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高雄
の 個人 旅行

4 つのルートで高雄を満喫

那瑪夏區

高雄行政の地図
塩埕区鼓山区

塩埕区鼓山区は早期に発展し
た地区で、一時期は町全体が衰
退し始めたが、MRTの開通に伴
い交通が便利になり、徐々に人
がこの歴史ある地区に集まり、
賑わいをみせている。塩埕埔駅
近くには人気スポット駁二芸文
特区がある。

橋頭区

橋頭製糖工場は近年高雄の文
化スポットの最重要地であ
り、工場跡地の一部にある倉
庫は現在十鼓橋糖文創園區と
して運営されている。現在使
用されていない日本式宿舎も
時尚之丘（VOGUE HILLS）グル
ープによってリノベーショ
ンされている。
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旗津区

旗津半島は昔「旗後半
島」と呼ばれ、高雄港の西側
に位置している島である。鼓
山からフェリーでたったの５
分。ここに来たら美味しい海
鮮料理を食べよう。

大樹区はパイナップルの生産
が盛んな地で、また宗教の聖地
でもある佛光山、義大世界テー
マパーク、旧鉄橋等があり、レ
ジャーにも最適です。

旗山区美濃区

旗山と美濃は共に高地平原に
属し、典型的な農村エリアであ
るため、農産物が豊富である。
かつて旗山産バナナのおかげ
で、台湾はバナナ王国として世
界で名をはせた。美濃は九割が
客家人である小さな集落だ。

捷運（MRT）、台鉄（TRA）の三交通機
関が共に左営に駅があるため、このエ
リアは新旧の文化がミックスされてい
て、豊かな表情を持っている。
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02／ 03／

港都行攻略重點

哈瑪星の百年の姿を訪ねて
日本の風情が残る港町の旅
旧名哈瑪星の鼓山区には、
文化資産となっている数少
ない高雄の旧家が残されて
います。まずは武徳殿を参
拝して、旅の始まりをまず
神様にご報告。かつて有名
な料亭だった一二三亭を訪
れ、旧家にてお茶を一杯。
過去にタイムスリップした
かのような懐かしさ溢れる
書店、レストラン、故事館
と、ノスタルジックな旅の
スタートです。

崗山の眼天空回廊

崗山の眼園区は岡山区と燕巣区の境の小崗山にあります。
一番の見所は、「音楽」をテーマとした天空回廊。鉄骨造斜
張橋形式で設計され、主塔はヴァイオリン、ワイヤーは弦を
イメージし、琴瑟相和すな意味を表しています。天空回廊か
らは、阿公店ダム、阿公店森林公園、阿公店渓とその周囲に
広がる平野といった美しい風景を見渡すことができ、北大武
山、高雄85ビル、台湾海峡が遠望できるなど、高雄の風景を
一望に収めることができます。

住所 高雄市岡山区 電話 +886-(7)628-2100
時 間 平日9:0 0 ~17:0 0(最 終入場時間16:45)、休日
9:00~18:00(最終入場時間17:45)、月曜定休(連休を除く)
チケット 大人60元、小人30元
HP khskywalkpark.com
アクセス MRT南岡山駅（R24）下車
(1)相乗りタクシー 電話：+886-931-743607または
+886-917-980098
(2) 路線バス紅68に乗って大荘公園バス停で園区シャ
トルバスに乗り換え。

書店喫茶一二三亭

以前、日本人が経営していた有名な料亭
で、喫茶店の店主がその旧店名と精神を引き
継ぎ、百年前の佇まいを再現しました。昔な
がらの家屋や家具に囲まれて、台湾茶をいた
だけば、趣きに溢れたのんびりした時間を楽
しめます。
さらに詳しい情報p.10

打狗鉄道故事館

鉄道文化パークは哈瑪星で最も
人気あるスポット。館内には昔の
駅・プラットフォームといった鉄
道関連の文物が保存されていま
す。レール上に展示されている
CT259、蒸気機関車DT608、「白
鐵仔」のニックネームを持つ
DR2700形は必見。
さらに詳しい情報p.9

高雄桟弐庫

寿山Love情人展望台

高雄で最も素晴らしい山海の
風景と煌びやかな夜景が楽しめ
るスポットで、寿山、西子湾、
高雄港の景色を一望できます。
さらに詳しい情報p.11

「桟貳庫」は、1914年に高雄港の埠頭に建
設された小型倉庫で、104年の歴史がありま
す。リノベーションに当たっては歴史文化を
尊重し、倉庫内にいかなる支柱も加えること
なく、100年余りにわたる倉庫内外の歴史的要
素をできる限り保存したため、昔ながらのシ
ンプルで素朴な雰囲気が残されています。リ
ノベーション後はクリエイティブショップ、
展示場、レストラン等の複合施設となり、新
たに地域の職人など多彩なブランドが入居。
素朴でシンプルな歴史的倉庫は、高雄港ウォ
ーターフロントの新しい顔となっています。

住所 高雄市鼓山区蓬萊路17号（七賢三路突き当たり）
電話 +886-(7)531-8568
時間 日曜日～金曜日10:00~21:00、土曜日10:00~22:00
アクセス MRTオレンジライン西子湾駅（O1）2番出口、ま
たはライトレール駁二蓬莱駅（C13）から徒歩約3分

04／ 05／

哈瑪星鉄道文化園区
(哈瑪星光任務）

宝来花賞温泉公園

高雄武徳殿

修復された武徳殿は武道と建築
の美を感じさせる空間です。神を
納めた厨子や映画「ラストサムラ
イ」で用いられた軍服や鎧兜とい
った小道具が展示されている他、
日本の剣道等に関連するコースや
パフォーマンスもあります。
住所 高雄市鼓山区登山街36号
電話 +886-(7)531-7382
時間 10:00-18:00、月曜定休

5.4 ヘクタールの敷地には様々な開花高木が植え
られ、手湯エリア、足湯エリア、花の遊歩道、イベ
ント広場、ビオトープ、桜咲きの草原、展望台など
が設けられています。宝来温泉は泉質の非常によい
炭酸水素塩泉で、皮膚の表面を軟化させ、古い角質
を落としやすくしてお肌を滑らかにすることから、
「美肌の湯」とも呼ばれています。花々に囲まれな
がら、手湯、足湯でゆったり幸せな時を過ごしてみ
てはいかがでしょう。

アーティスティックな手法で過去の高雄
港の歴史を照らし出す「哈瑪星光任務」。
高雄市政府の招きで韓国のGroup ADHDと
11組のアーティストが参加し、コンピュー
タプログラムと音楽によって光のアートを
創作。線路を傷つけるようLEDライトでレ
ールの優美なアーチ型のラインを再現し、
台湾でもまれに見る大規模な光のランド・
アートとして百年鉄道公園をライトアップ
しています。

さらに詳しい情報p.19

高雄港の人員や物資の運輸や平野部の物産
開発のため、百年前に日本のエンジニアによっ
て建造された台湾唯一の国定古蹟鉄橋です。
全長1526メートル。
さらに詳しい情報p.28

住所 駁二蓬莱区百年鉄道公園
電話 +886-(7)521-4899
公演時間 毎晩19:00~21:30、30分1回、1回約5分
アクセス MRTオレンジライン西子湾駅（O1）2番出口
を出て鼓山一路を臨海二路方向に進む。

住所 高雄市六亀区宝来中学校後方台地
電話 +886-(7)740-9803
時間 9:00~17:00、月曜定休
チケット 大人50元、小人25元
HP khh.travel/Article.aspx?a=8374&l=1
アクセス 台湾鉄路高雄駅または高速鉄道左営駅から路線バ
ス高雄客運8025バスで「六亀バス停」下車、H11バスに乗り換
え「宝来バス停」下車、7-11向かいの宝来二巷から関山林道に
入り、徒歩約100メートル。

忠烈祠

高雄神社を改築したもので、革命で戦没した
英霊を祀っています。青々とした緑に囲まれた
場所に祠があります。寿山の麓から山道を登る
と、高雄市の山や川などが見晴らせるスポット
に到着します。

住所 高雄市鼓山区忠義路32号
電話 +886-(7)521-0368 時間 08:00-17:00

十鼓橋糖文創園区

十鼓擊楽団の手によってその空
間が生まれ変わった百年の歴史を
有する橋頭糖廠工場エリア。「ウ
ォーターシアター」で上演される
大きな水幕や烽火台をバックにし
たドラムパフォーマンスを見れ
ば、その音や光の演出に感動する
こと間違いなしです。

大樹旧鉄橋-天空歩道

吳寶春麥方店

パン世界チャンピオンの呉寶春が創業した
ベーカリー。地元台湾の食材を使うこだわり
を持って、様々なメニューを生み出していま
す。「陳無嫌」とは呉寶春の母親の名前を名
付けたパイナップルケーキです。
さらに詳しい情報p.35

港園牛肉麵館

高雄にある老舗の牛肉麺店で、営業時
間はいつも長蛇の列です。柔らかい牛肉
に甘味のあるスープが特徴。また、プリ
ッとした豚足まぜ麺も大人気のメニューで
す。
さらに詳しい情報p.33

高 雄。
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Topic 1 港町の海沿いの旅
Topic 2 公共交通機関で高雄を気ままに楽しむ
Topic 3 歴史ある下町の素朴な情緒
Topic 4 心も体も元気になるルート

台頭する埠頭文化では、食、宿泊、
レジャーのいずれにおいても人情味、豊かな物産、
生き生きとした都市の歩みを感じられます。

TOPIC 1 港町の海沿いの旅 08／ 09／

Topic 1
鼓山区、旗津区、塩埕区 文化の息遣いを感じるレトロ家屋巡りコース

文芸青年の心を刺激
する雑貨めぐり

塩埕区では、朝も夜も長蛇の列ができる老舗が旅人の胃袋を満たしてくれます。
日本統治時代の旧家が残る鼓山区の旧名は「哈瑪星」。ここを散策すると、時の
流れをひしひしと感じます。フェリーに乗って旗津に向かえば、潮風を受けて、
南国の港町の情緒が素敵な思い出となるでしょう。

駁二芸術特区でのおしゃれな人気ショ
ップ。クリエイティブな商品が多数販
売されています。建物は倉庫に対する
イメージを覆す、吹き抜けロフトタイ
プです。

港町の海沿いの旅

愛河

1

駁二芸術特区

住所 高雄市塩埕区大勇路1号
電話 +886-(7)521-4899
アクセス MRTオレンジライン塩埕埔駅(O2)1番出口よ
り、大勇路に沿って右へ向かうと、徒歩約5分で到着。

哈瑪星駁二線火車

住所 高雄市鼓山区蓬萊路99号(駁二特区蓬萊B8倉庫)
電話 +886-(7)521-8900
時間 月～木曜10:00-18:00 (チケット販売は17:00まで)、金
~日曜・祝祭日は10:00-20:00 (チケット販売は19:00まで)
料金 大人149元、12歳以下99元

大智
路
光栄
街

住所 高雄市河西路の緑地、河東路の緑地、建国橋から治
平橋までの両岸

大勇
路

愛河親水公園

高雄お薦めのカルチャースポット

駁二芸術特区

4

PASADENA－駁二倉庫レストラン

フランス料理で有名な、高雄初の倉庫型レストラ
ン。もともとは砂糖倉庫として使われていたとい
うこともあって、限定品のオリジナル黒糖ピザ、
ソフトクリーム、パンなどを提供しています。

蓬萊
路

捷興
二街

2
info

七賢
三路

建国
四路

愛河は高雄を代表する観光名
所、撮影スポットで、ゴンド
ラが行き交う時間には「高雄
のヴェネツィア」の美しさを
存分に堪能できます
（「愛之船」で愛河を遊覧するこ
ともできます。20ページをご覧く
ださい）。

倉庫でいただく食事は格別の味

大勇
路

高雄を訪れたなら、
愛河は絶対チェック！

本東倉庫商店
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駁二特区は元々高雄第二埠頭でしたが、
その遊休区域を「海辺の開放型アートス
ペース」として整備しました。5インチ
ゲージ鉄道である「駁二復刻版電車」に
は、大人も子どもも乗車できます。

新しい観光スポット－天空雲台

打狗鉄道故事館

「哈瑪星」で最も人気がある観光スポッ
ト。館内には昔の駅、プラットホーム、
線路標識といった鉄道関連の文化財が
保存されていま
す。旧陸橋を高
雄の新たな観光
スポットとして
整備した「天空
雲台」からは、
鉄道文化園区が
見下ろせます。

5

旅人の胃袋をしっかりつかむ人気の「小吃」
（Ｂ級グルメ）

米糕城

info

つぶつぶのご飯の上に脂がのった「鹹香肉燥」（肉そぼ
ろ）をのせた米糕（もち米
ご飯）、貢丸（肉団子）、
「四神湯」（薬膳スープ）
は最高なセット。

本東倉庫商店

住所 高雄市塩埕区光栄街1号
(駁二自転車倉庫)
電話 +886-(7)521-9587
時間 10:00~18:00、金~日曜10:00~
19:00(閉店時間は混雑具合により変
動あり)
アクセス MRTオレンジライン塩埕
埔駅(O2)1番出口を出て右に進み、
大勇路を進み、駁二園区(西臨港ラ
イン自転車道)を左折し徒歩5分。

PASADENA駁二倉庫レスト
ラン

住所 高雄市塩埕区駁二芸術特
区C3倉庫(大勇路突き当り)
電話 +886-(7)531-1106
時間 11:30~21:30
アクセス MRTオレンジライン塩
埕埔駅(O2)1番出口を、大勇路
を必信街に向かって前進。

打狗鉄道故事館

6

住所 高雄市鼓山区鼓山一路32号
電話 +886-(7)531-6209
時間 10:00~18:00月曜日休館、
図書室は休日休館。図書の閲
覧は平日のみ可能
アクセス MRTオレンジライン西
子湾駅(O1)2番出口より、鼓山一
路を臨海二路へ向かって前進。
HP www.takao.railway.tw

米糕城

住所 高雄市塩埕区大仁路107号
電話 +886-(7)533-3168
時間 09:00~22:30
アクセス MRTオレンジライン塩
埕埔駅(O2)2番出口を出て、大
勇路を進み、大仁路を左折。

TOPIC 1 港町の海沿いの旅 10／ 11／

高雄港の風景を存分に楽しむ

打狗英国領事館文化園区
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1867年に建てられた領事館
は、台湾に現存する中では
最古のヨーロッパ風近代建
築物です。イギリス政府が
台湾に設置した最初の領事
館でもあります。

驚き！かき氷は10倍の大きさ

大碗公剉冰

肉体労働に従事していた若いころ、
お椀に氷と蜜を入れたかき氷で夏バ
テを防止していた店主が、これにヒ
ントを得て思いついた大椀に盛った
特大かき氷です。

鼓山
一路

住所 高雄市鼓山区蓮海路70号
電話 +886-(7)525-0005
アクセス MRTオレンジライン西子湾
駅(O1)2番出口より、バス橘1か市バ
ス99に乗車し、西子湾駅で下車。

萬寿
路

西子湾風景区

西子湾は美しい夕日を眺めることが
できるスポットであり、また天然の
岩礁で有名な入り江でもあります。
一面の海景色の絶景は「高雄8大景勝
地」の一つに数えられています。

9

捷興
二街

住所 高雄市鼓山区鼓元街4号2F
電話 +886-(7)531-0330
時間 10:00~18:00
アクセス MRTオレンジライン西
子湾駅(O1)を出て、捷興二街を鼓
元街に向かって前進。

西子湾風景区

哨
船
街
安船街
街
安海

書店喫茶一二三亭

ロマンチックな夕日と夕焼け

麗雄
街

濱海二路

蓮海路

info
住所 高雄市鼓山区蓮海路20号
電話 +886-(7)525-0100
時間 月曜日〜金曜日09：00〜19：
00、休日09：00〜21：00、毎月第
3の月曜日は休館
アクセス MRTオレンジライン西子湾
駅(O1)2番出口より、バス橘1か市バ
ス99に乗車し、西子湾駅で下車。
HP britishconsulate.khcc.gov.tw
チケット 大人99元

info

8

大正9年（1920年）に建てられた日本家屋。
日本人経営の有名料亭として利用されていま
した。カフェオーナーが料亭の店名や経営理
念を受け継ぎ、レトロ建築・インテリアの店
内で台湾茶を提供しています。落ち着いた空
間でゆったりとしたひと時をどうぞ。

打狗英国領事館文化園区

11

旗津へ行くのに最も便利な交通手段。ここからフ
ェリーに乗れば、旗津まで約10～20分で到着で
す。

忠義路

書店喫茶一二三亭

鼓山輪渡站

10

登山道は麓の領事館から山
頂の官邸まで続き、西子湾
に沈む夕日を眺めることが
できます。

100年以上の歴史を持つ日本家屋

波を受けつつ旗津へ向かう

昼も夜もカップルを魅了するデートスポット

寿山Love情人展望台

高雄で最も魅力ある山海の景色と夜
景が楽しめ、寿山、西子湾、高雄港
の絶景を同時に望めます。

大碗公剉冰

住所 高雄市鼓山区浜海一路107号
電話 +886-(7)533-3228
時間 10:00~23:30
アクセス MRTオレンジライン
西子湾駅(O1)1号出口を出て臨
海二路を進み、麗雄街を左折
し、濱海一路を右折。

鼓山輪渡站

住所 高雄市鼓山区浜海二路1号
電話 +886-(7)551-4316
時間 05:00-26:00(翌午前2:00)
アクセス MRTオレンジライン
西子湾駅(O1)1番出口を出て、
麗雄街を鼓元街に向かって進
み、濱海一路を右折。
チケット 一般25元、学生20
元、6歳以下65歳以上15元、
バイク25元、自転車10元

寿山Love情人景観台

12

住所 高雄市鼓山区忠義路32号
(忠烈祠前)
アクセス MRTオレンジライン
塩埕埔駅(O2)3番出口を出て、
大勇路を右に進み、五福四路
を右折。金馬賓館でバス56号
に乗車して情人景観台で下
車。バス56号は月曜日運休。

TIP

哈瑪 星文化公車

1. 始発は「打狗鉄道故事館」。
MRTオレンジライン西子湾駅と
繋がっており、2番出口より乗
車。
2. 哈瑪星文化公車で鹽埕区と鼓山
区へ行くことができ、1日乗車
券50元を購入すれば乗り換え乗
車無制限（翌日は無効）、詳細
はP40をご覧ください

TOPIC 1 港町の海沿いの旅 12／ 13／

見逃せない！廟前のシーフード街

旗津天后宮

13

昔ながらの三輪車に乗って旗津散策が楽しめま
す。旗津天后宮廟前の通りは
旗津で最も人気があるシーフ
ード街、「小吃」街です。イ
カ焼きや昔懐かしい冷やしカ
ットトマトはぜひ味わってお
きたい一品です。

岸壁に立つ100年の歴史を誇る灯台

高雄灯台（旗后灯台）

info

14

潮風を受けながら旗津を巡る

旗津踩風大道

16

「旗津 踩 風大道」を歩けば、旗津の景勝地を巡ることができ
ます。旗津海岸公園、海水浴場、海景歩道があり、いずれも
独特の自然景観。海岸公園には「貝殼博物館」や新しくできた
「彩虹教堂」（レインボーチャーチ）といった撮影スポット
も。「貝殼博物館」駐
車場南側の緑地には設
置されたパブリックア
ート作品の「黄金海
韻－海珍珠」は、旗津
旗海岸公園の新しいラ
ンドマークとなってい
ます。

info

大正7年(1918年)に再建され、今日でも海
上を行き交う船を導き、その航海の安全を
図っています。イギリス人技師がデザイン
した八角形の白色の煉瓦造りで、遠くまで
広がる景色が楽しめます。

旗津踩風大道

住所 高雄市旗津区旗津路

貝殼館レインボー教会

住所 高雄市旗津区旗津三路
990号
注 ビジネスに無関係の者は無
料。
時間 16:00~18:30：観光客は進
入禁止。

旗津天后宮

住所 高雄市旗津区廟前路93号
電話 +886-(7)571-2115
アクセス 下船後、廟前路に向かっ
て前進。 時間 05:30~22:00
HP www.chijinmazu.org.tw

高雄灯台(旗后灯台)

住所 高雄市旗津区旗下巷34号
電話 +886-(7)571-5021
時間 4月-10月09:00-18:00、11月～
翌年3月09:00-17:00、月曜日休み
アクセス フェリーに乗船して、旗
津で下船後、海岸路を右に行き、
通山路84巷に沿って進み、旗下巷
を再度右折。

旗津峡

住所 高雄市旗津区廟前路1巷
アクセス フェリーに乗船し、旗津で下
船後、廟前路1巷に向かって前進。自
転車で行くことをリコメント。

TIP

1.MRTでオレンジ線西子湾駅(O1)まで
行き、鼓山輪渡駅で旗津行きの船
に乗船。
2.旗津輪渡駅外にはレンタル自転車店
がたくさんあり、海風に吹かれな
がら旗津を巡れば、思い出に残る
旅になること間違いなし。

黃金海韻-海珍珠

波しぶきを眺めながらの沿岸の旅

旗津峡

住所 高雄市旗津区旗津三路
990号
価格 無料開放、夜間、海辺に
近づくのは避けましょう。
アクセス 渡し船に乗って旗津
へ。自転車で廟前路を直進
し、旗津三路まで行き、左折
して直進。所要時間は約8分。

15

旗津海水浴場そばから峡湾の海岸まで伸びてお
り、トンネルは最近、市によって「星光隧道」と
改称されました。トンネルを抜けると旗津峡湾。
高くそびえる石灰岩の岸壁に打ち寄せる波しぶき
は、原始的で壮大な眺めです。

旗津風車公園

ユニークなデザインの風力発電機

旗津風車公園

レジャー・観光と環境保
全を融合した台湾初の風
力発電所・公園で、7基
の三つ葉式風車は人目を
引く独特のデザイン。波
が打ち寄せる海岸沿いの
景色の美しさは言うまで
もありません。

17

住所 高雄市旗津区旗津二路
アクセス フェリーに乗船し、
旗津で下船後、バス紅9に乗車
し、清浄寺前で下車。

TOPIC 2 公共交通機関で高雄を気ままに楽しむ 14／ 15／

Topic 2
MRT赤ライン、オレンジライン 大通りから路地まで―街いっぱいの情緒

公共交通機関で高雄を気ままに楽しむ

R22A

高雄MRTに乗った瞬間から、一味違った旅がスタートします。コースの拡大で移
動がますます便利になった見どころ。世界的に有名なMRT駅、工場風カフェ、に
ぎやかな屋台があり、懐かしさと新鮮さ、モダンとレトロが交錯するなか、どこ
に行っても高雄の人情味や風情が楽しめます。

1

●R4／最新のショッピング、エン
ターテイメントセンター

タロコパーク

面積8.7ヘクタール、総
投資金額70億元に上る
大魯閣草衙道は2016年5
月にグランドオープンし
ました。国際レベルのシ
ョッピングモールや映画
館、バスケットボール場、インライン
スケートトラック、バッティングセン
ター、ジムなどがある以外に、F1級の
カートサーキットもここにあります。

info

タロコパーク

住所 高雄市前鎮区中安路1-1号
電話 +886-(7)796-9999
時間 月曜〜木曜11:00~22:00、金曜日11:00~22:30、
土曜日10:30~22:30、日曜日10:30~22:00
アクセス MRT赤ライン草衙駅(R4)2番出口前
HP www.tarokopark.com.tw

サイクリングロード「前鎮之星」

住所 高雄市前鎮区中山四路と凱旋四路の交差点
アクセス MRT赤ライン凱旋駅(R6)より出て、凱旋
四路に向かえばすぐ。

夢時代購物中心

住所 高雄市前鎮区中華五路789号
電話 +886-(7)973-3888
時間 月～木曜11:00~22:00、金曜日11:00~22:30、
土曜日10:30~22:30、日曜日10:30~22:00
HP www.dream-mall.com.tw
アクセスMRT凱旋駅（R6）と接続する前鎮之星駅
(C3)からLRTに乗車、夢時代駅（C5）下車

台鋁生活商場

住所 高雄市前鎮区忠勤路8号 電話 +886-(7)536-5388
時間 月曜〜木曜11：30~21：30、金曜〜日曜、祝
祭日11：00~22：00
HP mld.com.tw
アクセス MRT赤ライン獅甲駅(R7)4番出口を出
て、中山三路に沿って進み、復興三路を左折して
更に進み、中華五路を再び左折して中華五路に
沿って進めば、すぐ到着。又は、台鋁シャトルバス
に乗車。詳細はHPを参照。

●R6／飛行機の離着陸を近距離
から眺めよう!

サイクリングロード
「前鎮之星」

R22

2

R21

R20
R19

童話「ジャックと豆の木」を思い起こさせるデ
ザイン。高雄国際空
港の新しいランドマ
ークとして、2013年
に「リブコムアワー
ド」建築部門で銀賞
を受賞しました。

●R6／ショッピングもレジャー
もここで決まり!

夢時代購物中心

R18

R17

R16

3

R15

海と市街地の景色をいずれも楽しめる、台湾唯一の
ショッピングセンターで
のオープンちゃん!観覧
車や海外ブランドショ
ップ、著名レストラン
が出店。1日でショッピ
ングもレジャーも満喫で
きます。

●R7／驚きの書店店舗デザイン

台鋁生活商場

4

アルミ製造工場が映画館、書店、レストラン、スー
パーなどが入った複合商業施設に変身。2階にある
書店店舗は、まるで図書館のような多様でおしゃれ
なデザイン。忘れ
ることのできない
思い出となるでし
ょう。

R14

R13

R12

R11

R10
O5

O6

O7

O4

O8
O9
O10

R9

O11

O2
O1
C14

R8

R7

R6
C3

MRT
凱旋駅

タロコパーク

O12

O13
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●R8／波型の屋根が続くニューベイアリア

高雄展覧館

5

●R8／環境に優しい
ユニーク設計

エコロジー建築の指標となるインテリジェント
型建築物で、波型の屋根は高雄港一帯では最も
人目を引くランドマークとなっています。「国
際ボート見本市」などの大規模見本市も開催さ
れます。

●R9／ランドスケープで
都市を盛り上げよう

6

城市光廊

9

「世界で最も美しい地下鉄駅」で4位にラン
キングされた中央公園駅の外には、15名のア
ーティストが制作した「光」をテーマとした
パブリックアート作品が設置されています。
城市光廊の「JCAFE」でコーヒーを飲みなが
らジャズを聴き、ストリートパフォーマーた
ちのパフォーマンスを眺めていると、まるで
異国の地に身を置いているかのような雰囲気
が楽しめます。

高雄市立
図書館本館

「大木」をモチーフとして
デザインされた図書館。建
物全体を大木をみなして、
木の中に図書館を、図書館
内に木を設置して、省エネ
・CO2排出量減少型の環境に
やさしい建物です。

info
高雄市立図書館本館

住所 高雄市前鎮区新光路61号
電話 +886-(7)536-0238
時間 10:00~22:00(土日の最終入館
時 間 は 2 1 : 3 0 )、祝 祭 日 1 0 : 0 0 ~
17:00(最終入館時間は16:30)、月曜
日休館
HP www.ksml.edu.tw
アクセス MRT赤ライン三多商圈駅
(R8)2番出口を出て、一心二路を進
み、中山二路に沿って進み、三多四
路に沿って左折し、中華四路でま
た左折し新光路に沿って右折。徒
歩で約7分

高雄展覧館

住所 高雄市前鎮区成功二路39号
電話 +886-(7)213-1188
時間 平日09:00~18:00、展覧会の
開催は主催機関による。
HP www.kecc.com.tw
アクセス MRT赤ライン三多商圈駅
(R8)2番出口を出て、三多四路に沿
って進み、成 功二路に沿って左折
すれば到着。

喬品賣炒飯

住所 高雄市苓雅区新光路132号
電話 +886-(7)333-6720
時間 月〜金曜10：00~15：00; 16：
00~19：00、土曜日10：00~14：00(
日曜日休み)
アクセス MRT赤ライン三多商圈駅
(R8)2番出口を出て、中山二路に沿
って進み、新光路を右折。

●R8／「台湾で最もおいしいチャーハ
ン」ネット投票トップ10入りのお店

喬品賣炒飯

info

7

江豪記臭豆腐王

インターネットで投票された「台湾で最もお
いしいチャーハン」でトップ10にランク
インしたこともあるチャーハン店。
お米の一粒一粒がふわりと香るチャ
ーハンは辛さも選べます。チャーハ
ンのほかに特製麺も提供しています
が、順番待ちは覚悟して！

●R9／「臭さ」を追求
する店主の心意気

江豪記臭豆腐王

●R9／台湾南部人気No1のショッピングエリア

新崛江商圏

8

お店に入る前から漂ってくる香
しい臭豆腐の香り。甘酸
っぱくシャキシャキした
歯ごたえの台湾風キム
チ、スパイシーでしび
れる麻辣鴨血。これを
硬めの麺に合わせるの
が通の食べ方です。

10

ショッピングエリアの道両脇には、様々なブティック、衣料
品店、「小吃」店が
軒を連ねています。
台湾南部の若者が集
まる人気ショッピン
グエリアで、東京で
言えば原宿、ソウル
で言えば明洞に当た
る場所です。

住所 高雄市新興区民生二路40号
電話 +886-(7)201-6699
時間 日曜〜木曜11:30~23:00、
金曜日と土曜日11:30~00:00
アクセス MRT赤ライン中央公
園駅(R9)3番出口を出て、中山
一路に沿って進み、民生二路を
左折すればすぐ。

城市光廊

住所 高雄市前金区五福路上(中
山路と中華路の間)
アクセス MRT赤ライン中央公
園駅(R9)2番出口を出てすぐ。

JCAFE

住所 高雄市前金区中華三路6号
電話 +886-(7)272-1999
時間 10:30~23:00
アクセス MRT赤ライン中央公
園駅(R9)を出て、徒歩すぐ

新崛江商圈

住所 高雄市新興区五福二路と
中山一路の交差点
アクセス MRT赤ライン中央公
園駅(R9)2番出口を出て、中山
一路に沿って歩くとすぐ。

TOPIC 2 公共交通機関で高雄を気ままに楽しむ 18／ 19／

11

●R9／ゴシック建築で味わう優美な雰囲気

玫瑰聖母聖殿主教座堂

昭和6年（1928年）に再建された台湾最大のカト
リック大聖堂で、ヨーロッパのゴシック様式をベ
ースに、ローマ様式を取り入れています。「アジ
ア3大大聖堂」の一つでもあります。

●R10、●O5／世界を魅了する光のドーム

MRT美麗島駅

12

「世界で最も美しい地下鉄駅」で2位にランキングされたことがある、
高雄で最も乗降客数が多く、美し
いMRT駅。駅構内の「光のドーム」
は世界最大のガラスアートともいわ
れ、光を駆使した煌びやかなイル
ミネーションが毎日定時に見られま
す。

●R22／100年の歴史を誇る砂
糖工場には驚きがいっぱい!

橋頭糖廠

14

日本統治時代から今日まで100年の歴史
を持つ台湾最初の砂糖工場で、糖業の歴
史保存に力を注いでいるほか、カルチャ
ーイベントも不定期で開催しています。
園内にあるアーティストの作品
は、背景の砂糖工場と融合し
て素晴らしいインスタレーシ
ョンとなっています。

●R22／インスタレーションを
散らばめた日本家屋

時尚之丘

砂糖工場内で空き家となっていた日本式宿舎を整
備改装して作られた庭園レストラン。「時尚之
丘」のコンセプトに沿った様々なオリジナル文具
のほか、台湾産トウモロコシを用いた無害のカト
ラリーも人気です。

info

玫瑰聖母聖殿主教座堂

住所 高雄市前金区五福三路151号
電話 +886-(7)380-0089
時間 月火水金09:00-12:00、木曜日
11:00-12:00、月曜日〜金曜日14：
00~17：00、土日は非開放
HP www.rosary.org.tw
アクセス MRT赤ライン中央公園駅
を出て、中山一路に沿って直進し、
五福三路を直進すればすぐ。

info
橋頭糖廠

住所 高雄市橋頭区橋南里糖廠
路24号
電話 +886-(7)611-3691(台湾
糖業博物館)
時間 09:00-16:30, 屋外の開放
時間は日の出から日没まで
アクセス MRT赤ライン橋頭糖
廠駅(R22)出口よりすぐ。

MRT美麗島駅

住所 高雄市新興区中山一路115号B1
電話 +886-(7)793-8888
時間 05:50~00:30，イルミネーショ
ンショーの時間：月~木曜 11:00、
15:00、20:00、金曜日19:00は1回追
加、土曜日は5回：11:00、15:00、
17:00、19:00、20:00。
アクセス MRT赤ラインとオレンジライ
ンの交差する美麗島駅(O5 / R10)。

老江紅茶牛奶

住所 高雄市新興区南台路51号
電話 +886-(7)287-7317
時間 24時間営業
価格 ミルクティー(エムサイズ)45
元、紅茶(エムサイズ)30元
アクセス M R T赤ライン美 麗 島 駅
(R10)1番出口を出て、中山一路を左
折して中正四路まで進み、右折。南
台路まで直進後、更に右折。

15

●R10／開店から閉店まで長蛇の列

老江紅茶牛奶

13

60年の歴史を誇る「老江紅茶牛奶」は、美麗
島駅一帯ではマスト
の老舗店。様々な紅
茶 を ミ ッ クス して 煮
出し、オリジナルの
方法で冷やしたアイ
ス ティ ー は 芳 醇 な 香
りです。

●R23／ウオーターシアター、
圧巻のパフォーマンス

十鼓橋糖文創園区

16

100年の歴史を持つ橋頭砂糖工場の敷地
を十鼓撃楽団が大規模改装。大きな水
幕や烽火台をバッグ
に し た ド ラム パ フ ォ
ー マ ンス を 見 れ ば 、
その音や光の演出に
圧倒されること間違
いなしです。

時尚之丘－文創概念店

住所 高雄市橋頭区球場路3巷1号
電話 +886-(7)611-5532
時間 10:00~18:00
アクセス MRT赤ライン橋頭糖
廠駅(R22)3番出口を出て、前
方ですぐ。

十鼓橋糖文創園区

住所 高雄市橋頭区糖廠路24号
電話 +886-(7)611-9629
時間 09:30~17:00、祝日休園
チケット 大人350元, （公演、
太鼓打ち体験とガイド含む）
アクセス MR T赤ライン橋頭火
車駅(R23)1番出口出て、通燕路
に沿って、糖北路を左折し、糖
廠路をまた左折。
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●O2／愛河河畔の文芸シアター

高雄市電影館

18

映画関連グッズの展示、視聴覚教室、閲覧貸
し出し用DVDライブラリー、芸術映画放映用
の大ホールがあります。

17

●O10／自然がいっぱい！
都会の中でのリラックススペース

衛武営芸術文化中心

20

「衛武営芸術文化中心」は元々マングローブが繁茂する
沼地でしたが、今では広い園内一面に緑が広がり、都会
に住む人びとがリラックスしたひとときを楽しむのに格
好のスポットとなっています。

●O1／
台湾南部のマクドナルド的存在

丹丹漢堡

台湾南部ならではの価格とボリュームに
加え、ローカルな雰囲気いっぱいのセッ
トメニューは、他のファーストフードチ
ェーンでは味わえません！ハンバーガー
に麺線（台湾風そうめん）や広東粥をつ
けてお得なセットがおすすめ。

info
丹丹漢堡(西子湾店)

住所 高雄市鼓山区臨海二路24号
電話 +886-(7)533-0573
時間 07:00~21:00、木曜日休み(
店舗により営業時間が異なる)
アクセス MRTオレンジライン西子
湾駅(O1)1番出口の斜め向かい。

高雄市電影館

住所 高雄市塩埕区河西路10号
電話 +886-(7)551-1211
時間 13:30~21:30、月曜休館
アクセス MR Tオレンジライン
塩埕埔駅（O2）3番出口を右折
して直進。新楽街を右折して、
愛河まで直進し、突き当りで愛
川に到着。

愛河－愛の船

住所 高雄市河東路と民生二路
上(愛之船国賓駅)
電話 +886-(7)291-8787‧746-1888
時間 平日15:0 0~22:0 0、休日
09:00~22:00
価格 大人 NTD150 優待チケット
NTD75 団体チケット NTD140 （20
人以上）、高雄市民 大人 NTD80
優待チケット NTD40（優待チケッ
ト：3~12歳、65歳以上
アクセス MR Tオレンジライン
市議会駅(O4) 2番出口より中正
四路を直進し、愛河を左折。国
賓愛の船サービスセンターまで
徒歩で到着可。

●O4／川から眺める高雄の風景

愛河のゴンドラと「愛之船」

19

愛河は高雄を代表する観光スポット。近年運用が開始され
たゴンドラや「愛之船」に乗船することができます。真愛
埠頭から中正橋を周回する航路で、船長が各スポットを解
説してくれます。

●O13／熱気球のような半透明の
屋根に一目惚れ

大東文化芸術中心

21

4.3ヘクタールもの広さを持つ多機能カルチャーパークで、敷
地内には演芸ホール、展覧館、芸術教育センター、図書館の4
棟があります。熱気球を彷彿とさせるデザイン、噴水、周辺
の生態環境と融合した半開放型広場があり、外壁も重なり合
う水のアートが見られます。

info
愛河ゴンドラ

住所 高雄市塩埕区河西路10号
アクセス MR Tオレンジライン
鹽埕埔駅（O2）1番出口を左に
進み、五福四路を右折して15分
ほど進み、河西路を左折。
電話 +886-908-103886
時間 16:00~23:30
価格 大人200元、身長90㎝以下
の子ども100元

衛武営芸術文化中心

住 所 高雄市鳳山区新強 里1 5
鄰輜汽路281号
電話 +886-(7)262-6666
アクセス MR Tオレンジライン
衛武営駅(O10)3番出口を出て、
徒歩で前方に進めば到着。

大東文化芸術中心

住所 高雄市鳳山区光遠路161号
電話 +886-(7)743-0011
時間 芸術図書館開館時間，火
~ 土 1 0 : 0 0 ~2 1 : 0 0、日 曜 日
10:00~17:00 (月曜日・祝祭日は
休館)
アクセス MR Tオレンジライン
大東駅(013)2番出口よりすぐ。
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Topic 3
旗山区、美濃区 散策ルートでのんびり「小吃」を楽しもう

歴史ある下町の素朴な情緒

旗山天后宮

道光4年（1824年）に建てられた旗山天后宮は、旗山地区
の信仰の中心で、長
い歴史のある廟やそ
の物品、壁画は史
跡に指定されていま
す。線香の煙をたく
さん浴びた媽祖の顔
は黒くくすんでいま
す。

旗山はかつて「バナナ王国」と呼ばれた台湾の由来ともなった農村で、素朴で飾り
気のない情緒に包まれた下町では、人気の美味しい「小吃」が楽しめます。美しい
山河に囲まれた美濃の集落には、藍衫（客家人女性の伝統衣装）や美濃紙を使った
傘のお店があり、伝統的で素朴な客家人の生活が感じられます。

歴史ある穀物倉庫

旗山碾米廠

3

ご利益は家内安全から縁結びまで

1

昭和16年(1941)年に建設された碾米
廠は日本建築を完全に今にとどめて
おり、現代的な空間機能の要請に対
応した伝統建築技術が見られます。

旗山碾米廠

1. MRT/高速鉄道左営駅より、高
雄客運-旗美国道10号エクスプ
レスバスに乗車し、旗山ター
ミナル駅で下車（チケット76
元、所要時間は約40分）。
2. 高雄駅（鉄道）より、バス高
雄客運8025、8028に乗車し、
旗山ターミナル駅で下車（チ
ケット108元、所要時間は約
1.2時間)。
3. 旗山ターミナル駅：
住所：大同街23号
電話：+886-(7)661-2053

(さらに詳しい情報P24)

昔にタイムスリップ！台湾最大の孔子廟

旗山孔子廟

旗山聖若瑟天主堂

1959年に建設された教会の
外観はゴシック建築で、正
面両側には三角の壁、アー
チ形、高窓等が重層的なラ
インで重なり合って配置さ
れています。「高雄県歴史
建築十景」や「台湾歴史建
築百景」にも選ばれたこと
があります。

4

info

旗山孔子廟は台湾最大の孔子廟で、宋代の建築
様式です。鼓山公園か
ら孔子廟までは500段
以上の階段があります
が、山頂では周囲の絶
景を一望できます。

大仁街

旗山への行き方

1913年(大正2年)から1915年(大正4年)にかけて
建設された旗山駅は、ビクトリア様式とゴシ
ック様式とを融合した建築物で、もともとは砂
糖工場の人貨両用の駅として使用されていまし
た。1978年に全面運休し、現在では観光案内セ
ンターとして、オリジナルバナナグッズ販売や
自転車レンタルサービスなどを行っています。

中山
南街

TIP

2

日新
街

住所 高雄市旗山区中山路1号
電話 +886-(7)661-6100
時間 平日10:00~18:00(チケッ
ト 販 売 は 1 7 : 3 0 ま で )、休 日
10:00~19:00(チケット販売は
18:30まで)、火曜日休み
アクセス 旗山ターミナル駅より
大同街を進み、延平一路を右折
し、復新街を左折すれば到着。

旗山車站糖鐵故事館

旗南
一路

旗山車站糖鐵故事館

百年の歴史を有する駅の再生

延平一路

住 所 高 雄 市 旗山区 延平 一 路
688巷20号
電話 +886-(7)661-2515
時間 月~金曜09:00~16:00参観
可、予約申請制、１人50元。
アクセス 旗山ターミナル駅よ
り大同街を進み、中山南街1巷
を左折すれば到着。

中山路

中正路

info

ゴシック様式のロマン
チックな教会

5

旗山天后宮

住所 高雄市旗山区永福街23巷16号
電話 +886-(7)661-2037
時間 06:00~22:00
アクセス 旗山ターミナル駅より大
同街を進み、延平一路を右折し、
復新街を左折。中山路を右折し、
永福街23巷を右折すれば到着。

聖若瑟天主堂

住所 高雄市旗山区徳義街6号
電話 +886-(7)661-6100
時間 宣教師修道地である故、屋内
見学を希望の方は事前にお電話に
てお問い合わせください
アクセス 旗山ターミナル駅より大
同街を進み、延平一路を右折し、
中山南街1巷をまた左折して、永平
街を進めば到着。

旗山孔子廟

住所 高雄市旗山区中山公園1号(鼓
山公園内)
電話 +886-(7)661-6859
時間 09:00~17:00、月曜日休み
アクセス 旗山ターミナル駅より大
同街を進み、延平一路を右折し、
復 新 街を左 折、旗 南 一 路 を右 折
し、永安 街を左折し、中正 路を右
折、永福街口を左折すれば到着。
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美食のカーニバル！

旗山下町

鄭家陽春麵

6

地元の人びとが愛してやまない「鄭家陽春
麺」はちょっと見つけにくい場所にありま
す。陽春麺にラードを加えれば、昔懐かしい
濃厚な香り
に。これに
ゴマペ−ス
トを合わせ
るのもまた
乙です。

中山路を中心に広がる旗山下町の最大の見所
はバロック建築。旗山駅から歩いて行ける旗
山下町にはたくさんの美味しい名店が並んで
います。ここを歩けば有名な「小吃」にあり
つけること間違いなし！

枝仔冰城

住所 高雄市旗山区中山路109号
電話 +886-(7)661-2066
時間 09:00~22:00

吉美香蕉蛋糕

住所 高雄市旗山区中山路62号
電話 +886-(7)661-5206
時間 09:00~22:30
HP www.chimeibread.com.tw

紹興炒飯

住所 高雄市旗山区中山路51号
電話 +886-(7)662- 9670
時 間 月曜 〜 金 曜 10：3 0 〜14：
30,16：30 〜20：30、土曜~日曜
10：30〜14：30, 16：00〜20：00

紹興炒飯

豊富なメニュー
がありますが、ど
の品もオリジナル
で、一押しの紹興炒
飯のほか、コーヒー炒飯、海苔
炒飯、梅干し炒飯、高級紹興酒
を使った炒飯（花雕炒飯）など
があります。

吉美香蕉蛋糕

バナナで有名な旗山で最も人
気のお土産がこのバナナケー
キ。甘すぎず、しっとりして香
り高いケーキは、その場で食べ
られるほか、テイクアウ
トもでき、お土産にぴっ
たり。

復新街

住 所 高雄市 旗山区 永福 街2 3
巷(媽祖廟の後ろ)
時間 14:00~22:00

お薦めはバナナにクリー
ム、アイスクリームをのせた
デザート。一口で食べれば、
バナナの美味しさがいっぱい
に広がります。旗山を代表す
る一品です。

復
新
街

昔懐かし旗山の味「麺線糊」

枝仔冰城

永安街

住所 高雄市旗山区中山路
アクセス 旗山ターミナル駅よ
り大同路を進み、延平一路を
右折。復新街を左折して、中山
路を右折すれば到着。

永福街

旗山下町

華中街

info

平和街

媽 祖 廟 の 後ろに あ る「 麵 線
糊」には平日、休日を問わず長蛇
の列ができています。並ばずに
はありつけない逸品は、茹でた
てのそうめんにホルモンやパク
チーが入った麺線（台湾風そう
めん）。これに豚血ス
ープを合わせてい
ただくの が 通 の
食べ方です。

永安街

昔懐かし旗山の味
「麺線糊」

三哥臭豆腐

何度もメディアに取り上げられてい
るこのお店の臭豆腐は、外はカリッと
中はしっとり。これによく合うソー
ス、付け合わせの台湾風キムチで食が
進み、あっという間に一皿平らげてし
まう美味しさです!

李家當歸鴨

甘みのあるスープ
に大きなぶつ切り鴨
肉と手製麺が入った
ヌードルスープは、
旗山の人が体力をつ
けるために注文する
一品。

info

呉記肉丸（片栗粉作った

生地に豚肉を包み込めた

鄭家陽春麵

住所 高雄市旗山区中山路60-9号
電話 +886-(7)661-3190
時間 09:0 0 ~22:0 0, 土日夜は
21:00まで営業（なくなり次第
終了）

丸型小吃）

旗山で有名な老舗。蒸し
てから焼くことで得られる
独特の食感で、外はモチっ
としていて、中には豚肉が
入っています。あんかけス
ープに入れていただくのが
地元独特の食べ方。

李家當歸鴨

住所 高雄市旗山区復興街91号
電話 +886-(7)622-3127
時間 平日14:30 ~21:30、休日
11:00~21:30

朝林鮮果汁

朝林鮮果汁

高い人気を誇る老舗
店。旗山自慢の一品であ
る「楊桃杏仁露」をいた
だくために、観光客が長
い列を作っています。

住所 高雄市旗山区永平街83号
電話 +886-(7)662-7179
時間 09:00~20:00、火曜日休み

三哥臭豆腐

住所 高雄市旗山区中山路25号
電話 +886-939-233609
時間 平日13:00~19:40、休日
10:00~19:40

呉記肉丸

住所 高雄市旗山区永平街20号
電話 +886-(7)661-3578
時間 09:30~18:30 (不定休)

info
美濃客家文物館

住所 高雄市美濃区民族路49-3号
電話 +886-(7)681-8338
時間 火～日09:00~17:00
チケット 大人40元；小人20元
HP meeinonghakka.kcg.gov.tw
アクセス 美濃駅より、中正路まで進
み、右折して直進。泰安路を右折し、
民族路を左折。更に600M進んだと
ころにある交差点を左折し、約200M
進めば到着。自転車で約12分。

美濃湖

住所 高雄市美濃区民権路の傍
アクセス 美濃駅より、中正路まで進
み、右折して直進。泰安路を右折し、
民権路を左折して、約20M進めば到
着。自転車で約5分。
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7

気高くそびえ立つ美濃の史跡

客家人の文化と歴
史を学ぶならここ！

東門楼

美濃客家文物館

清の乾隆20年（1755年）に外からの攻撃や獣の
侵入を防ぐために建設されました。城壁がなく村
の集落と集落の端と端とを結ぶ主軸の上に位置す
る城門としては台湾最大です。

菸楼（たばこの葉をい
ぶすための建物）と伝
統的な三合院住宅設計
の建物で、館内には客
家人の衣食住、娯楽等
の文化や歴史文化財が
展示してあります。

原郷縁紙傘文化村

廣進勝紙傘工作室

湖を巡る歩道で自然の美しさに触れよう
田園と素晴らしい景色に囲まれた美濃湖に
は、湖を一周できる歩道とサイクリングロー
ドが整備されています。ウオーキングでもサ
イクリングでも湖畔の景色を満喫できるほ
か、バードウオッチングも楽しめます。

路
成功

芸術の才能を発揮して
紙傘をDIYしよう!

8

民
族
路

街
東門

美中路

中
正
路

住所 高雄市美濃区中山路・美興街交差点
アクセス 美濃駅より、前方へ徒歩2分。

美濃湖

民權路

美興街

路
安
永

美濃粄條街

訪れた人びとの目を引くのは、人気の紙
傘、中国の古典的な外観、牛車輪をモチ
ーフにした装飾品の数々。客家の油紙傘
がここの売りですが、油紙のほかにも、
客家の文化財、グルメ、ハンドクラフ
ト、民芸品がたくさんあります。

info

東門楼

住所 美濃東門街與民族路16巷の交差点
アクセス 美濃駅より、中正路まで進み
左折。永安路まで行き左折し、800M
直進すれば到着。自転車で約5分。

11

客家の文化財なら何でもある！

廣進勝紙傘工作室

住所 高雄市美濃区民権路47号
電話 +886-(7)681-3247
時間 09:00~17:00
アクセス 美濃駅より、中正路を右折
して直進し、泰安路を右折して、民権
路を左 折し、20 0 M直 進（右は中正
湖）。交差点を左折して、10M進み、
分かれ道を右に行き、「雙桂第」門
楼を横切る。サインに沿って路地に
入ればすぐ。自転車で約7分。

10

9

美濃は「油紙傘」の生産でも有名で、中正
湖そば路地にある廣進勝は美濃でわずか5軒
しか残っていない紙傘工場のうちの一軒で
す。紙傘の製作過程を見学できるほか、紙
傘の柄付けを体験することもできます。

原郷縁紙傘文化村

一口食べれば忘れられない客家の味

美濃粄條街

12

美濃の名産と言えば「客家粄條」（米粉を生地と
して作った小吃）。中
山路や美興街にはたく
さんのお店が軒を連ね
ており、粄條以外にも
風味豊かな様々な伝統
的客家料理が楽しめま
す。

客家文化が色濃く残る民俗村

美濃民俗村

13

美濃の魅力や歴史がぎゅっと詰まった民俗村。文
化が色濃く残る素朴な情緒ある村には、美濃スタ
イルの文物があちこちにあるほか、客家料理を
味わったり、
「擂茶」の体
験や紙傘製作
過程を見学し
たりすること
もできます。

住所 高雄市美濃区中興路一段147号
電話 +886-(7)681-0888
時間 平日09:00~17:30、休日08:30～18:00, 貸切
バスご利用の方は営業終了の1時間前までご到着
ください。
アクセス 美濃駅より、中正路まで進み、左折。
600M直進し、成功路を左折し、更に直進して右
折。中興路を右折し、約1200M直進すれば到着。
自転車で約15~20分。

美濃民俗村

住所 高雄市美濃区中山路二段421巷80号
電話 +886-(7)681-7508
時間 平日08:30~17:00、休日08:00~18:00
HP www.meinung-folk-village.com.tw
アクセス 美濃駅より、粄條街の方向へ進み、中山
路に沿って直進。自転車で約15-20分。バス高雄
客運8028号に乗車し、旧茶亭で下車しても可。

TIP

美濃への行き方

市内よりバス高雄客運に乗車し、美濃駅で下車
後、レンタル自転車かタクシーで観光スポットを
散策するのがお勧め。
1. MRT/高速鉄道左営駅より、バス高雄客運-旗美国道
10号エクスプレスバスに乗車し、美濃駅で下車(チ
ケット107元、所要時間は約60分)。
2. 高雄駅（鉄道）より高雄客運8025、8028に乗車
し、美濃駅で下車(チケット136元、所要時間は約
1.5時間)。
3. 自転車情報：百悅Bike Ya（地図・牽引車サービス
付き）、3時間100元、一日150元
営業時間：09:00~18:00／住所：美濃区泰安路197号
電話 +886-(7)681-4845／+886-979-001912
4. 高雄客運美濃駅：
住所：中山路一段11号／電話：+886-(7)681-2067
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Topic 4
大樹区、左営区 スピリチュアルなパワー溢れるスポットで心も大満足

台湾南部最大のショッピングセンター

高雄の重要な宗教エリアを訪れれば、全く違った新しい旅行が体験できます。
視覚と聴覚に迫る十鼓撃楽も今までにない体験です。
台湾最大の屋内テーマパークで音と光を浴びるのを体験しよう！

台湾唯一のギリシャ風テーマパークで、大型ホテ
ル、家族用ホテルのほか、150の海外ブランドショ
ップが出店しているアジア最大のアウトレッ
ト、台湾南部で最も高い
観覧車があります。

心も体も元気になるルート

1

義大世界

3

怖くないよ！線路の上で電車を眺めよう！

大樹旧鉄橋「天空歩道」

info
大樹旧鉄橋天空步道

住所 高雄市大樹区旧鉄橋湿地
生態園区
電話 +886-(7)652-6473(ビジタ
ーセンター)
時間 09:00~18:00、10月~翌年
3月までは～17:00
アクセス 大樹旧鉄橋スカイウ
ォークと三和瓦窯へは、M R T
大東駅から「台湾好行-大樹祈
福線」に乗車するか、同じ線の
「佛陀紀念館」行きに乗車。

義大
二路

高雄港の人、貨物、開発物資、建築資材を運搬
するため、100年前に日本人技師・飯田豊二の
監督により設置されました。当時はアジア最長
の橋で、現在では台湾唯一の国指定史跡鉄道
橋です。かつて鉄橋として使われていた天空歩
道を散策すれば、行き交う列車の様子が頭に
浮かび、昔懐かしい鉄橋の情緒を感じることが
できます。

TIP
平日に大樹と哈瑪星で一日、休日に
左営と鳳山で一日過ごせば、市内の
様々なスポットが楽しめ、交通費も
抑えられるので、お勧め!
1. 鳳山火車駅、或いはMRT大東駅よ
り台湾好行大樹祈福線に乗車し、
旧鉄橋、天空歩道、三和瓦窯を散
策してから、佛陀紀念館へ行くコ
ースもお勧め。
2. 高速鉄道を利用の方は、高速鉄道
左営駅站2番出口よりバス哈佛快線
に乗車し佛陀紀念館で下車。
3. 義大世界へ行くには、高速鉄道左
営駅3番バス乗り場より義大客運
に乗車。
★大樹祈福線 (平日/祝祭日いずれも運行)
1. 平日10:00~17:00、毎時00分発。休
日（祝祭日含む）は09:00~17:30の
時間帯、30分毎に発車。
2. 始発駅鳳山火車駅より、毎時00分
発。MRTオレンジラインで大東站
駅に行き、向かいのターミナル駅
にある文化公車待合室より乗車す
るのがお勧め。一日乗車券50元。
当日は乗り換え無制限。
★哈佛快線 (エクスプレスバス、平日
／祝祭日いずれも運行)
義大客運ＨＰ：www.edabus.com.tw

三和瓦窯

住所 高雄市大樹区竹寮路94号
電話 +886-(7)652-1432
時間 平日0 8:0 0 -17:0 0、休日
09:00-17:30
注 DIYは事前に予約すること。
レンガ彫刻、色付け、煉瓦貼り
体験等は約100~300元。
HP www.sanhetk.com.tw/

義大世界

台湾仏教の聖地

佛光山佛陀紀念館

ユニークな瓦窯のお土産

三和瓦窯

2

史跡の修復に用いる敷瓦を伝統的な窯焼き方法で製作して
います。また、観光客向けの手作り体験やオリジナル製品の
生産を行っています。

4

成佛大道から佛陀紀念館に入ると、8本の塔が両側
にそびえ、玉佛殿、金佛殿、観音殿の美しさに圧倒
され ます。
紀念館の中
心となる仏
光大仏の高
さは 1 0 8 メ
ートルで、
世界で最も
高い青銅製
座仏です。

住所 高雄市大樹区学城路一段
12号
電話 +886-800-588-887
アクセス 高速鉄道左営駅3番
または5番乗バス乗り場から義
大客運8501に乗車。
義大テーマーパーク
時間 0 9:0 0 ~17: 3 0、チケット
899元、観覧車12:00~21:45、シ
ョッピングモール11:00~22:00 (
週末休日10:00~22:00)、義大
皇家酒店、義大天悅飯店24hr
HP www.edaworld.com.tw

佛光山佛陀紀念館

住所 高雄市大樹区統嶺路1号
電話 +886-(7)656-3033
時間 平日09:00~19:00、休日
09:00~20:00(火曜日休み)
アクセス 高速鉄道左営駅2番
バス乗り場から、「台湾好 行哈佛快線」に乗車。
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ここだけのマリンスポーツを体験

蓮潭滑水主題楽園

6

左営旧城門

水上スキーが体験できる台湾初のインターナショナ
ルクラステーマパーク。エクストリームスポーツやレ
ジャースポーツいずれも楽しめるので、泳げない人
や水に入れない人も安心。インストラクターの指導
を受けることで、初心者も水の上を滑走する楽しさ
を体験できます

5

龍虎塔は厄除けの霊験あらたか

蓮池潭

夏に満開となり、芳醇な香りを放つ
ハスの花に由来し、「蓮池潭」と呼ば
れるようになりました。蓮池潭の西
側には廟が立ち並んでおり、伝統文
化と宗教的な雰囲気に満ちた景勝
地です。九曲橋に繋がっています。龍
の塔に上ると、春秋閣が望め、高く
から九曲橋も見下ろせます。

左営区には北門・東門・南門の3つの城門、城壁があり、これらは国
定史跡とされています。北門の外側両側には、色鮮やかな「門神」が
立っており、これも見どころです。東門の外には城を守るための堀が
あり、その完成度の高さは、台湾の古城の中でも際立っています。

info
左営業旧城門

蓮
潭
路

info

環潭
路

蓮池潭

義民
巷

路
環潭

劉家酸菜
白肉鍋-二館

左營大
路

住所 高雄市左営区蓮潭路
電話 +886-(7)581-9286
時間 年中無休、龍虎塔 08:00~18:00
チケット 無料
アクセス 平日は、高速鉄道左営駅よ
り、紅51に乗車する。休日には、バス
高雄市文化公車旧城線に乗車して達
洲仔濕地公園で下車。環潭路に沿っ
て歩けば、到着。

蓮潭滑水主題楽園

劉家酸菜白肉鍋-二館

住所 高雄市左営区介寿路227号
電話 +886-(7)588-6855
時間 11:00–22:30
アクセス MRT巨蛋駅-紅36番バスに
乗換え、先勝路口で下車

城
峰
路

住所 高雄市左営区蓮池潭西南側陸
域新庄仔路46号の向い
電話 +886-(7)581-1556
時間 平日12:00～日没、休日10:00～
日没(4月～11月は毎日、12月～翌3
月は金曜日～火曜日の開園となりま
す。実際の開園状況は公式サイトで
ご確認ください。)
リング状一般チケット 2時間800元 /
１日1100元（休日は追加料金300元
がかかります）
アクセス 平日は高速鉄道左営駅よ
り、紅35、紅51Cに乗車して、蓮池潭
駅で下車すれば正面に。休日は、高
速鉄道左営駅より文化バス旧城線に
乗車し、眷村文化館で下車。

8

砂利で作られた台湾初の城門

美味しい台湾式のスープニョッ
キで満足感たっぷり

9

三牛牛肉麵

伝統的な故郷の味

劉家酸菜白肉鍋-二館
50年以上、左営眷村の移り変わ
りを見守ってきました。手作り
餃子と刀削麺は、あの時代の一
番の味。受け継がれる昔ながら
の美味しさで、ふるさとの思い
出をお客さんと分かち合ってい
ます。

7

三牛牛肉麵

台湾産牛骨に新鮮な玉ね
ぎなどたっぷりの食 材
を加えて煮込んだ絶品
スープ。店内でその日
手作りしたニョッキに
煮込んだ牛肉スープを
合わせた牛肉麺は、他の
お店ではなかなか見られな
い逸品です。

忘れられない眷村の美味

豫湘美食

住所 北門－勝利路、義民巷、
埤仔頭街の交差点
アクセス 北門：平日は、紅35、
紅51C、301に乗車し勝利路駅で
下 車。勝 利 路に沿って右側を
20M直進すれば到着。休日は、
バス高雄市文化公車旧城線に
乗 車す れ ば 直 通。東 門：平日
は、301、紅51A、紅51Bに乗車し
て城峰路駅で下車。城峰路に沿
って右側を30M直 進すれば到
着。休日はバス高雄市文化公車
旧城線に乗車すれば、直通。

住所 高雄市左営区勝利路85号
電話 +886-(7)588-7264
時間 11:00~20:30
アクセス 平日はMRT赤ライン
左営駅より紅35、51Aに乗車し
て蓮池潭駅で下車し徒歩約3分
で到着。休日は、バス高雄市文
化公車旧城 線に乗車し、眷村
文化館で下車、勝 利路まで進
み、右折すればすぐ到着。

豫湘美食

10

ここでは河南や湖南の昔懐かしい味
が楽しめます。「豫
湘美食」ならではの
お す すめメニュー
は、「冷やし中華」
「ジャージャー麺」
「泡饃」「香椿ピー
タン豆腐」など。

住所 高雄市左営区城峰路311号
電話 +886-(7)588-2685
時間 09:30~19:00;月曜日と火曜
日休み
アクセス 平日は、MRT左営駅よ
りバス35または51 Aに乗車して
蓮池潭駅で下車、徒歩約8分。休
日はバス高雄市文化公車旧城線
に乗車して、眷村文化館駅で下
車。前方に進み、約2分で到着。

TIP

旧 城 文 化 バ スの 一 日 乗 車 券
は、50元で乗り換え無制限（翌
日は無効）、詳細はP40を参照
のこと。
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H. 哈瑪星黑旗魚丸大王

高雄個人旅行グルメ篇

甘くて新鮮でもちもちした魚
すり身団子

食べて遊んで食べて遊んで…
これこそ旅行の醍醐味だ！

G. 港園牛肉麵
牛肉の香りがたまらない

I. 尚芳土魠魚羹
新鮮でおいしい

C. 凱旋夜市
六合夜市
瑞豐夜市
A. 鴨肉珍
食欲をかきたてる美
味しそうな匂いの鴨
肉ごはん

B. 冬粉王

一度で地元 料理
を食べ尽くす

J. 廣東汕頭勝味牛肉火鍋店

里帰りした若者が必ず食べにくる

あのMaydayが愛してやまないお店

D. 大ㄎㄡ胖炭烤三明治
かしい炭火焼サンドイッチ

E. 金溫州餛飩大王
老舗温州ワンタン

K. 天天沙茶汕頭火鍋
秘伝のサーチャージャン
が美味しさの秘密

F. 田記豆漿

info
A. 鴨肉珍

住所 高雄市塩埕区五福四路258号
電話 +886-(7)521-5018
時間 10:00~20:20 (火曜日休み)
アクセス MRT鹽埕埔駅（O2）4番出口
から五福四路を寿山方向へ進み、七賢
三路へ。徒歩約5分。

B. 冬粉王

住所 高雄市塩埕区七賢三路168号
電話 +886-(7)551-4349
時間 09:00~20:00
アクセス MRTオレンジライン塩埕埔
駅(O2)2番出口より、大勇路に沿って進
み、大仁路を左折。七賢三路を右折す
れば到着。

L. 高雄婆婆冰

行列覚悟！
の朝ごはん屋
C. 凱旋夜市(鳳山青年夜市と合併）
住所 高雄市前鎮区凱旋四路758号
時間 木曜日～日曜日17:30～24:00
アクセス LRTで凱旋瑞田駅（C2）へ
六合夜市

住所 高雄市前金区六合二路
時間 17:00~午前01:00
アクセス MRTオレンジライン美麗島
駅(R10 / O5)11番出口より前へ進めば
徒歩で到着。

瑞豐夜市

住所 高雄市鼓山区裕誠路と南屏路
の交差点
時間 17:00~00:30、毎週月水は休み
アクセス MRT赤ライン巨蛋駅(R14)1

番出口を出て、裕誠 路に沿って進め
ば徒歩で到着。

D. 大ㄎㄡ胖炭烤三明治

住所 高雄市塩埕区大公路78号
電話 +886-(7)561-3842
時間 7:00~10:50; 18:00~22:50
アクセス MRTオレンジライン塩埕埔
駅(O2)1番出口より徒歩４分。

E. 金溫州餛飩大王

住所 高雄市塩埕区新楽街163巷1号
電話 +886-(7)551-1378
時間 平日14:00~20:30，休日11:30~
20:30
アクセス MRTオレンジライン塩埕埔
駅(O2)2番出口より徒歩約1分。

甘酸っぱい美味しい氷
で心まで涼しくなる
F. 田記豆漿

住所 高雄市塩埕区新楽街75-3号
電話 +886-(7)551-2136
時間 05:00~11:30, 16：00〜23：30,
日曜の夜は休み
アクセス MRTオレンジライン塩埕埔
駅(O2)2番出口より徒歩約5分。

G. 港園牛肉麵

住所 高雄市塩埕区大成街55号
電話 +886-(7)561-3842
時間 10:30~20:30
アクセス MRTオレンジライン塩埕埔
駅(O2)1番出口より徒歩４分。

H. 哈瑪星黑旗魚丸大王

住所 高雄市鼓山区鼓波街27-7号
電話 +886-(7)521-0948
時間 10:30~20:00

アクセス MRTオレンジライン西子湾駅
(O1)1番出口より、臨海二路に沿って進
み、鼓波街を左折した後にすぐ到着。

路を左折すればすぐ。

J. 廣東汕頭勝味牛肉火鍋店

L. 高雄婆婆冰

I. 尚芳土魠魚羹

住所 高雄市塩埕区富野路22号
電話 +886-(7)521-4520
時間 10:30~20:00(火曜日休み)
アクセス MRTオレンジライン塩埕埔
駅(O2)2番出口より大勇路に沿って進
み、富野路を左折すればすぐ。

住所 高雄市塩埕区七賢三路65号
電話 +886-(7)551-1352
時間 11:00~14:00 ,17:00~23:30
アクセス MRTオレンジライン塩埕埔
駅(O2)1番出口より左に進み、五福四
路を左折。徒歩で約5分歩き、七賢三

K. 天天沙茶汕頭火鍋

住所 高雄市塩埕区七賢三路240号
電話 +886-(7)551-8868
時間 11:30~14:30、17:00~23:30, 日曜
午後は22:30まで営業、木曜日はみ
アクセス MRTオレンジライン塩埕埔
駅(O2)2番出口より大勇路に沿って進
み、大仁路を左折。七賢三路を右折す
ればすぐ。
住所 高雄市塩埕区七賢三路135号
電話 +886-(7)561-6567
時間 09:00~24:00、隔週火曜は休み
アクセス MRTオレンジライン塩埕埔
駅(O2)3番出口より徒歩約10分。
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高雄個人旅行お土産篇

H. 舊振南
百年を超える老舗

現地の料理を思う存分楽しんだあと、
食べきれないものはお土産として持ち帰って、
ゆっくり楽しもう。

E. 高雄物產館
志斌トーバンジャンなど
高雄の名産は全部ここに

B. 繫前緣菱角酥(蓮池潭)
金の馬蹄銀の伝説

A. 打狗餅舖
健康で繊維を含む改良した
伝統的なお菓子

I. 吳寶春麥方店
パン世界チャンピオ
ンの

C. 呷百二
自然洋果子

F. 橋頭太成肉包

養生な和風スイーツ

G. 不二家壽山Q餅

伝統的なもちもちふっ
くら皮、中身の餡もぎ
っしり詰まっている

港町人気No.1のお菓子

J. 東順記
老牌烏魚子
老舗からすみ専門店

info
A. 打狗餅舖

住所 高雄市苓雅区中正一路135号
電話 +886-(7)771-1909
時間 09:00~21:00
アクセス MRTオレンジライン五塊暦駅
(O8)または技擊館駅(O9)から、中正一
路に沿って徒歩すれば到着。

B. 繫前緣菱角酥(蓮池潭)

住所 高雄市左営区孔営路78号
電話 +886-(7)588-7310
時間 09:00~22:30
アクセス MRT赤ライン左営駅(R16)よ
りバス紅51に乗 車し、左営区公所で
下車。

K. 中外餅舖

D. 巴堂蜂蜜蛋糕

歴史のある象徴的な老舗

台湾版カステラ
C. 呷百二自然洋果子

住所 高雄市左営区自由二路342-1号(
自由総店)
電話 +886-(7)556-0279
時間 09:00~21:30
アクセス MRT赤ライン巨蛋駅(R14) 2
番出口を右折し、裕誠路に沿って直進
し、自由二路を左折すれば到着

D. 巴堂蜂蜜蛋糕

住所 高雄市塩埕区大勇路127号
電話 +886-(7)561-3649
時間 09:00~21:30
アクセス M R Tオレンジライン塩埕埔
駅(O2)より五福四路に向かって進み、
大勇路を左折。徒歩約4分。

E. 高雄物產館(蓮池潭本店)

住所 高雄市左営区翠華路1435号
電話 +886-(7)582-5885
時間 09:30~21:30
アクセス MRT生態園区駅（R15）2番
出口を出て崇徳路を右折、徒歩約15
分。

F. 橋頭太成肉包

住所 高雄市橋頭区成功北路164号
電話 +886-(7)611-0153
時間 07:00~19:00(月曜日休み)
アクセス M R T赤ライン橋頭糖廠駅
(R22A)2番出口より成功北路に沿って
進む

G. 不二家壽山Q餅

住所 高雄市新興区中正四路31号
電話 +886-(7)241-2727#6
時間 08:30~21:30
アクセス M R Tオレンジライン美麗島
駅(R10/O6))2番出口

H. 舊振南

住所 高雄市前金区中正四路84号
電話 +886-(7)288-8202
時間 09:30~21:00
アクセス M R Tオレンジライン美麗島
駅(R10/O5)1番出口より中正四路に沿
って進めば徒歩で到着。

I. 吳寶春麥方店

住所 高雄市苓雅区四維三路19号
電話 +886-(7)335-9593#1
時間 平日10:00-20:30、休日09:3020:30
アクセス MRT赤ライン三多商圈駅各
出口から三多三路に沿って（S O GO百
貨店方向）歩き、永定街で左折し、四
維三路との交差点で到着。

J. 東順記老牌烏魚子

住所 高雄市塩埕区七賢三路107号
電話 +886-(7)521-7012
時間 09:00~22:00
アクセス M R Tオレンジライン塩埕埔
駅(O2)3番出口より徒歩約5分。

K. 中外餅舖
棋餅文創館
住所 高雄市左営区蓮潭路60-1号
電話 +886-(7)588-6366
時間 08:00~21:00
アクセス MRT赤ライン左営駅(R16)2
番出口より、バス205に乗車し、左營
大路駅で下車。徒歩で到着。
創始店
住所 高雄市左営区左営大路98号
電話 +886-(7)581-8766
時間 08:00~22:00
アクセス MRT赤ライン世運駅(R17)2
番出口より、バス205に乗車し、左営
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高雄の地図
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高雄地下鉄バス路線図
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高雄旅行情報
アクセスと交通

内（C1）‐哈瑪星（C14）運行時間7:00〜22:00。
TEL +886-(7)793-8888 WEB www.krtco.com.tw

空港案内

高雄国際空港（小港空港, KHH）

国内線 +886-(7)805-7630(国内線に関する問い合わせ)
営業時間 06:00-21:00

国際線 +886-(7)8057631(国際線に関する問い合わせ)
営業時間 05:00-21:00

高雄国際空港ウェブサイト www.kia.gov.tw/
空港住所 81252高雄市小港区中山四路二号

営業時間 08:00-12:30 13:30-17:30（月曜日〜金曜日）

台湾高鉄（THSR）

THSR左営駅はMRTと隣接しており、市内各観光
地への乗り継ぎ可能。
TEL（携帯からは+ 886-2-）4066-30000
WEB www.thsrc.com.tw

高雄公共レンタルサイクル

登録済みの一卡通またはクレジットカードが
あれば一回につき一台の自転車をレンタル可能。
最初の30分は無料、31〜60分は5元、61〜90分は
10元、90分を過ぎると30分ごとに20元。
レンタル可能時間 00:00-24:00
24時間問い合わせ+886-800-255995

ロードサービス営業時間 07:00-23:00
WEB www.c-bike.com.tw

台湾好行

観光客のためのバスサービスで、各観光スポッ
トにバス停があり、手頃な料金、本数も多い便利
なサービスである。高雄は大樹祈福線と哈佛快線
がある。
TEL +886-800-011-765
WEB www.taiwantrip.com.tw

台湾鉄道（TRA）

TEL +886-800-765-888 (固定電話)、
+886-(2)2191-0096 (固定電話、携帯電話）
WEB www.railway.gov.tw
高雄MRTはレッドライン(R)（南岡山―小港）
とオレンジライン(O)（西子湾―大寮）があり、
運行時間は06:00-24:00。LRTグリーンライン籬仔

哈瑪星線、舊城線(休日のみ）、鳳山線（休日の
み）の3路線に分かれて運行されている。循環バス
の乗車拳は50元。一日中3路線と大樹祈福線を乗り
降り自由（翌日無効）。また、市内の路線バスに乗
ることも可能（市外路線バス、病院シャトルバス、
国道直行バスは利用不可）。

1. 哈瑪星線：平日（火曜日〜金曜日）10:00-17:00、
一時間に一本。休日10:00-18:00、30分ごとに一
本。月曜日は運休。TEL +886-(7)531-6209
2. 舊城線:休日のみ運行、30分ごとに一本、10:0018:00。TEL +886-(7)862-9110
3. 鳳山線: 休日のみ運行、30分ごとに一本、10:0018:00。TEL +886-(7)745-2639
WEB culturalbus.khcc.gov.tw/

哈瑪星文化公車（週一停駛）
武德殿

1

2

現在高雄には40近くのツアーがあり、各ツアー
共にチケット料金には交通費、ガイド代、保険料
が含まれている。専属サービスとガイドの解説で
各地の景色を楽しむことができる。
TEL +886-800-011-765 WEB www.taiwantourbus.
com.tw

イベント
フラワーシーズン
農・魚特産品

二月

那瑪夏、
桃源花見

ランタンフェ
スティバル

三月

四月

1

那瑪夏ホタルフ
ェスティバル

日照時間

鼓山魚市場

8

駁二

3

4

眷村文化館

旧城北門

5

旧城南門

鳳山文化公車（假日行駛）
鳳儀書院

六月

2

平成砲台

3
鳳山火車駅

七月

4

7

24時間無料問い合わせホットライン +886-800-011-765

WEB taiwan.net.tw
高雄サービスセンター +886-(7)281-1513、+886-800-711-765

台湾桃園国際空港旅客サービスセンター
第一ターミナル +886-(3)398-2194、

第二ターミナル+886-(3)398-3341

高雄国際空港旅客サービスセンター +886-(7)805-7888
高雄旅行情報 khh.travel

観光インフォメーション

高雄市インフォメーション‐TRA高雄駅

+886-(7)236-2710
高雄市インフォメーション‐THSR左営駅
+886-(7)862-9110

高雄国際空港‐国内ターミナルインフォメーション
+886-(7)801-9206

旅客センター
孔廟

6

交通部 光局サービスセンター

田寮月世界泥岩地質生態解説センター
+886-(7)636-7036

8

崇聖祠

住宿
QR code

兵仔市

5

6

澄瀾砲台

八月

7
鳳山龍山寺

九月

大崗山龍眼・ハ
ツミツ文化フェ
スティバル

十月

十一月

高雄映画フェスティバル

高雄旗津サンドアートフェステ
ィバル

左営萬年季

美濃大根

十二月
大寮
あずきフェス
ティバル
インドナツメ (大
社、燕巣、阿蓮)

ムラサキマダラ鑑賞エンビナーレ
(11月〜翌年3月)

六亀金煌マンゴー

美濃フラワーシーズン（一面の花畑）

平均降雨日数

歷史博物館

7

6

旅行情報サービス

大樹ライチ(玉荷包)

甲仙タロイモ

平均気温(攝氏)

2

左営高鉄駅

スプリングアートフェスティバル

ムラサキマダラ鑑賞エンビナーレ

5

旧城東門

大樹パイナップル・ライチフェ
スティバル

内門宋江陣

インドナツメ (大
社、燕巣、阿蓮)

五月

打狗英国
領事館

洲仔
濕地公園

1

一月

香蕉棚

4

（左營）舊城文化公車（假日行駛）

大東
文化中心

高雄のイベント、フラワーシーズン、農産物・特産物の一覧表

代天宮

3

西子湾駅
2號出口

台湾観光バス

高雄MRT

高雄市内観光循環バス（文化公車）

甲仙タロイモ(11月〜翌年1月)

那瑪夏、桃源桃

橋頭フラワーシーズン（一面の花畑）

高雄の特産（通年）
：グアバ(大社、燕巣、阿蓮)、パイナップル(大樹、内門)、パパイア(旗山、美濃)、バナナ（旗山、美濃)
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