されてできた渓谷で岩や水の景観が美
しいハイキングコース。タッキリ渓に沿い太魯閣国家
公園へと入っていくと、タロコ渓谷の見事な絶景が広
がります。巨大な岩のそばを通る曲がりくねった山道
では雄大な渓谷美に心が震えます。大理石の模様に悠
久の時間を感じ、刻まれた様々な歴史に思いを馳せな
がら大自然の中でのハイキングをお楽しみください。

EMOTIONAL TAIWAN TOUR
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11

絶景

GRANDEUR
東アジアで一番高い武嶺の秘境山越えルート
ウーリン

画像提供：台湾観光局

ウーリン

武嶺
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神秘の湖 Sun Moon Lake へ向けてドライブ
サン

ムーン

レイク

画像提供：台湾観光局

合歡（ゴウカン）山脈、台湾のスイスと呼ばれる清境農場を経由しての
秘境山越えルートでは、東アジアで一番高いと言われる峠、最高標高
3,275メートルの武嶺を通る国道を進みます。

昼食

CAFE & LUNCH
峠の絶景カフェでコーヒーブレイク。

ザ
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13

景勝地

SCENERY

カフェ

リーユエタン

日月潭
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美しい日月潭は台湾を代表するレイクリゾート。霧が立ちこ
める朝夕は幻想的でその美しさを一目見ようと、海外からも
多くの観光客が訪れています。

歴史

CULTURE
台湾で最大級の中国宮殿式の廟宇に立ち寄る
びょうう

ウエンウーミャオ

The 3158 Cafe

文武廟

ランチは山頂近くのカフェで。テラ
ス席からの絶景と温かいコーヒー
でほっと一息ついた後は、クイック
ハイキングで山頂からの眺望に心
震わせるような特別な体験も。

廟は1938年に建立され、1975年に再
建された中国宮殿式の廟宇で、廟とし
ては台湾で最大級。前殿、中殿、後殿の
三殿様式になっており、前殿は文廟で
文の神である孔子が、中殿は武廟で武
の神である岳飛や関羽が祀られている。

EMOTIONAL TAIWAN TOUR

14

15

ホテル

HOTEL
美しい日月潭が見渡せる絶景ホテル
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体験

LAKE ACTIVITY

世界で最も美しいサイクリング & ボートツアー

画像提供：台湾観光局

画像提供：台湾観光局

ザ・ラルー

The LALU
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かつての台湾総統、蒋介石（しょうかいせき）の別荘として利
用されていた10ヘクタールの広大な敷地を利用したホテル。
オーストラリア人建築家ケリー・ヒル（Kerry Hill）によって設
計された建築は、外観、インテリアともに洗練された美しいデ
ザイン。現代的で落ち着きのある美しいインテリアでまとめ
られ、スイートからは日月潭への美しい眺望が得られる。

画像提供：台湾観光局

日月潭のサイクリングコースは世界で最も美しいサイクリングロードの一つに選ばれてい
ます。アップダウンのあるちょっとハードな日月潭一周（33km）はもちろん、遊歩道を走 れ
る湖畔西側だけの気ままサイクリングも。心身共にリフレッシュする朝の時間をお過ごし
いただけるでしょう。前衛的な建築美で観光スポットにもなっている向山ビジターセンター
には展望台もあり訪れる価値のある場所です。

EMOTIONAL TAIWAN TOUR
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昼食

LUNCH
華陶窯の見学＆田舎料理のランチ
ファトウヨウ

NAVIGATOR
OF TAIWAN TOUR

● 現地ガイドのご紹介

EMOTIONAL TAIWAN TOURS

佐藤 仁

Sato Jin

★2005 年から台湾インバウンドおよびアウトバウンドガイド
★2015 年から札幌 YOSAKOI ソーラン祭り、名古屋ど真ん中祭り、
三重県津市安濃津よさこいに参加した台湾チームの案内ガイド
★台湾玉山登山ツアーのガイド
★台湾ランタン祭りに参加した日本よさこいチームの案内ガイド
ファトウヨウ

華陶窯
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田園風景の広がる山林に位置する窯場で、この土地における伝統的な
陶業の発展の中心となっています。
「 割稲仔飯(お米の収穫時に手伝って
くれた人に振る舞われるビュッフェスタイルの料理)」を味わえます。

楊 曉鈴
歴史

HISTORY
龍騰断橋 ＆ 勝興車站
ロントン

シォンシン

「 龍 騰 断 橋 」は 、今 で は 珍 し い レ ン
ガ 製 の ア ー チ 橋 跡 。そ の 姿 は 芸 術
作 品 の よ う で す 。日 本 統 治 時 代 の
1906年に完工し、機関車用の線路
が通る鉄道陸橋として活躍してい
ました。
「 勝 興 車 站 」は 廃 線 に な っ
て い る 旧 山 線 の 駅 で 、日 本 技 師 に
よって建築されたノスタルジック
な駅舎は釘を1本も使用しないで
建 て ら れ て い ま す 。台 湾 で 一 番 高
い標高（402.326m）にある駅とし
ても有名です。

Yang Xiao Ling

★日本語案内ガイド 12 年
★台湾東芝 3 年
★台湾政府交通部観光局依頼 - 日本業者台湾研修通訳案内
★静岡テレビ台北旅遊案內
★富士山登山 10 回
★三重県津市安濃津よさこう台湾チームの担当ガイド 等

林 佳欣

Lin Jia Xin

★日本東京文化外国語専門学校
★2006 年から 12 年の日本語案内ガイド
★よさこい台湾チーム司会およびガイド
★松山市宣伝司会およびガイド
★台湾縦断ツアー案内
★台湾周遊ツアー案内

※実 際のツアーの際、現 地ガイドは別の方になる事があります。
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