
集落文化を体験
ディープな原住民の旅

廣 告

一日コース 所要時間 8.5時間

08:00 ホテル出発➡鳳林鎮：自転車の準備➡校長夢工場➡明新氷菓店➡
緑のトンネル➡徐家興菸楼➡緑のプロムナード➡レストラン➡林田山林業
文化園区森坂遊歩道➡Lucy Coffee(鷺鷥珈琲)【平日はMr. Sam(山姆先生
珈琲館)】➡17:00 帰路

鳳林の小さな町をサイクリング
食事

文化と文化財東

晴旅国際旅行社� ����� �� ��������
花 蓮 県吉安 郷 東 里 九街 9 3号

一日コース 所要時間 11時間 

08:30 台北駅出発➡09:10~11:30 新平渓煤鉱博物園区＋一つ目小僧のトロッコ体
験➡12:10~14:30 黄金博物館＋砂金採り体験➡14:40~17:30 九份老街（古い町並
み）➡17:50~18:10水湳洞十三層遺跡➡19:00 台北駅解散

東北角黒金の物語
食事 DIY

文化と文化財北

宏祥旅行社� ����� �����������
台北市 中山区松 江 路1 9 0 号4 F

二日間 所要時間 二日間     

1日目  
08:00 高鉄台南駅または台南市内のホテル出発➡白河キワタの花／ハスの
季節➡水雉生態教育園区➡川文山の森林生態系➡烏山頭ダム風景区をサ
イクリング➡八田與一紀念公園をサイクリング➡昼食：烏山頭会館園区➡
赤山龍湖巌➡官田ビジターセンター➡葫蘆埤公園➡亀丹区で温泉体験

2日目
玉井、南化区でフルーツを楽しむ➡山上花園水道博物館➡昼食：玉井の桶
仔鶏(鶏のロースト)と地元の食材➡台南左鎮化石園区➡虎頭埤ダム➡新
化老街（古い町並み）巡り➡高鉄台南駅または市内のホテル解散

シラヤ菱波官田
集落文化を体験南

食事 宿泊

翔麟旅行社� ����� � � ���� � �����
台南市南区中華南路二段300巷5号

文化と文化財
ご当地 文化と歴 史 的な文化財

09:00 台北駅または市内のホテル 出発➡10:00~11:10 湖口好客文創園区➡
12:00~13:30 昼食：新竹城隍廟➡13:40~14:20 100年史巡り(迎曦門／新竹駅)➡
15:00~16:30 猫狸山功維敘レインボートンネル➡16:30~16:50 帰路

一日コース 所要時間 8時間 

新竹の美しいインスタ映えスポット
食事

文化と文化財北

飛行家旅行社� ����� �����������
台北市 中山区南 京 東 路1 段 2 5 号1 1 階

09:00 台北、苗栗 集合・出発➡裕隆汽車車の道体験センター観光工場➡勝興
駅、昼食（勝興老街にて自由食）➡旧山線レールバイク➡帰路

一日コース 所要時間 8時間 

車の道体験センター、勝興老街、旧山線鉄道
DIY

文化と文化財中

竹企旅行社� ����� �� ��������
新 竹 市民 生 路16 号

一日コース 所要時間 7-8時間

08:00~08:40 台鉄台中駅、高鉄台中駅、市内のホテル出発➡中興新村➡霧
峰農会酒荘➡議蘆會館➡霧峰林家宮保第園区➡九二一地震教育園区➡
17:30~18:30 帰路：台中へ

霧峰林家花園、文化財巡り
食事

文化と文化財中

翰翔旅行社� ����� � � ���������
台中 市西区公 益 路 3 6 7号1 3 F - 4

一日コース 所要時間 8時間

台北市➡鹿港老街（古い町並み）、瑶林、埔頭老街を散策➡彰化市のお宝
グルメ探し➡県指定文化財：扇形車庫（機関庫及び転車台）➡ 南瑶宮、伝
統的な廟と文化財巡り➡八卦山景区➡17:00 帰路

必見のインスタ映えスポット～
愛しの八卦山

食事
文化と文化財中

台北国际联合旅行社� ����� ��� ��������
台北市 中山区 建 國 北 路二 段1 3 7号3 階

一日コース 所要時間 8時間

07:20 高雄MRT美麗島駅、09:00 高鉄嘉義駅集合➡09:30 月影潭心➡
10:45 昭和十八J18嘉義市史跡資料館➡12:00 噴水鶏肉飯➡14:10 新港香
芸文化園区➡15:50 新港奉天宮、伝統、民俗、グルメ巡り➡17:00 解散

嘉義の輝かしい時代
食事

文化と文化財南

金建旅行社� ����� ����������
高 雄 市 前金 区中 華三 路1 2 8号3 階

一日コース 所要時間 7-8時間

08:30 高鉄台南駅、台南市内のホテル➡T-Bikeで巡る旧市街➡昼食：国華
街海安路美食街（昼食はNT$250を払い戻し、自由食）➡台江学園水上屋
➡T-Bikeで巡る安平➡安平漁光島➡徳陽軍艦広場➡市内のホテル、高鉄
駅（新幹線）解散

台南老街、老舗、水上屋、安平の路地
文化と文化財南

翔麟旅行社� ����� � � ��������
台南 市 南区中 華南 路二 段3 0 0 巷 5 号

二日間 所要時間 二日間     毎週火、木、土に出発

1日目  08:00 台鉄台中駅、08:30 高鉄台中駅出発➡台湾の小さな町トップ10～鹿港
小鎮、三輪車体験➡鹿港老街（古い町並み）を散策➡鹿港龍山寺➡台湾玻璃館(台
湾ガラス館)➡王功蚵芸文化館➡牡蠣養殖場の風景と潮間帯を探索➡ホテルへ
2日目  08:10~08:20 ホテル出発➡交趾剪粘芸術村～板頭社区➡北港朝天宮➡北港
春生活博物館➡雲林布袋劇文化館➡タオル工場見学➡頂渓里屋頂上的猫(屋
根の上の猫)➡帰路

鹿港・雲林、時間の旅
文化と文化財中

食事 宿泊

元帥旅行社� ����� � � ���������
台中 市西区公 益 路161号1 1F、C 室

二日間 所要時間 二日間     毎週月、木、土に出発

1日目
07:00 台中駅出発、07:30 高鉄台中駅出発➡茂林風景
区～情人谷➡多納集落～石板屋→多納高吊橋➡小長
城を探索➡三地門芸術村➡民宿に宿泊

2日目
神山集落を散策➡集落の料理教室～SAMA食堂➡霧台集落巡り➡谷川大
橋ユリ展望台➡帰路

雲と霧に包まれたルカイ族の文化
集落文化を体験南

食事 DIY宿泊

元帥旅行社� ����� � � ����������
台中市西区公益路161号11F、C室

07:30 台北駅出発➡09:00~09:15 サヨンの鐘➡09:45~10:15 台泥DAKA園区
➡11:00~11:30太魯閣ビジターセンター➡11:45~12:40太魯閣山月村（原
住民風の食事）➡13:00~15:00太魯閣国家公園➡15:40~16:10 清水断崖
の鑑賞➡17:30~17:45  蘇澳サービスエ
リア➡19:00 台北駅到着

大峡谷を通り抜ける～太魯閣（タロコ）
原住民の旅

食事
集落文化を体験東

宏祥旅行社� ����� ������������
台北市中山区松江路190号4F 

一日コース 所要時間 12時間

一日コース 所要時間 10時間

08:00台北駅出発➡09:00-12:00和平島公園➡11:20-11:50 正濱漁港彩色
屋、阿根那造船場遺跡➡12:00-13:00 昼食：阿根那食堂➡13:30-17:30基
隆屿➡18:30 台北駅解散

青き基隆
食事

秘境の探索北

宏祥旅行社� ����� �����������
台北市中山区松江路190号4F

一日コース 所要時間 8時間

08:00-09:00 台北駅、台北市のMRT駅、台北市内各ホテル出発➡二砂湾砲
台(海門天険)➡和平島公園➡正濱漁港彩色屋、阿根那造船場遺跡➡国立
海洋科技博物館➡望幽谷、潮境公園➡帰路

カラフルな港 基隆の秘境
食事

秘境の探索北

創新旅行社� ����� �����������
台北市大同区南京西路205号2階

一日コース 所要時間 8時間

08:30高鉄左営駅出発➡09:15万寿山の生態体験➡12:00Deep Purple 
Brunch(迪波波芸食館)➡13:30海角珈琲(秘境の海蝕洞を観賞➡15:10漯
底山自然公園➡16:30蚵仔寮体験(魚のすり身団子作り体験)➡17:00帰路

打狗（高雄）を深く探る
秘境の探索南

食事 DIY

金建旅行社� ����� ����������
高雄市前金区中華三路128号3階

一日コース 所要時間 7時間

10:00花蓮市内各ホテル出発、10:30花蓮駅出発➡鉄道文化園区➡Green 
hills hub(青色山脈舒活館)でヘルシーな昼食➡燕子口遊歩道➡九曲洞步
道➡布洛湾➡長春祠➡七星潭または七星柴魚博物館(カツオ博物館)➡
花蓮市内各ホテル、花蓮駅解散 

太魯閣のヘルシーな自然と文化
食事

秘境の探索東

明利旅行社� ����� �������������� ��������
台北市中山区吉林路12-3号2階/花蓮市富陽路20号

一日コース 所要時間 8時間

08:00花蓮市内各ホテル出発、08:30花蓮駅出発➡砂卡礑遊歩道➡燕子口遊
歩道➡天祥で昼食➡九曲洞步道➡長春祠➡玩味蕃楽園故事館➡七星潭風
景区➡花蓮市内各ホテル、花蓮駅解散

太魯閣の遊歩道を探索
食事

秘境の探索東

明利旅行社� ����� �������������� ��������
台北市中山区吉林路12-3号2階/花蓮市富陽路20号

一日コース 所要時間 11時間

07:30台北駅出発➡09:00-10:00 千島湖➡10:10-10:40 八卦茶園➡
11:00-13:00石碇許家麺線（そうめん作り体験）、昼食（流しそうめん）➡
13:10-14:30 石碇老街の歴史巡り➡14:40-16:00 淡蘭古道石碇段➡
16:20-17:00 石碇五路財神廟➡18:00 台北駅解散

石碇の100年にわたる軌跡
食事 DIY

秘境の探索北

宏祥旅行社� ����� �����������
台北市中山区松江路190号4F

秘境の探索
知る人ぞ 知る驚きの絶 景を発 見

一日コース 所要時間 8時間     毎週水曜日出発

08:30台北駅出発、09:30羅東駅出発➡10:00海派生活館集合➡10:30新鮮な
魚市場で買い物➡11:00-13:00WOW CAFE(海派厨房)新鮮料理DIY➡
13:00-16:00豆腐岬の秘密の花園に潜る(SUPドラゴンボード体験、シュノー
ケリング、飛び込み)➡16:00帰路

太平洋の大海を体験
DIY

秘境の探索北

雁行天下国際旅行社� ����� �� ��������
宜蘭県礁渓郷礁渓路五段156号3階

一日コース 所要時間 11時間

メインルート：
09:00台北駅出発➡12:30太平山森林遊楽区➡13:30翠峰湖(台湾最大高山
湖) ➡16:40鳩の沢温泉➡18:00栖蘭➡20:00台北駅解散

サブルート：
09:00台北駅出発➡12:30太平山森林遊楽区➡13:30太平山蹦蹦車(トロ
ッコ列車)➡16:40鳩の沢温泉➡18:00栖蘭➡20:00台北駅解散

太平山翠峰湖の旅（メインルート）
太平山 車（トロッコ列車）の旅（サブルート）

食事
秘境の探索北

喬登旅行社� � ����� �����������
台北市内湖区新湖三路239号4階

半日コース 所要時間 4時間     コース時間：08:30～12:30 、13:30～17:30

玉里駅出発➡東富禅寺➡六十石山(黄花亭、ミニスイス、忘憂亭)➡富
里郷農会大地のキャンバス➡玉里駅解散

富里六十石山
秘境の探索東

翔天国際旅行社� � ����� ��� �������
台東市伝広路198号

二日間 所要時間 二日間     毎週月、水、金、日に出発

1日目
08:00台中駅出発、08:30高鉄台中駅出発➡帖比倫峡谷瀑布（滝）➡紅香
温泉散策➡瑞岩集落の新旧文化と生態巡り➡民宿
2日目
武界集落【思源吊橋→武界壩→摩摩納爾瀑布】➡濁水渓沢登り1.5km➡
栗栖渓、一線天➡帰路

瑞岩武界の秘境ツアー
秘境の探索中

食事 宿泊

元帥旅行社� ����� �� ����������
台中市西区公益路161号11F、C室

一日コース 所要時間 8時間

08:00台北駅、高鉄台北駅、台北市内各ホテル、台北松山空港出発➡09:10
高鉄新竹駅出発➡蓬莱生態園区護魚遊歩道➡南庄老街（古い町並み）
巡り➡昼食➡向天湖集落➡帰路

南庄向天湖の秘境
食事

秘境の探索中

怡容國際旅行社� � ����� �����������
新北市三重区仁政街128-4号1階

一日コース 所要時間 7-8時間

03:00-04:00台南市內各ホテル出発➡二寮の「日の出展望台」で日の出観
賞、岡林小学校(廃校)見学、朝食➡善化糖廠園区、渓美森林公園➡昼食➡
密枝森果川生活園区➡永興吊橋➡江家古厝➡亀丹区温泉(足湯)➡新化老
街（古い町並み）散策または高鉄台南駅への送迎、台南旧市街区散策のい
ずれかをプレゼント

桃源郷シラヤ
秘境の探索南

食事

翔麟旅行社� � ����� � � ���� � ����
台南市南区中華南路二段300巷5号

一日コース 所要時間 8時間     コース時間：08:30～17:00

台東駅、台東空港、台東市内各ホテル、知本地区各ホテル出発➡土地公廟
(参拝)、百年榕樹(樹齢100年のガジュマル)➡池上伯朗大道➡福原豆腐店➡
昼食：自由食➡二層坪水橋➡旧台9線緑のトンネルを通過➡武陵外役監獄で
コーヒーを味わう➡高台の茶園➡山里集落巡り➡鵝鑾石教会➡山里駅➡斑
鳩アイス(国宴アイス)➡阿美麻糬(アミ族のもち)➡台東市内、台東駅解散

花東縦谷の南側
秘境の探索東

翔天国際旅行社� � ����� ��� �������
台東市伝広路198号

一日コース 所要時間 8時間     コース時間：8:30～17:00

台東駅、台東空港、台東市内各ホテル、知本地区各ホテル出発➡加路蘭遊憩
区➡水往上流➡都蘭集落➡金樽展望台でコーヒーを味わう➡成功海洋環境
教育教室＋成功港口書店➡三仙台➡東管処の屋外インスタレーションアー
ト→都歴海灘(都歴ビーチ)：天空の鏡➡東河橋で包子を味わう➡台東市
内、台東駅解散

東海岸の南側
秘境の探索東

食事

翔天国際旅行社� � ����� ��� �������
台東市伝広路198号

瓦拉米古道の秘境
秘境の探索東

半日コース 所要時間 4時間     コース時間：08:30～12:30 、13:30～17:30

玉里駅出発➡南安ビジターセンター➡日本の神社(玉里の山の町を見
下ろす)➡玉里駅解散

翔天国際旅行社� � ����� ��� �������
台東市伝広路198号

澎湖のんびり北側一周の旅
秘境の探索離島

一日コース 所要時間 5.5時間

12:00馬公市ファミリーマート光復店前出発➡澎湖国家風
景管理エリア➡跨海大橋➡外垵風景区漁翁島灯台➡外垵
漁港眺望台➡東台古堡➡大果葉玄武岩➡二崁古厝

鄉村旅行社� ����� � � ��������
澎湖県馬公市文光路114巷3号

二日間 所要時間 二日間     毎週水、金、日に出発

1日目
07:30彰化駅、彰化市カルフール前出発➡08:10高鉄台中駅出発、08:35プラ
ザホテル(中欣飯店)出発➡太平雲梯➡太平老街（古い町並み）➡竹坑渓遊
歩道➡龍宮瀑布➡海鼠山1314展望台➡茶園遊歩道➡夕食

2日目
来吉集落、イノシシ公園➡集落での手作り体験➡徳恩亜納：台湾合掌村、集
落の特徴的な料理➡集落巡り➡奮起湖老街（古い町並み）➡帰路

国家風景区の秘境を探索
秘境の探索南

食事 DIY宿泊

宏美旅行社� � ����� � � ��������
彰化県彰化市金馬路一段409号

二日間 所要時間 二日間

1日目
08:30高鉄台南駅、台南市內各ホテル出発➡台61線海線の生態と景観➡台
江学園水上屋➡黒面琵鷺（クロツラヘラサギ）生態センター➡七股塩山、
ビジターセンター➡昼食：当地の特色レストラン➡将軍3Dアートビレッジ
➡井仔脚瓦盤塩田、水晶教会堂➡北門洗滌観光工場➡夕食：当地の特色
レストラン➡布袋文創ホテル

2日目
雲林四湖箔仔寮喔熊芸術➡四湖三条崙黒森林歩道をハイキング➡馬蹄蛤
生態区(馬蹄ハマグリ生態区)で潮干狩りを楽し➡昼食：馬蹄蛤（馬蹄ハマ
グリ）風味の料理➡東石白水湖の秘境➡布袋漁港市場➡高跟鞋礼拝堂➡
高鉄嘉義駅解散

雲嘉南（雲林、嘉義、台南）
の生態と海の幸

秘境の探索南
食事 DIY宿泊

翔麟旅行社� � ����� � � ��������
台南市南区中華南路二段300巷5号1.2階

二日間 所要時間 二日間

1日目
07:30または、09:00台北駅出発➡12:15-14:00武陵富野渡假村で昼食➡
14:00-16:00桃山瀑布（滝）遊歩道➡16:15-16:30サクラマス生態館➡17:00 
武陵から9人乗りハイヤーで梨山賓館または福寿山農場へ➡18:00梨山賓館
または福寿山農場で夕食、チェックイン 

2日目
07:00-08:00朝食、チェックアウト➡08:00-09:00福寿山農場➡09:00-09:30
梨山文物陳列館➡09:30-09:40桜縁丘➡09:45-10:00楓之谷1956秘密花園
➡10:30-11:45福寿山農場天池➡12:00-13:00福寿山農場で昼食➡16:00 状
況により棲蘭で休憩➡18:00台北駅解散

武陵と福寿山花果雲霧の旅（メインルート）

秘境の探索中
食事 住宿

武陵雲霧の旅（サブルート）

喬登旅行社� � ����� �����������
台北市内湖区新湖三路239号4階

一日コース 所要時間 8.5時間

08:00 ホテル出発➡慶修院➡南華林業園区桐花公園➡銅門水廉瀑布秘境翡
翠谷➡鯉魚潭の周りをサイクリング→レストラン➡Mr. Sam(山姆先生             
珈琲館)➡雲山水➡17:00 帰路 晴旅国際旅行社� ����� �� ��������

花 蓮 県吉安 郷 東 里 九街 9 3号

見逃せない花東縦谷
文化と文化財東

食事

半日コース 所要時間 5時間

09:00金城集合・出発➡中山紀念林➡823戦史館➡羅宝田神父紀念
園区➡昇恒昌金湖広場➡昼食➡莒光楼➡14:00解散

戦地の人と文化の風情
文化と文化財離島

食事

金明生旅行社� �����������
金 門 縣 金寧 鄉 盤 果 路 2 1號

一日コース 所要時間 8時間     毎週水曜日に出発

07:30台北駅出発、08:30宜蘭駅出発➡10:00 集落でのお迎え➡
10:30 狩人弁当DIY体験(竹筒飯)➡11:20 葉染めDIY➡12:00 昼食
：瑪甘風味の料理➡13:00 1000年にわたるタイヤル族の生態と知
恵の解説➡14:30 タイヤル族の楽しい餅つき➡15:00 タイヤル族
の弓矢体験➡15:30 集落のおやつ：竹筒飯＋刺葱烤肉(ネギバー
ベキュー)➡16:00帰路

楽水集落（バヌン集落）の生活体験
食事 DIY

集落文化を体験北

雁行天下国際旅行社� ����� �� ��������
宜蘭県礁渓郷礁渓路五段156号3階

半日コース 所要時間 5時間

08:00金城駅出発➡烈嶼ビジターセンター、九宮坑道➡陽山公園毋忘在
莒➡沙渓堡坑道体験➡戦備道路➡陵水湖、26拠点➡湖井頭戦史館➡西
方戦地一条街(百年風獅爺、玄天上帝廟)➡烈嶼文化館➡八達楼子

金門と小金門の生態と民俗の旅
秘境の探索離島

鄉村旅行社� ����� � � ��������
澎湖県馬公市文光路114巷3号

観光バス

案内ハンドブック 

台湾

ディープな
体験

さまざまな
テーマが

新登場×

無料
WIFI

プロの
詳しいガイド

台湾観光バスについて
台湾観光バスは、台湾交通部観光局と提携している 
旅 行 社 が 提 供 す る 観光バスサービスです。半日ま
たは一日、二日間のコース、豊富な観光路線を取り揃え
ており、事前にご予約いただければ、高鉄駅、台鉄駅、
空港、主要ホテルまでの送迎、ガイドサービスもご利
用いただけます。台湾観光バスなら、運転疲れを心配
せずに快適なご旅行がお楽しみいただけます。 

台湾観光バスは、宜蘭、東北角、野柳、陽明山、鶯歌、
台中、鹿港、武陵、日月潭、清境、阿里山、台南、高雄、
屏東、墾丁、太魯閣 ( タロコ )、澎湖、金門といった台湾
各地の観光地を網羅しています。

�

�

�

�

�

�

ご 利 用にあたっての注 意事 項

台湾観光バスの各ツアーはすべて予約制です。旅行社と
ツアーコース内容をご確認のうえお申し込みください。

台湾観光バスは原則的に半日または一日、二日間コースで
す。複数のツアーと宿泊を組み合せて二、三日のツアーを
組むこともできます。

台湾観光バスのツアーガイド料金には台湾観光バス搭乗
料金、中国語ガイド料金、保険料(責任保険料200万元、医
療保険料10万元あるいは乗客保険料140万元)が含まれて
います。代金に含まれない食事代、入場チケット料などに
つきましては代理購入サービスを受けつけております。

ホテルを集合地点とされる場合は、そのホテルの宿泊客
に限ります。

台湾観光バスのツアーコース内容は、
http://www.taiwantourbus.com.tw
記載内容に準拠します。 

実際の停留時間は日程によって
変更となる場合があります。

秘境の探索
知る人ぞ知る驚きの絶景を発見

話題の
アクティビティ
季節・地域限定の体験インスタ映えス

ポット
インフルエンサーだけが知る秘境

集落文化を体験
ディープな原住民の旅

文化と文化財
ご当地文化と歴史的な文化財

健康と癒し
心身ともにリラックスして充電

さまざまなテーマが新登場
ディープな体験

�

�

�

お問い合 わせ

介助サービス 

「台湾観光局情報サイト」taiwan.net.tw から「台湾 観光バ
ス」のウェブサイトへアクセスできます(中国語、英語、日本
語、韓国語)。

台湾交通部観光局24時間トラベルインフォメショーンフ
リーダイヤル: 0800-011-765
台湾各地のツーリストインフォメーションセンターへお問い
合わせください。

本コースは介助サービスが可能です。一週間前までに要
予約。費用は旅行社にお問い合わせください。

旅行情報ホットライン住所 / 10649台北市忠孝東路四段290号9F
Tel / +886-2-2349-1500 

E-mail / tbroc@tbroc.gov.tw
ウェブサイト / taiwan.net.tw

ＡＤ

一日コース 所要時間 8-9時間

08:50高鉄台南駅（新幹線）、台南市内のホテル、空港出発➡南鯤鯓代天
府➡布袋五四三故事館、碧沙街➡高跟鞋教堂➡昼食：布袋デカ盛り海鮮
肉圓➡嘉義～布袋港の潮間帯海上バスに乗車（湿地生態とカブトガニ、洲
南塩場、布袋塩山）➡帰路

嘉義布袋の塩田風情とカブトガニ、
海上バス1日ツアー

文化と文化財南
食事

遠達国際旅行社� ����� � � ��������
台南 市 安南区 安 和 路五 段3 9 8号



一日コース 所要時間 8時間

09:00台北駅、高鉄台北駅、台北市内各ホテル、台北松山空港出発➡象鼻
岩➡潮境公園➡阿根那造船場跡➡正濱漁港彩色屋➡和平島公園➡昼食
は自由食➡聖薩爾瓦多城並びに修道院遺跡➡基隆廟口B級グルメ（自
費）➡帰路

基隆和平島ラブツアー
食事

インスタ映えスポット北

怡容国際旅行社� ����� �����������
新 北市三 重 区仁 政 街1 2 8 - 4号1 階

インスタ映えスポット
インフルエンサーだけが知る秘境

一日コース 所要時間 8時間

08:00台北駅集合者出発、09:10MRT淡水駅集合者出発➡09:50-10:30三芝
ビジターセンター・名人物館 ➡11:20-14:20野柳風景区（昼食を含む）➡
15:00-15:30石門洞➡16:00-17:00浅水湾と芝蘭公園の海上展望台➡
17:30-18:10淡水漁人碼頭（ふ頭）➡18:10MRT淡水駅解散、19:10台北駅
解散

北海岸のロマンス
食事

インスタ映えスポット北

喬登旅行社� � ����� �����������
台北市内湖区新湖三路239号4階

一日コース 所要時間 8時間

09:00 台北駅、高鉄台北駅、台北市内各ホテル、台北松山空港出発➡南
雅奇岩➡鼻頭角遊憩区➡福隆ビジターセンター、昼食➡三貂角灯台➡
北関観潮➡外澳ビジターセンター➡雪山トンネル➡帰路

東北角黄金海岸線
食事

インスタ映えスポット北

怡容国際旅行社� ����� �����������
新 北市三 重 区仁 政 街1 2 8 - 4号1 階

二日間 所要時間 二日間

1日目
08:00台北駅、台北市内各ホテル出発➡10:00-12:00清水地熱➡12:15-13:30
福美田園レストラ➡14:00-14:30四結金身土地公廟➡14:45-16:30中興文創
園区➡16:45ホテル（チェックイン）➡17:30羅東夜市
2日目
09:20-11:30冬山河生態系のオアシス(乗船を含む)➡11:50-13:00冬山老街

（古い町並み）➡13:20-14:50宜蘭餅発明館(DIY)➡15:10-16:30壮囲砂丘観
光サービスパーク➡16:40帰路

宜蘭の旧市街を探索
インスタ映えスポット北

食事 DIY宿泊

飛行家旅行社� ����� �����������
台北市 中山区 南 京 東 路1 段 2 5 号1 1 階

二日間 所要時間 二日間

1日目
08:00台北駅出発➡10:15-14:00花露農園で下車(昼食：The Forest Museum(
寨酌然野奢荘園)& Orange Farmhouse(橘舍三食))➡15:15-17:10旧山線レ
ールバイク➡17:20抵達西湖リゾート
2日目 
10:30二本松案内所➡11:30雪見ビジターセンター(昼食)➡15:00象鼻吊橋➡
16:00士林攔河堰➡17:30帰路：台北へ➡19:00 台北駅解散

苗栗のインスタ映えスポット、
快適サイクリング2日プラン

インスタ映えスポット中
食事 宿泊

喬登旅行社� � ����� �����������
台北市内湖区新湖三路239号4階

一日コース 所要時間 8時間

Aプラン（1月～10月限定）
09:40官田ビジターセンター➡11:00徳元埤荷蘭村➡12:00昼食：174翼騎士
駅站➡14:00仙湖農園➡16:00山上花園水道博物館➡17:00解散

Bプラン（11月～12月：ラクウショウのシーズン限定）
09:40官田ビジターセンター➡11:00六甲ラクウショウの森➡12:00昼食：
174翼騎士駅站➡14:00 仙湖農園➡16:00山上花園水道博物館➡17:00解散

南瀛日帰りプラン
インスタ映えスポット南

食事

金建旅行社� ����� ����������
高 雄 市 前金 区中 華三 路1 2 8号3 階

一日コース 所要時間 8時間

ちょぴり贅沢ヨットツアー：午前コース（午後コース 11:00～18:30）
06:30MRT古亭駅出発➡07:30烏石港ヨットハーバー➡08:00ヨットで牛奶海へ、
SUP体験または海釣りとバーベキュー➡12:00-14:00烏石漁港の小旅行➡14:00
烏石港から台北へ

セーリング体験：午前コース（午後コース 11:00～18:30）
06:30MRT古亭駅出発➡07:30烏石港ヨットハーバー➡08:00-12:00基礎知
識、セーリング体験➡12:00帰航➡13:00-14:00烏石漁港の小旅行➡14:00烏
石港から台北へ

亀山島 B-1ちょっぴり贅沢ヨットツアーと
B-2セーリング体験

インスタ映えスポット北
食事

真心国際旅行社� ����� �����������
台北市 文山区 ルーズベルト路六段107号1 階

一日コース 所要時間 8時間

08:00台北駅、高鉄桃園駅集合・出発➡09:00-11:00 100年の歴史をもつ福源
老茶廠（茶工場）➡11:30-12:30三坑老街（古い町並み）&自然生態園区➡
12:30-13:30 老街で昼食➡14:00-15:30 石門ダム楓遊歩道&嵩台➡15:30晴
耕雨読小書院➡17:00 帰路

お茶の香り、美しい客家の
インスタ映えスポット

食事
インスタ映えスポット北

大確幸旅行社� ����� �� � �������
桃 園 市平 鎮 区復 旦 路二 段1 17 巷1 9 号

一日コース 所要時間 8時間

08:00台北駅、高鉄台北駅、台北市内各ホテル、台北松山空港出発➡09:00高
鉄新竹駅➡09:10新竹市内各ホテル➡峨眉天主堂➡峨嵋湖➡獅頭山風景区
➡昼食：歇心茶楼➡北埔老街（古い町並み）で擂茶体験➡帰路

楽しい新竹獅頭山の旅
インスタ映えスポット北

食事 DIY

怡容国際旅行社� ����� �����������
新 北市三 重 区仁 政 街1 2 8 - 4号1 階

一日コース 所要時間 8時間

08:00花蓮市内各ホテル、花蓮駅出発➡吉利潭➡富興社区鳳梨公園➡太巴塱
部落（自由食）➡鳳林小鎮漫遊➡鳳林の美食➡開心農場➡阿美小米（アワ）
文化館➡花蓮市内各ホテル、花蓮駅解散

縦谷鳳林のスローシティ
インスタ映えスポット東

明利旅行社� ����� �������������� ��������
台北市中山区吉林路12-3号2階/花蓮市富陽路20号

一日コース 所要時間 8時間

08:00花蓮市内各ホテル出発、08:30花蓮駅出発➡新城老街（古い町並み）巡
り➡新城海堤(天空の梯)➡Greenﾠhillsﾠhub(青色山脈舒活館)でヘルシー
な昼食➡山度空間➡牛山呼庭の秘境➡コンテナ型スターバックス➡花蓮市
内各ホテル、花蓮駅解散

花蓮のインスタ映え秘境
インスタ映えスポット東

食事

明利旅行社� ����� �������������� ��������
台北市中山区吉林路12-3号2階/花蓮市富陽路20号

一日コース 所要時間 8-9時間

08:00-08:40台鉄台中駅、高鐵台中駅、台中市内各ホテル出発➡多肉植物の
秘境➡楽しいフルーツ狩り➡昼食➡頭社のワスレグサと活盆地の体験➡270
度展望台➡17:30-18:30 帰路：台中へ

季節限定：日月潭ワスレグサの花畑、
心身共に癒しの旅

インスタ映えスポット中
食事 DIY

華府旅行社� ����� � � ���������
台中 市 西区公 益 路 3 6 7号10 階の2

一日コース 所要時間 7-8時間

08:30台南市内のホテル出発➡七股塩山登り体験➡【冬】クロツラヘラサ
ギ観察小屋(10月~3月)【夏】青鯤鯓青山漁港、扇形塩田➡昼食：将軍区の
レストラン➡馬沙溝3Dアートビレッジ➡北門水晶教会➡北門洗滌観光工
場➡双春浜海遊憩区➡井仔脚瓦盤塩田で天秤棒担ぎ体験➡高鉄台南駅
または高鉄嘉義駅解散

楽しい台南西浜の大自然
インスタ映えスポット南

食事 DIY

翔麟旅行社� � ����� � � ��������
台南市南区中華南路二段300巷5号1.2階

一日コース 所要時間 8時間

08:20-08:30礁渓駅および礁渓各ホテル、宜蘭駅および宜蘭各ホテル出発
➡中間地点の案内所(旧太平山索道の中間地点)➡白嶺巨木を経由➡翠
峰湖➡昼食：太平山荘➡太平山蹦蹦車（トロッコ列車）の旅（自費）➡雲
海観賞➡帰路

宜蘭太平山翠峰湖自然の旅
食事

インスタ映えスポット北

怡容国際旅行社� ����� �����������
新 北市三 重 区仁 政 街1 2 8 - 4号1 階

一日コース 所要時間 8時間

08:00台北駅出発➡10:15-14:00 花露農園で下車(昼食：The Forest Museum(
寨酌然野奢荘園)& Orange Farmhouse(橘舍三食))➡15:15-17:10旧山線レ
ールバイク➡17:10帰路➡19:00台北駅解散

苗栗のインスタ映えスポット、
快適サイクリング日帰りの旅

食事
インスタ映えスポット中

喬登旅行社� � ����� �����������
台北市内湖区新湖三路239号4階

一日コース 所要時間 11時間

07:30台北駅出発➡09:30紙博館➡10:30潭雅神緑園道～サイクリング体験
➡12:40昼食：新月梧桐～国立台湾美術館➡13:50審計新村➡15:15台中国
家歌劇院➡18:30台北駅解散

文芸青年、インフルエンサー、
台中サイクリングの旅

食事
インスタ映えスポット中

宏祥旅行社� ����� �����������
台北市 松 江 路1 9 0 号4 階

半日コース 所要時間 4時間

08:00花蓮市内各ホテル、08:30花蓮駅出発➡山度空間➡牛山呼庭の秘境
➡新天堂約園コンテナ星巴克：スターバックス➡Green hills hub（青色山
脈舒活館）でヘルシーな昼食➡新城老街（古い町並み）巡り➡新城海堤（
天空の梯）➡花蓮市内
各ホテル、花蓮駅解散

花東縦谷のインスタ映え聖地
インスタ映えスポット東

明利旅行社� ����� �������������� ��������
台北市中山区吉林路12-3号2階/花蓮市富陽路20号

一日コース 所要時間 8時間

08:50台北駅、台北市内各ホテル出発➡10:30張美阿嬤農園(DIYと有機野菜
の収穫とタイワンジカのエサやり体験)➡12:20福美田園レストラン➡13:50
内城社区農村耕運機リヤカーの旅➡15:30金車カバランウイスキー蒸留所
➡16:30帰路

宜蘭を味わうアグリツーリズム
食事

インスタ映えスポット北

飛行家旅行社� ����� �����������
台北市 中山区 南 京 東 路1 段 2 5 号1 1 階

一日コース 所要時間 8時間

08:50台北駅、台北市内各ホテル出発➡10:30-11:30 忍者村➡11:40-13:00 
甕窯鶏(鶏の窯焼き)セット料理➡13:30-14:10宜蘭開拓の祖「呉沙旧居」
➡14:30-15:20 Herbelle 龍潭湖畔悠活園区➡15:30-16:20 潭酵天地観光
工場➡16:30帰路

宜蘭の幻想的な親子の旅
食事

インスタ映えスポット北

飛行家旅行社� ����� �����������
台北市 中山区 南 京 東 路1 段 2 5 号1 1 階

一日コース 所要時間 8-9時間

08:00-08:40台鉄台中駅、高鐵台中駅、台中市内各ホテル
出発➡世界で最も美しいサイクリングロード➡昼食➡ク
ルージング日月潭➡日月潭ロープウェイ➡日月潭文武廟➡17:30帰路

陸空海の体験、日月潭の美
食事

インスタ映えスポット中

華府旅行社� ����� � � ���������
台中 市 西区公 益 路 3 6 7号10 階の2

半日コース 所要時間 6時間     13:30-19:30

11/1～3/31のコース：
ホテル(出発)➡澎湖ビジターセンター➡跨海大橋(白沙側)➡小池角双曲
橋➡池東大菓葉玄武岩➡二崁集落➡大義宮➡澎湖空港➡ホテル➡山水
沙灘(山水ビーチ)

4/1～10/31のコース：
ホテル(出発)➡澎湖ビジターセンター➡跨海大橋(西嶼側)➡池西岩瀑(九
孔瀑布)と小池角双曲橋➡二崁集落➡大義宮➡澎湖空港➡ホテル➡山水
沙灘(山水ビーチ）

澎湖のインフルエンサー、島の夢：北島専用車

インスタ映えスポット離島

雄獅旅行社� ����� �����������
台北市 内 湖 区石潭 路1 51号

一日コース 所要時間 8時間

08:50台北駅、台北市内各ホテル出発➡10:00-13:20旧草嶺環状線サイクリン
グロード&昼食➡14:00-14:40頭城老街（古い町並み）➡15:00-15:50Herbel-
le龍潭湖畔悠活園区➡16:00-16:30橘之郷蜜餞形象館(AGRIOZ Museum + 
Cafe)➡16:45-18:00帰路

大自然の洗礼のんびり旅
食事

健康と癒し北

飛行家旅行社� ����� �����������
台北市中山区南京東路1段25号11階

一日コース 所要時間 8時間

07:30台北駅出発、08:00板橋駅出発➡10:00清泉芸術之森＋清泉吊橋➡
10:30将軍湯の足湯➡11:00張学良文化園区➡11:50竹林養生村、五峰狩
人学校➡12:20 昼食：原住民風味の料理またはバーベキュー➡13:20 狩猟
文化体験➡14:30古集落巡り➡16:30帰路➡18:00板橋駅解散、18:30台北
駅解散

新竹五峰の集落で森を読む
食事

健康と癒し北

巨豐旅行社� ����� �����������
新北市板橋区成功路46号

一日コース 所要時間 9-10時間

08:00-08:40台中集合・出発➡孟宗竹林➡十二生肖彎
(十二支カーブ)➡昼食➡杉林渓森林生態園区➡松林
町妖怪村➡17:30-18:30帰路

一年中最適～杉林渓の散策
食事

健康と癒し中

華府旅行社� ����� � � ���������
台中市西区公益路367号10階の2

翰翔旅行社� ����� � � ���������
台中市西区公益路367号13 F-4

一日コース 所要時間 8-9時間

08:00-08:40台中集合・出発➡Cona'sチョコレートドリームキャッスル➡
昼食➡清境農場（青青草原）➡清境農場ビジターセンター➡17:30-18:30
帰路

童話の幻想的なお城～清境
食事

健康と癒し中

華府旅行社� ����� � � ���������
台中市西区公益路367号10階の2

翰翔旅行社� ����� � � ���������
台中市西区公益路367号13 F-4

一日コース 所要時間 10時間

08:30台北駅出発➡09:30-10:00万万里幸福広場➡10:15-11:45獅頭山公園・
燭台対峙➡11:50-12:20足湯➡12:30-13:20兄弟食堂➡13:20-13:50金山
（金包里）老街（古い町並み）➡14:30-15:00小油坑➡15:20-17:00陽明山
➡18:00台北駅解散

台北愛しの山と海
食事

健康と癒し北

宏祥旅行社� ����� �����������
台北市中山区松江路190号4F 

心身ともにリラックスして充電

一日コース 所要時間 8時間

08:30-09:00台北駅、台北市内各ホテルおよび各MRT駅出発➡十三行博物
館と新北考古公園➡桃楽絲森林(八里柚香農園)の絶品ランチ➡観音山ビ
ジターセンター（林梢遊步道、猛禽館）➡八里渡船頭老街（古い町並み）、
八里左岸公園➡帰路 

観音山に抱かれる 左岸の旅
食事

健康と癒し北

創新旅行社� ����� �����������
台北市大同区南京西路205号2階

一日コース 所要時間 8時間

08:50台北駅、台北市内各ホテル出発➡10:30-11:30新寮瀑布遊歩道➡
11:40-13:00中山土鶏城➡13:30-15:00宜農牧場➡15:30-16:30R.Den 
Dessert Factory(亜典蛋糕密碼館)➡16:40-18:00帰路

宜蘭の自然生態系
食事

健康と癒し北

飛行家旅行社� ����� �����������
台北市中山区南京東路1段25号11階

一日コース 所要時間 8時間

08:00台北駅（東三門）集合・出発、08:30板橋駅（北門）集合・出発➡
10:00-10:40愛情合興駅➡10:40-11:40好客好品希望工場園区➡
11:40-13:00内湾老街（古い町並み）巡り（昼食は自由食）➡13:30-16:30大
山背人文園区➡16:30帰路➡18:00板橋駅、台北駅解散

ロマンチックな台3線～内湾＋横山大山
食事

健康と癒し中

巨豐旅行社� ����� �����������
新北市板橋区成功路46号

一日コース 所要時間 7-8時間

08:30高鉄台南駅、台南市内のホテル出発➡鰲鼓生態湿地➡口湖観光客
センター➡昼食➡向禾休閒漁場：蔡牽海賊村➡故宮博物院南部分館➡
高鉄嘉義駅解散

湿地の生態、
故宮博物院南部分館見学ツアー

食事
健康と癒し南

翔麟旅行社� ����� � � ��������
台南市南区中華南路二段300巷5号1.2階

一日コース 所要時間 8時間

08:00台北出発、09:00宜蘭出発➡09:30-10:30楽しい有機田園➡10:30-12:00ス
カイラインが望 める屋 外プール➡ 1 2 : 0 0 - 1 3 : 0 0 有 機 農 園 風 味の料 理 ➡
13:30-14:30ﾠStonboﾠLodge(蜻蜓石)のスローライフ（軽食、コーヒーとお茶の
飲み放題）➡14:30-16:00農場でのんびり午後を過ごす(アフタヌーンティー)➡
16:00帰路

Stonbo Lodge（蜻蜓石）有機体験
食事

健康と癒し北

雁行天下国際旅行社� ����� �� ��������
宜蘭県礁渓郷礁渓路五段156号3階

一日コース 所要時間 8時間

08:00台北駅、高鉄桃園駅出発➡11:00-11:30拉拉山生態教育館➡11:30-12:00
昼食：お弁当➡12:00-15:00拉拉山自然保護区、拉拉山巨木群➡15:00-18:00帰
路、途中で特産物を購入：旬の果物

拉拉山 心「林」の宴
食事

健康と癒し北

大確幸旅行社� � ����� �� � �������
桃園市平鎮区復旦路二段117巷19号

半日コース 所要時間 4時間

08:00-08:30恒春、墾丁エリアのホテルまでお迎え➡佳楽水➡港口吊橋➡
龍磐公園➡鵝鑾鼻➡貝殼砂島➡船帆石➡帰路

恒春半島東海岸線
健康と癒し南

屏東旅行社� � ����� �� ��������
屏東県恒春町中正路30号

一日コース 所要時間 8-10時間

08:00-09:00台北駅、高鉄桃園駅出発➡09:30-11:00観新藻礁生態環境教室＋
海螺文化体験園区➡11:00-11:45永安漁港➡12:00-12:30昼食：牽罟飯(地引き
網漁師の弁当)➡12:30-13:30DIY活動／ブイアート➡13:30-16:30新屋緑色走
廊～観海亭～新屋石滬故事館～新屋蚵間百年石滬群～漂流木公園～福興宮
～永安漁港に戻る途中で夕日を観賞

台湾唯一の海洋客家文化を体験
食事 DIY

健康と癒し北

大確幸旅行社� � ����� �� � �������
桃園市平鎮区復旦路二段117巷19号

二日間 所要時間 二日間

1日目
08:00-09:00台北駅、高鉄桃園駅出発➡09:30-14:00魅力金三角のアクティビティに参
加、伝統衣装、米料理または伝統帽子飾りDIY（自費）、忠貞市場を見学し雲南、ミャン
マー、タイ、インドネシア、眷村などさまざまな国のグルメを知る、国旗屋、歓迎の歌と
ダンス、グルメを楽しむ➡14:30-16:30自由行動➡17:00-18:30中壢牛肉麺➡19:00中壢
フーロンホテル(福容飯店)または同等クラスのホテルに宿泊(2人部屋）
2日目
09:30-11:00観新藻礁生態環境教室、海螺文化体験園区➡11:00-11:45永安漁港➡
12:00-12:30昼食：牽罟飯(地引き網漁師の弁当)➡12:30-13:30DIY活動、ブイアート
➡13:30-16:30新屋緑色走廊～観海亭～新屋石滬故事館～新屋蚵間百年石滬群～
漂流木公園～福興宮～永安漁港に戻る途中で夕日を観賞➡16:30-17:30帰路

異国情緒と海洋客家文化の新感覚を味わう

健康と癒し北
食事 DIY宿泊

大確幸旅行社� � ����� �� � �������
桃園市平鎮区復旦路二段117巷19号

二日間 所要時間 二日間

1日目
07:30台北駅出発、板橋駅出発➡08:00高鉄新竹駅、高鉄苗栗駅、台鉄新
竹駅、台鉄苗栗駅、各ホテル出発➡獅頭山景区➡十二寮レジャー農園およ
び昼食➡細茅埔吊橋➡峨眉環湖遊歩道、電動ボートクルージング（自費）

2日目
ホテル出発➡新瓦屋客家文化保存区➡照門レジャー農業エリアおよび
昼食➡新埔郷農会、新農民市場➡関西牛欄河親水公園➡愛情合興駅
➡帰路

客家のスローライフ レジャー農場ツアー

健康と癒し中
食事 宿泊

竹企旅行社� � ����� �� ��������
新竹市民生路16号

二日間 所要時間 二日間

1日目
07:00台北市内のホテル、台北駅、松山空港出発、08:10高鉄新竹駅出発➡
竹東で小休憩➡昼食：雪霸レジャー農場➡雲海カフェでアフタヌーンティ
ー➡夕食：雪霸農園➡農園の紹介➡星光の夜（当日の天候による）

2日目
モーニングコール➡野馬に向かい森林歩道の景色を楽しめます➡雪霸国
家公園、観霧遊楽区➡昼食➡清泉張学良旧居➡高鉄新竹駅解散➡台北
駅解散

雪霸国家公園で霧と自然の景色を観賞

健康と癒し中
食事 宿泊

怡容国際旅行社� � ����� �����������
新北市三重区仁政街128-4号1階

二日間 所要時間 二日間

1日目
08:00台北駅、高鉄桃園駅出発➡11:00-11:30拉拉山生態教育館➡11:30-12:00昼食：
お弁当➡12:00-15:00拉拉山自然保護区、拉拉山巨木群➡17:00達観農園：自由行動
➡17:30 DIY餅つき体験➡18:00農場風味の夕食と夜の星空観賞を楽しむ
2日目
09:00拉拉山季節のイベント➡11:00昼食➡14:00羅浮泰雅温泉公園、小米園区の
探索、DIY小米酒(粟酒)➡16:30帰路

拉拉山 心「林」の宴
健康と癒し北

食事 DIY宿泊

大確幸旅行社� � ����� �� � �������
桃園市平鎮区復旦路二段117巷19号

健康と癒し

半日コース 所要時間 5時間

ホテル➡澎湖ビジターセンター➡山水沙灘(山水ビーチ)で波乗り➡風櫃
聴涛➡林投公園(貝殻教会の近く)➡菓葉灰窯➡南寮古厝(古民家)ブイの
秘境➡澎湖空港➡帰路

澎湖のインフルエンサー、
島の夢：南島専用車

インスタ映えスポット離島

雄獅旅行社� ����� �����������
台北市 内 湖 区 石潭 路1 51号

話題のアクティビティ
季 節・地 域 限 定の 体 験

一日コース 所要時間 8時間

冬限定（11月～12月）
09:00集合➡冬の双渓ツアー：草嶺古道ススキフェスティバルを体験➡昼食：
淡蘭弁当、下山後に大里天公廟を参拝➡双渓斯陋カフェでアフタヌーンティ
ーまたは双渓の小さな町を散策、地元民によるコーヒーの話を聞く➡帰路
春季1-3月限定
09:00集合➡山中ベニスをのんびりサイクリング、双渓茶花荘でお茶を味わう、
100年の歴史をもつ鍛冶屋、双渓三忠廟、旧渡船乗り場、双渓教会、連挙人宅、
清朝の満天星土地公、茶花荘でお茶を味わう➡大衆食堂で郷土料理を味わう
➡山中ベニス農場で農家DIY体験➡必見のインスタ映えスポット：三貂角灯台➡
帰路
夏季4-5月限定
14:00集合➡ベニスをのんびりサイクリング➡山中ベニス農場ガイド➡風味を
楽しむ夕食➡「ホタル」の観賞会～小さな提灯でホタル探し➡帰路
秋季6-9月限定
09:00集合➡ベニスをのんびりサイクリング➡大衆食堂で郷土料理を味わう
➡必見のインスタ映えスポット：三貂角灯台➡双渓河畔でパドリング、
サンセットカヤック➡帰路

四季を読む～双渓の山中威尼斯
（山の中のベニス）

話題のアクティビティ北
食事

台北国际联合旅行社� ����� ��� ��������
台北市 中山区 建 國 北 路二 段1 3 7号3 階

一日コース 所要時間 8時間

09:00台北駅出発➡TSMC台積創新館を探索➡老郭農荘➡17Kmの海岸線
サイクリングロード➡海山漁港展望台➡南港駅➡新竹都城隍廟➡帰路

100年の歴史をもつテクノロジーの町を探索
話題のアクティビティ北

竹企旅行社� ����� �� ��������
新 竹 市民 生 路16 号

一日コース 所要時間 8時間

08:30台北駅出発、09:30礁渓駅出発➡10:00エビ釣り堀で無毒のオニテナ
ガエビ釣り体験➡11:00無毒のオニテナガエビのバーベキュー➡11:30漁村
のシェフによる料理➡13:30牛による農耕体験➡16:00帰路

牧牛の生態系体験
話題のアクティビティ北

食事 DIY

雁行天下国際旅行社� ����� �� ��������
宜蘭 県 礁 渓 郷 礁 渓 路五 段1 5 6 号3 階

一日コース 所要時間 8時間

08:30台北駅出発、09:30礁渓駅出発➡10:00集合(活動センター)→10:10鑑
賞(摺子戯)➡11:40歌仔戯(台湾オペラ)文化➡体験(衣装体験、写真撮影、
扇子絵付け体験)➡12:30昼食：勝洋水草レストランで農村の軽食➡13:30
勝洋水草レジャー農場巡りとクラフト体験➡16:00帰路

歌仔戯（台湾オペラ）とクラフト体験
話題のアクティビティ北

食事

雁行天下国際旅行社� ����� �� ��������
宜 蘭 県 礁 渓 郷 礁 渓 路五 段1 5 6 号3 階

二日間 所要時間 二日間     毎週火、木、土のみ

1日目
08:00台中駅出発、08:30高鉄台中駅出発➡台湾で最も高い滝「蛟龍大瀑
布」➡石鼓盤観光大橋➡来吉集落を散策➡集落体験～イノシシDIY➡華
山小天梯➡民宿

2日目
雲嶺之丘➡五元両角➡九芎神木➡草嶺地質公園➡万年峡谷➡帰路

雲嘉（雲林と嘉義）
の美しい山林の景色の旅

話題のアクティビティ中
食事 宿泊

元帥旅行社� ����� � � ����������
台中 市西区公 益 路161号1 1F、C 室

二日間 所要時間 二日間     毎週火、木、土のみ

1日目
07:30台中駅出発、08:00高鉄台中駅出発➡梅子夢工場➡新
中横景観公路～塔塔加ビジターセンター➡台湾公式の神
木ランキング第2位：鹿林神木➡知る人ぞ知るスポットを
探索～水山線【新八景の水山巨木】➡ホテル

2日目
阿里山森林遊楽園【新八景の香林拱橋（香林アーチ橋）、神怡流瀑（渓
流）、神木遺跡、慈雲寺の景色】➡奮起湖老街（古い町並み）➡帰路

阿里山、新中横の美しい神木を訪ねて
話題のアクティビティ中

食事 宿泊

元帥旅行社� ����� � � ����������
台中 市西区公 益 路161号1 1F、C 室

半日コース 所要時間 4.5時間

恒春／墾丁エリアのホテルまでお迎え➡マリンアクティビティ4つのコー
スからいずれかを選択（A.国立海洋生物博物館、B.紅柴坑の半潜水艇、
C.恒春古城サイクリング、D.後壁湖3-in-1マリンアクティビティ）➡猫鼻
頭➡関山➡帰路

恒春半島の西海岸線
話題のアクティビティ南

屏東旅行社� ����� �� ��������
屏東 県恒春 町中正 路 3 0 号

一日コース 所要時間 8時間

午前コース 08:30MRT古亭駅 集合・出発➡10:00烏石港碼
頭（ふ頭）到着➡10:30出航～ホエールウォッチングと亀山
島一周➡13:00烏石港碼頭（ふ頭）帰港➡13:30-15:00田園の交響曲～蔵酒酒
荘(蔵酒ワイナリー)ガイドとDIY➡16：00MRT古亭駅解散
午前コース 11：00MRT古亭駅 集合・出発➡12：30烏石港碼頭（ふ頭）到着
➡13：00出航～ホエールウォッチングと亀山島一周➡15：30烏石港碼頭（ふ
頭）帰港➡16：00~17：30田園の交響曲～蔵酒酒荘(蔵酒ワイナリー)ガイドと
DIY➡18：30 MRT古亭駅解散

亀山島Aホエールとイルカウォッ
チングツアー

インスタ映えスポット北
DIY

真心国際旅行社� ����� �����������
台北市 文山区 ルーズベルト路六段107号1 階

半日コース 所要時間 4時間     ツアー時間：08:30～12:30、13:30～17:30

玉里駅、民宿出発➡赤科山(土地公廟、千噸石亀、ミニスイス農場、汪家古厝、
ワスレグサ通り、赤科三巨石)➡玉里旧鉄橋：ユーラシアプレートとフィリピン
海プレートの境界➡玉里駅解散

玉里赤科の風情
健康と癒し東

翔天国際旅行社� ����� ��� �������
台東市伝広路198号

一日コース 所要時間 8-9時間

10:00-10:30台鉄台中駅出発➡宮原眼科➡第二市場➡台中で人気の軽井沢火
鍋（鍋料理）➡台中国家歌劇院➡彩虹眷村➡高美湿地➡帰路

アーバンアートの美：台中高美湿地
食事

インスタ映えスポット北

華府旅行社� ����� � � ���������
台中 市 西区公 益 路 3 6 7号10 階の2

一日コース 所要時間 8.5時間

08:00-08:30恒春、墾丁エリアのホテルまでお迎え➡佳楽水➡港口吊橋➡
龍磐公園➡鵝鑾鼻➡貝殼砂島➡船帆石➡昼食➡マリンアクティビティ4
つのコースからいずれかを選択(A.海生館、B.紅柴坑の半潜水艇、C.恒春
古城サイクリング、D.後壁湖3-in-1マリンアクティビティ)➡猫鼻頭➡関山
➡帰路

恒春半島全島ツアー
食事

健康と癒し南

屏東旅行社� � ����� �� ��������
屏東県恒春町中正路30号

清境で一泊～壮大な山の景色を楽しむ
健康と癒し中

食事 DIY宿泊

二日遊 所要時間 二日間

1日目
08:00-08:40台中集合・出発➡Cona'sチョコレートドリームキャッスル➡昼食
➡清境農場(青青草原)➡清境農場観光客センター➡清境民宿

2日目
百岳石門山➡武嶺➡昼食➡台一生態レジャー農場➡17:30-18:30帰路

華府旅行社� ����� � � ���������
台中市西区公益路367号10階の2

花東色とりどりの山と海の恋

健康と癒し東

二日間 所要時間 二日間

1日目
花蓮駅、花蓮市内のホテル集合・出発➡光復糖廠➡瑞穂牧場➡昼食：池上米
郷➡池上伯朗大道サイクリング(オプション➡関山米国学校DIY(オプション)➡
武陵緑のトンネル➡台東市内および知本エリアのホテル（夕食は自由食）

2日目
台東駅、台東市内および知本エリアのホテル出発➡加路蘭➡東河

泰源幽谷(車内ガイド)➡アミ族民俗センター➡三仙台➡昼食：
長浜➡石門遊憩区➡新社梯田➡豊浜天空歩道（自費）➡

花蓮駅、花蓮市内のホテル解散（夕食は自由食）

崑合碩旅行社� ����� �����������
台北市中正区北平西路6号9階の3

二日間 所要時間 二日間

1日目 10:00花蓮市内各ホテル出発、10:30花
蓮駅出発➡鉄道文化園区➡燕子口步道➡九曲
洞步道➡布洛湾台地➡長春祠➡七星潭、七星柴
魚博物館➡花蓮市内各ホテル、花蓮駅解散

2日目 10:00花蓮市内各ホテル出発、10:30花蓮駅出発➡蕃薯寮休息区➡
大石鼻山歩道➡親不知子海上古道➡石梯坪➡石梯漁港➡石門遊憩区➡石
門洞➡新社梯田➡芭崎見張台➡花蓮市内各ホテル、花蓮駅解散

山々に囲まれて波の音を聞く2日プラン
インスタ映えスポット東

明利旅行社� ����� �������������� ��������
台北市中山区吉林路12-3号2階/花蓮市富陽路20号

二日間 所要時間 二日間     毎週水、金、日に出発

1日目
07:00台中駅出発、07:30高鉄台中駅出発➡武嶺から望む山々➡福壽山農
場➡福寿山天池➡梨山文物陳列館➡梨山ビジターセンター➡ホテル

2日目
武陵農場(七家湾渓内で保育に成功した台湾の国宝魚「タイワンマス」)➡
合歓尖山の風景、松雪樓から眺望する奇萊連峰➡台中解散

福寿山、梨山、武陵のカラフルな四季
話題のアクティビティ中

食事 宿泊

元帥旅行社� ����� � � ����������
台中 市 西区公 益 路161号1 1F、C 室

一日コース 所要時間 8時間

07:50板橋駅/08:20台北駅➡09:30陰陽海展望台➡10:40 霊鳩山 心を癒す旅
(座禅体験、専門家のガイド)➡12:20ヘルシーなベジタリアン料理➡14:00 
フーロンホテル(福容飯店)でアフタヌーンティ➡15:00旧草嶺トンネル➡
16:45 帰路➡18:10台北駅解散➡18:40板橋駅解散

霊鳩山、ヘルシーアフタヌーンティー、
旧草嶺トンネルの旅

食事
健康と癒し北

巨豐旅行社� ����� �����������
新北市板橋区成功路46号

一日コース 所要時間 7-8時間

08:00-08:40台中集合・出発➡東豊自行車（自転車）緑廊➡昼食：田媽媽
森林珈琲屋➡東勢林場➡東勢林業文化園区➡17:30-18:30帰路

東勢林場～緑の回廊をサイクリング
食事

健康と癒し中

翰翔旅行社� ����� � � ���������
台中市西区公益路367号13 F-4


