


士林官邸／士林官邸
Chiang Kai-Shek Shilin Residence

(02)2883-6340   台北市福林路 60号

臺北市孔廟／台北孔廟トラベルサービスセンター
Taipei Confucius Temple
(02)2592-3924   台北市大龍街 275号

松山文化創意園區／松山文化創意園区
Songshan Cultural and Creative Park

(02)2765-1388   台北市光復南路 133号

華山 1914文化創意產業園區／
華山 1914文化創意產業園区
Huashan 1914 Creative Park

(02)2358-1914   台北市八德路 1段 1号

臺北故事館／台北故事館
Taipei Story House
(02)2587-5565   台北市中山北路 3段 181号之 1

國立臺灣博物館／国立台湾博物館
National Taiwan Museum

(02)2382-2566   台北市襄陽路 2号

12座臺北市旅遊服務中心 
12箇所の台北市観光案内所
12 Visitor Information Centers in Taipei

（詳細 P. 57参照）

MRT各駅
All Stations of MRT Lines

伊是咖啡／ ISコーヒー
Is Coffee

摩斯漢堡／モスバーガー
Mos Burger 

亞典圖書公司／亜典書店
Art Land Book Co. Ltd.
(02)2784-5166     台北市仁愛路 3段 122号

誠品書店／誠品書店
eslite Bookstore 

金石堂書店／金石堂書店
Kingstone Bookstore 

臺北市政府觀光傳播局
台北市政府観光傳播局
Department of Information and Tourism,

Taipei City Government

1999 内線 7564    台北市市府路 1号 4階 

台湾桃園国際空港第一ターミナル
到着ロビーのインフォメーションカウンター
Tourist Service Center at Arrival Lobby,

Taiwan Taoyuan International Airport
(03)398-2194    桃園県大園郷

台湾桃園国際空港第二ターミナル
出国ロビーのトラベルサービスセンター
Tourist Service Center at Arrival Lobby,

Taiwan Taoyuan International Airport

(03)398-3341    桃園県大園郷

美國在臺協會／アメリカ在台湾協会
American Institute in Taiwan

(02)2162-2000    台北市信義路 3段 134巷 7号

遠企購物中心／遠企ショッピングセンター
Taipei Metro the Mall

(02)2378-6666 内線 6580

台北市敦化南路 2段 203号

國語日報語文中心／国語日報語学センター
Mandarin Daily News (Language Center)

(02)2341-8821    台北市福州街 2号

臺北市立美術館／台北市立美術館
Taipei Fine Arts Museum

(02)2595-7656    台北市中山北路 3段 181号

聖多福天主教堂／聖多福カトリック教会
St. Christopher Catholic Church

(02)2594-7914    台北市中山北路 3段 51号

士林區公所／士林区役所
Shilin District Office
(02)2882-6200 内線 8725                     
台北市中正路 439号 8階

臺北士林劍潭活動中心
台北士林剣潭市民センター
Shilin Chientan Overseas Youth Activity Center
(02)2885-2151    台北市中山北路 4段 16号

南港軟體工業園區／南港ソフトパーク
Nangang Software Park

(02)2655-3093 内線 124

台北市三重路 19-10号 2階

臺北美國學校／アメリカンスクール
Taipei American School
(02)2873-9900    台北市中山北路 6段 800号

國立中正記念堂／国立中正記念堂
National Chiang Kai-Shek Memorial Hall
(02)2343-1100

台北市中山南路 21号

台北當代藝術館／MOCA Taipei
Museum of Contemporary Art Taipei
(02)2552-3720     台北市長安西路 39号

官邸藝文沙龍／官邸アートサロン
Mayor’s Residence Arts Salon
(02)2396-9398    台北市徐州路 46号

臺北國際藝術村／台北国際芸術村
Taipei Artist Village
(02)3393-7377    台北市北平東路 7号

台北二二八紀念館／台北二二八紀念館
Taipei 228 Memorial Museum
(02)2389-7228    台北市凱達格蘭大道 3号

交通部観光局旅遊服務中心
交通部観光局トラベルサービスセンター
Travel Service Center, Tourism Bureau, M.O.T.C

(02)2717-3737    台北市敦化北路 240号

西門紅樓／紅楼シアター
The Red House
(02)2311-9380    台北市成都路 10号

光點台北／光点台北
SPOT-Taipei Film House

(02)2778-2991    台北市中山北路 2段 18号

台北市政府市民服務組   
台北市役所市民サービスカウンター
The public service group of Taipei City 

Government

(02)2720-8889／ 1999 内線 1000                   
台北市市府路 1号

北投溫泉博物館／北投温泉博物館
Beitou Hot Springs Museum

(02)2893-9981   台北市中山路 2号
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視覚と味覚で楽しめるテーマレストラン
台北には、アイデアたっぷりのテーマレストランがたくさんあります。独特のインテ

リア、ライティング、音響、アートオブジェやショーなどを取り入れ、魅力的な食事空

間を演出しています。その独特の雰囲気が漂う空間で、しばし現実を離れて、おいしい

料理に舌鼓を打てば、豊かな視覚と味覚が交錯する中、身も心も満たされます。

グルメにマジックという要素を取り入れたら、食事

に訪れた人にどんなサプライズをもたらすことができ

るのでしょうか。台湾の有名なミュージシャンで、

マジック好きな周杰倫と有名マジシャンの劉謙が、

造酒工場だったところを改築してオープンしたのが、

「Déjà Vu音樂魔幻餐廳」です。吹き抜けの広々とし

た空間に並べられた骨董品級の机とイス、そしてピア

ノ、それから壁に飾られたヨーロッパの古い城の絵を

マジックで彩るパラレルワールド
「Déjà Vu音樂魔幻餐廳」

模倣したインテリアが、中世の貴族が使っていたような

食事空間を演出しています。レストランの入り口と店内

の片隅には、バイクやバット・モービルといった周杰倫

のコレクションが置かれ、ファンタジーな雰囲気が漂っ

ています。

メニューはヨーロッパの創作料理がメインになってい

ます。人気の「西班牙海鮮燉飯」は、サフランとブイヨ

ンをいっしょにとろ火で煮込んだごはんに、豊富な海鮮

を加えたもので、一口食べるたびに香辛料と海鮮のうま

みが口の中に広がります。また、もうひとつの看板メニ

ベストグルメ＆ギフト台北
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華麗な音楽、照明、そして爆竹の響きに包まれた豪華絢爛な舞

台で、天下無敵の主人公の人形が繰り広げる「金の光に照らさ

れ、吉兆に満ちた」ヒーローの物語。それが台湾独特の「金光布

袋戲」です。

「敘舊布袋戲園餐廳」は、その金光布袋戲がテーマのレストラン

です。壁の棚にずらりと並ぶ人形、そして昔ながらの台湾のちゃぶ

台と長イスが、台湾のレトロな雰囲気をかもし出しています。

メニューには、「烤去骨雞腿排」「招牌豆腐」「京都排骨」とい

った台湾の家庭料理を厳選。これに冷たい台湾ビールがあれば、ま

るで田舎で屋外の芝居を見ているように、台湾ならではの雰囲気を

味わうことができます。

「生き生きとした素晴らしいに人形劇だった。武器を使ったア

クションと音響効果が人形劇を盛り上げ、面白いものにしてい

る」と語るのは、初めて金光布袋戲を鑑賞した澳大利亞商工辦

面白い人形劇を体験できる
「敘舊布袋戲園餐廳」

1. アンティーク家具と映画の道具で神秘的でファ
ンタジーな空間を演出する「Déjà Vu音樂魔幻
餐廳」。

2.「Déjà Vu音樂魔幻餐廳」では、食事をとりなが
ら、マジックショーも楽しめる。

3.「Déjà Vu音樂魔幻餐廳」の新メニュー、「玫瑰
鹽磚炙和牛」。

4. ミュージシャン、周杰倫のコレクション、バッ
ト・モービル。

5-6. 食後に簡単な人形の扱い方を指導する「敘舊
布袋戲園餐廳」の劇団団長。メニューは台湾
の家庭料理がメイン。

7.	舞台に上がって即興で人形劇をやるお客さ
ん。遊び心たっぷり。

ューの「玫瑰鹽磚炙和牛」は、ヒマラヤの塩

をオーブンで焼き、その余熱でアンガス牛を

あぶったもので、牛肉はジューシーで、自然

の塩が、肉の甘みを引き立てています。

この店の最大の特徴は、グルメに舌鼓を打

ちながら、マジックと音楽が楽しめるという

点です。毎週金、土、日曜日の夜には大型マ

ジックショーがあり、独特なマジックの宴が

楽しめます。
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便所がコンセプトのレストランほど悪ふざけが

過ぎることはないでしょう。西門町にある「便所

主題餐廳」は、バス・トイレをモチーフにしたカ

ラフルで面白い食器に盛られた料理が出る店で

す。しかも料理にはヘンチクリンな名前が付いて

いて、台北を訪れた多くの観光客が、いったいど

んな店なのだろうかと足を運んでいます。

バス・トイレがテーマの店内は、カラフルなタ

イルやシャワー、デザイン食器で彩られ、遊び心

たっぷりの食事空間を演出しています。テーブル

は浴槽や洗面台、イスは模様の入ったフタ付きの

便器になっていて、時折浴槽に水を入れる音が

流れてきます。こうした本物に迫る雰囲気作りに

は、遊び心があふれています。

料理には色で連想できるものや柔らかい形のもの

が意図的に使われています。グラタン、カレー、

ミルク鍋、ソフトクリームなどが、派手な便器に

盛りつけされていて、ニヤリとさせられます。人

気のイチゴかき氷は、量が半端ではなく、味付け

も一風変わっています。一度にかき氷、アイスク

リーム、ソフトクリームの3つの味が楽しめ、若

者の人気を集めています。飲み物が飲みたくなっ

たら、本物そっくりの溲瓶で飲みましょう。ユー

モアあふれるアイデアに、ストレスも吹っ飛び、

リラックスして楽しめるお店です。

映画『ロード・オブ・ザ・リング』の小道具のコレクター

が店主の「Dream of Hobbiton」は、同映画に登場するホビ

ット（Hobbiton）を店名にしています。グルメとお酒を満喫

しながら、毎日を楽しく過ごしているそのホビットをイメー

ジして、各フロアでスタイルの異なる5階建ての食事空間を

演出しています。

ユーモアあふれる「便所主題餐廳」

『ロード・オブ・ザ・リング』の世界が
繰り広げられる「Dream of Hobbiton」

事處（ACIO Taipei）のニコラス・ロジャース

（Nicholas Rodgers）。店内には台湾情緒が漂

い、外国からの来賓に台湾文化に触れてもらう

のには最適です。

人形劇の公演が終わると、劇団の団長がすべて

のお客さんに人形の扱い方を指導してくれるほ

か、お客さんに舞台に上がってもらい、即興で人

形劇をやってもらいます。中国語、台湾語、英語

のセリフが飛び交う中、観客の笑い声は絶えず、

人形劇の宴を楽しむことができます。

ベストグルメ＆ギフト台北
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関/連/情/報

Déjà Vu音樂魔幻餐廳
住所：台北市八徳路1段1号（華山1914文創園區内中4A館）
電話：(02)2396-8296

ショータイム：音楽ショー19:00～19:30、テーブルマジッ
クショー19:30～20:00（金、土、日曜日は
大型マジックショー）、カウンターマジッ
クショー22:00～24:00

敘舊布袋戲園餐廳
住所：台北市南京東路2段41巷16弄2号
電話：(02)2523-1118

※ 完全予約制、10人以上の団体の場合のみ開店

便所主題餐廳（西門町店）
住所：台北市西寧南路50巷7号2階
電話：(02)2311-8822

Dream of Hobbiton 夢見哈比屯
住所：台北市中山北路2段11巷7之2号
電話：(02)2581-0826

8.	ユーモアあふれる「便所主題餐廳」には、多くの外国人
観光客が、いったいどんな店なのだろうかと足を運んで
いる。

9-10.「便所主題餐廳」の派手な便器に盛りつけされている
料理には、ニヤリとさせられる。「イチゴかき氷」
は、カラフルで量も半端じゃない。

11.「Dream of Hobbiton」のケサディーヤは具だくさん。油
で揚げているので、サクサクしていておいしい。

12.「Dream of Hobbiton」には、生産終了になった『ロー
ド・オブ・ザ・リング』の実寸大の小道具がたくさんあ
り、自由に手にとって遊べる。

店内には、すでに生産終了になった『ロード・オブ・

ザ・リング』の実寸大の小道具が10数種類並べられて

いて、自由に手にとって遊ぶことができます。登場人

物のマスク、剣、光を放つ剣、3,000個限定発売のよろ

い、1,000本限定販売のガンダルフの剣といったものが

あり、中でも特に注目すべきは指輪です。指輪の中の

文字が光るという世界で2,500個しか発売されていない

レアもので、『ロード・オブ・ザ・リング』ファンに

とっては、その世界に実際に触れられるベストスポッ

トです。

メニューには各国の料理を取り入れています。看板

料理のケサディーヤは、チーズと鶏肉がたっぷりで、

チミチャンガを油で揚げるのと同じ調理法を用いて、

具のおいしさをしっかりと包み込んでいます。また、

ベーコンクリームパスタにタイ風鶏のから揚げを載せ

た料理は、一度に2つの国の料理が味わえます。それ

から鱈魚塔は、すりつぶしたサツマイモ、チーズ、タ

ラを5層に重ねてから松の実をまぶしたもので、豪華

な味わいが楽しめます。

そしてコスプレ愛好家が見逃せないのが、毎年ハロ

ウィンの日にこの店で開催される仮面舞踏会です。自

分の好きなキャラクターになりきって、自由気ままに

ホビットの世界をさまよいましょう。
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台北には由緒ある老舗のお茶屋がたくさんあり、中には路地にひっそり

と構え、茶芸を極めている茶芸館もあります。こうしたお店が販売して

いるオシャレなお茶の贈答品は、台湾産のお茶をウリにしているだけで

なく、パッケージのデザインにも新たな工夫が凝らされています。中国

のレトロなスタイルに現代美学のコンセプトを取り入れたオススメのご

当地の贈答品なのです。

斬新でオシャレな台北のお茶の贈答品
お茶の味わいとアートの美学

小茶栽堂 — 有機栽培は一種の哲学 

2006 年に創業した「小茶栽堂」は、自然農法を取り入れ、「自然にや

さしい、斬新なデザイン」をモットーにしています。

ここでいう自然農法とは、成長促進剤や化学肥料を使わず、毎年年末

に一度だけ有機肥料をやる栽培方法のことです。お茶の木の成長を自然

に委ね、茶葉が完全に熟してから収穫します。一般的な茶葉は、お湯を

注いでから時間が経ちすぎると、渋みが出やすくなります。しかし自然

農法で栽培された茶葉は、農薬を使っていないので、若い茶葉に虫食い

が起こり、発酵させると天然の甘い香りがするようになります。それで

ペクチンが豊富になり、お茶がなめらかな口当たりになる

のです。

有機栽培の高山茶を採用しているだけでな

く、茶人が安心して購入できるように、斬新

なデザインアイデアを茶文化に取り入

れ、そのデザインはグッドデザイン

賞やiFデザイン賞などを受賞していま

ベストグルメ＆ギフト台北
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関/連/情/報

小茶栽堂（大安旗艦店）
住所：台北市敦化南路1段270巷29号
電話：(02)8772-8589
http://www.zenique.net

smith&hsu（南京東路店）
住所：台北市南京東路1段21号1-2F
電話：(02)2562-5565
http://www.smithandhsu.com

1.  2012年にドイツのiFデザイン賞を受賞した「小茶栽堂」の
「茶壺旅行組」。

2.「小茶栽堂」のフランスのスイーツ、マカロン。台湾有機
茶といっしょに味わえば、ほかでは味わえない独特の風味
が楽しめる。

3.「小茶栽堂」の「畫龍點金」シリーズギフトセット。
4. デザイン感のある「smith&hsu」の独特の空間では、アジ
ア、欧米の両方のお茶が楽しめる。

5-6.「smith&hsu」の厳選された世界各地のお茶を味わえ
る「2012世界茶旅茶麻袋」と新発売の「烏龍春茶」ギ
フトセット。「斜把陶瓷」シリーズの茶器は、デザイン
で現代の文化の美学を表現。

smith&hsu — 
にぎやかで現代文化的な茶芸館

す。また、今年は辰年ということで、「畫龍點金」シリー

ズギフトセットを発売しました。中国の皇帝を意味する

金の龍の模様が、高貴なお茶の雰囲気をかもし出してい

ます。

最近はメニューにマカロンやカヌレといったフランス

のスイーツを加えました。「ティーサロン」という新た

なコンセプトで、フランスのスイーツの豊かな味わいと

台湾の有機茶の甘い味わいが口の中に広がり、その味わ

い深さをじっくり楽しむことができます。

同様に現代的な文化の息吹にあふれている茶芸館が、

2007年に創業した「smith&hsu」です。店を立ち上げた

許天璋は、アジアの茶文化と欧米の茶文化を同時に取り

入れただけでなく、建物、デザイン、交流、読書が交錯

する独特の空間を築き上げました。

許天璋は、台湾と同じお茶大国のイギリスを旅してい

たときに、アジアと欧米の文化が共存する現代的な茶芸

館をやりたいという考えが芽生えたのだそうです。それ

でイギリスの典型的なスミス（Smith）という姓と台湾で

一般的な許（Hsu）という姓をセットにして店名にした

とのこと。このsmith&hsuという店名は、異なる文化の

中で、それぞれお茶と生

活の質感が追求されてきた

ということを物語っています。

バ ラ エ テ ィ ー に 富 ん で い る

「smith&hsu」のテーブルの上には、

常にさまざまなお茶が並び、厳選された世界各地のお茶

を味わうことができます。例えば「2012世界茶旅茶麻

袋」は、麦芽のような香りがするTGFOP1のアッサム紅

茶、ベルガモットの香りがする伯爵夫人柑橘紅茶、台湾

中部の南投県鹿谷郷凍頂山凍頂烏龍茶、ブラックベリー

と野バラの実のフルーツティー、晩安花草茶（ハーブテ

ィーの一種）がセットになったもので、これひとつで世

界各地の味わいが楽しめます。

お茶のほか､「smith&hsu」では茶器の開発も積極的

に手がけています。例えば「斜把陶瓷系列」は、取っ手

が上を向いている一般的な急須と違って、下向きの楕円

形の取っ手で持ちやすいデザインになっています。温か

みのある材質と丸みを帯びたデザインで、質素ながらも

みやびな文化の美学を表現しています。
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復興南路の路地にある「采采食茶文化」は、床まで

ある大きな窓、骨董品、古めかしいオークと質素な石

で彩られたモダンな空間に、古典的な中国の風情が漂

っている店です。中国の広い世界観を取り入れるた

め、テーブルにはわざわざ金型を作らせた特注の茶器

が並び、「お茶」を表現するため、壁はお茶で作った

レンガを積み重ねたものになっていて、空間全体にお

茶の香りが漂っています。

采采食茶文化は、台湾の有名ファッションブランド

「シャッツィ・チェン」（SHIATZY CHEN）を立ち上げ

た王陳彩霞が、音頭を取って誕生しました。「采采」

は、中国最古の詩篇『詩経』に出てくる言葉で、中華

文化の豊かで美しいさまを表し、「茶」と「礼」は漢

文化とは切っても切れない関係があるということを訴

えています。

采采食茶文化 —
 現代美学で古典的なお茶を解釈

創業者がファッション業界の出身ということで、現

代美学の手法で中国の古典的なお茶を表現していると

いうのがウリになっています。例えば「台灣四大茗

茶」シリーズは、小さな磁器や水墨画が描かれた絹の

箱に、阿里山烏龍茶、文山包種茶、凍頂烏龍茶、東方

美人茶の四大銘茶を詰めた商品で、茶芸の美学へのこ

だわりが感じられます。

アジアのお茶菓子が味わいたいなら、プレーン、卵の

黄身、クランベリー、クルミの4種類の味が楽しめるご

当地のパイナップルを食材に使ったパイナップルケー

キ、杏仁ミルクキャラメル、ナツメとクルミ入りの寒天

キャラメルといったもの

が 、 台 湾 ら し い

も の と し て オ

ススメです。

ベストグルメ＆ギフト台北
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関/連/情/報

采采食茶文化（大安コンセプト店）
住所：台北市復興南路1段219巷23号
電話：(02)8773-1818
http://www.chachathe.com

御林芯茶苑（台北本店）
住所：台北市中山北路2段27巷2-1号
電話：(02)2567-6253
http://www.yulinxin.com

お茶、お茶菓子、茶器が三位一体となって、協奏曲の

ようなハーモニーを奏でる「御林芯茶苑」は、「ちょっ

と自慢の本場の台湾茶」を広めることを使命に、旅の記

録をコンセプトにしています。お茶の産地を巡りながら

台湾が楽しめるようにと、台湾の北部、中部、南部の各

地から名茶を仕入れ、その優雅なデザインのギフトセッ

トと缶には、中国で縁起がいいとされている図柄が描か

れ、古風な気品にあふれています。どのギフトセットに

も、台湾各地で生産されたお茶やさまざまなお茶につい

て中国語と英語で説明したカードが入っていて、細か

な心配りが感じられます。外国人観光客がお茶を飲む際

に、台湾のお茶についての知識をより深めることができ

るようになっているのです。

また、店内には台湾産のパイナップルを使ったパイナ

ップルケーキ、リュウガンクルミケーキ、サザンカの

実、ドライバナナなど、厳選した台湾産の農産物を使っ

たお茶菓子もあり、みやびなお茶の席で、お茶との味覚

の競演が繰り広げられます。

お茶とは、その土地に宿るある種の感動を与えてくれ

るものです。お茶を味わったあとは、家族や友人に台湾

の味覚が詰まったお土産を持って帰るのを忘れないでく

ださい。

御林芯茶苑 —
茶とお茶菓子で綴る旅の記録 7.「采采食茶文化」のインテリアのデザインコンセプトは、超

シンプル。ドイツ人デザイナーのヨハネス・ハートファス
（Johannes Hartfuss）が、洋風と中華風の古い茶器を織り交ぜ
て、調和の取れた空間を演出。

8.「采采食茶文化」の「台灣四大茗茶」シリーズは、現代の非常に
シンプルな手法で中国の水墨画文化を取り入れ、アジアの古典
的なお茶を表現している。

9.「采采食茶文化」の壁は、お茶を表現するためにお茶のレンガを
積み重ねたものになっている。

10.「采采食茶文化」の「雲冠」シリーズギフトセットは、いにし
えの豪華さを持つ斬新な味わいがある。

11-12.「御林芯茶苑」は本場の台湾茶を広めるため、どのギフトセ
ットにも各地のお茶について中国語と英語の説明カードを
入れている。

13.「御林芯茶苑」の特色あるお茶菓子、台湾産パイナップルケーキ。
14-15.「御林芯茶苑」の茶筒は優雅なデザインで、中国で縁起

がいいとされている図柄が描かれ、古風な気品にあふれ
る。本場の台湾茶が、お茶の香りで宝島巡りをさせてく
れるようだ。
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5月、6月は、台北で春茶を味わうのに

最適の季節です。特に鉄観音茶、包種茶で

有名な文山区の猫空では、至る所にお茶の

香りが漂っています。初夏の暖かい温かい日

差しを浴びながら、猫空で山に親しむ旅をし

たいなら、猫空の茶畑の美しさを眺めながら、

山林の遊歩道を歩き、そしてお茶とグルメを味

わい、さらにお茶文化に触れてみてはいかがでし

ょうか。バラエティーに富んだ台北の姿に触れ

られる絶好のコースですよ。

1. 5月、6月に猫空で味わう台湾の春茶。

2. 動物園で絶対に見逃せないのが「新光特展
館」。中国から来たかわいいパンダの團團
（トゥアントゥアン）と圓圓（ユエンユエ
ン）が見られる。

3. 古早味豆漿店の飯糰と豆漿は、おいしくて値
段も手ごろ。

ロハスに文山めぐり～ 
活気ある朝は猫空ゴンドラと 
動物園で

コース    古早味豆漿店（朝食）→台北市立動物園（見学）→猫空
ゴンドラ猫空駅→小木屋茶坊（昼食）→張迺妙茶師紀念館、三墩
石茶壺博物館（展覧会、茶器鑑賞）→樟樹遊歩道（茶畑観賞）
→Café巷（コーヒーブレイク）→台北市鐵觀音包種茶研發推廣中
心（お茶文化体験）→茶推廣中心遊歩道→壺穴→邀月茶坊または
大茶壺1階茶餐廳（夕食、夜景鑑賞）

猫空で山に親しむお茶の旅

一日の始まりに、中国の伝統的な

朝食はいかがでしょうか。政

治大学と馬英九総統が以前

住んでいた家の近くには、

古早味豆漿店があります 。

ここの朝食は馬総統のお気に

入りだそうで、おいしくて価格的

にもお得だということで、多くの

学生が訪れ、行列ができていま

す。看板メニューの歯応えのあ

る手作り蛋餅と具だくさんの飯糰

に、１杯たった10元の豆漿を味わえば、朝から幸せな

気持ちになれます。

朝食がすんだら、豆漿店のそばのバス停からバスに

乗り、いちばん人気のある台北市立動物園へ向かいま

しょう。広大な敷地の動物園では、オーストラリアの

コアラ、日本のタンチョウ、中国のパンダなど、世界

各地の動物にお目にかかれます。園内をぐるりと回れ

ば、こうした珍しい動物たちの素顔に迫ることができ

ます。

それから園内には、ゴンドラで猫空に行けるよう、

猫空ゴンドラの駅も設けられています。そのゴンドラ

に乗れば、山の美しさと茶畑の景色を眼下に収めら

れ、遠くには台北101も望めます。また、すれ違うゴン

ドラと緑に覆われた山の美しい景色も楽しめます。
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ゴンドラの猫空駅に着いたら、まずは「纜車猫空站遊客中心」（ゴン

ドラ猫空駅トラベルサービスセンター）に足を運び、猫空の観光パン

フレットを入手しましょう。また、台北市が設置した33の観光案内板

で、観光スポットや所要時間などの情報を入手すれば、旅もよりスムー

ズになるでしょう。

ゴンドラの駅の近くには、多くの茶芸館や景観レストランが軒を並べて

います。近くの樟樹步道（樟樹遊歩道）を眺めながら、異国料理を味わい

たいなら、駅を出て右の方へ進み、歩いて5分ほどのところにある「小木

屋茶坊」がオススメです。ヨーロッパの田舎の情緒が漂う店内で、窯焼き

ピザや特製パスタを食べて、午後への活力をつけましょう。

昼食をとったら、ここからが猫空のお茶文化に触れられる重要なコース

です。そのまま山道をゆっくり登っていくと、まず、「張迺妙茶師紀念

館」にたどり着きます。館内には、木柵鉄観音茶とその製茶技術に多大な

貢献を果たしたお茶職人の張迺妙に関する文物が展示されているほか、製

茶過程の紹介もあります。また、中国語と英語によるガイドツアーもあり

ます。

続いてさらに前に進むと、「三墩石茶壺博物館」が目に入ります。館

長の張坤鴻は、地元の茶農家の9代目で、博物館の向かいには、自分の

茶畑を持っています。毎年春茶と冬茶の収穫時期になると、自ら収穫を

行なっています。また、中国江蘇省宜興の紫砂壺（紫砂茶器）のコレク

ションに熱を上げていることから、館内に展示されている紫砂壺は100

点を超えます。茶器の美学をこよなく愛する旅人にとっては、絶対に見

逃せないスポットです。

博物館を見学した後は、向かいの「樟樹遊歩道」を歩いてみましょ

う。全長1.2キロのこの遊歩道は、ゆるやかになっていて階段もありま

せん。途中、養豚舎、木炭窯、穀倉をはじめ、100年の歴史を有する土

角厝（台湾の伝統的な家屋）などがあります。台北市が修復工事を行っ

てからは、午後の柔らかい日差しの中を、気軽に散歩するのに最適な遊

歩道になりました。

4. 数多くの屋外茶芸館がある猫空。お茶を味
わいながら、美しいお茶の里の風景が楽し
める。

5.「小木屋茶坊」の手作り窯焼きピザとパス
タ。猫空で異国グルメが味わえる。

6.「張迺妙茶師紀念館」では、お茶職人の張
迺妙、木柵鉄観音茶の製造過程を紹介して
いる。

7.「三墩石茶博物館」の3階には、100点以上
の紫砂壺が展示されている。

8. 「三墩石茶博物館」の向かいにある「樟樹
遊歩道」の入口。

茶畑の遊歩道めぐり～ 
お茶文化の美しさに触れる
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樟樹遊歩道を最後まで歩くと、ゴンドラの猫空駅に戻ってきます。そ

こから今度は左の方へ進んでいくと、独特のコーヒーショップがあり、

緑あふれるお茶の里、猫空に斬新な彩りを与えています。 そのアット

ホームな温かい雰囲気に包まれた「Café巷」には、多くの観光客がアフ

タヌーンティーを楽しみに訪れています。看板メニューのアフタヌーン

ティーペアセットを頼み、白い窓にもたれて遠くの山々を望み、のんび

りと過ごしてみるのも悪くありません。

のんびりと過ごした後は、さらに前に進み、「台北市鐵觀音包種茶研

發推廣中心」で、木柵の茶畑の発展史に触れてみましょう。館内には、

台湾のお茶産業の主な分類やお茶の入れ方や味わい方、茶葉の保存方法

についての展示があります。また、茶芸講座や無料のお茶も楽しめ、お

茶の知識を深めるのに向いているところです。

それから日が暮れる前に、推廣中心の近くにある「茶推廣中心步道」

（茶推廣中心遊歩道）を歩いてみましょう。渓流のせせらぎを聞きな

がら、階段を500メートルほど降りていくと、猫空では外せない自然景

観、「壺穴」が目に入ります。壺穴は猫空でもっとも特徴的な自然景観

で、長年の侵食で渓流の石の上にできた丸い穴のことです。その形が猫

の足跡に似ていることから、台湾語で「Niaokang」

と呼ばれるようになりました。

これを中国語で発音する

と「猫空」となり、

ここの地名にな

ったというわ

けです。

バラエティーに富んだ猫空の魅力～ 
古めかしさと斬新さを兼備

9. 遊歩道では、茶畑の美しい景色を間近に
見ることができる。また、ゆるやかで
階段もなく、昔の農村の光景にも触れ
られる。

10-11.「Café巷」の温かくアットホームな
空間とアフタヌーンティーは、観光
客が足を休めるのに適している。

12-13.木柵の茶畑の発展史に触れられる
「台北市鐵觀音包種茶研發推廣中
心」。茶芸講座では、中国茶芸のプ
ロがお茶の選び方や味わい方を教え
てくれる。

14. 壺穴は猫空の特徴的な自然景観。
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夜のとばりが降りるころ、山の静けさを味わいたいなら、

ひっそりとしたところにある「邀月茶坊」で、お茶を飲みな

がらおしゃべりに興じたり、「大茶壺1階茶餐廳」で、お茶を

食材にした料理に舌鼓を打ちながら、台北市のきらめく夜景

を楽しんだりするのも悪くありません。

きらめく星空のもと、甘い味わいが口の中に広がる熱いお

茶を飲みながら、目の前に広がる猫空の美しさを旅の想い出

として心に刻みましょう。

不夜城、猫空～ 
お茶を味わいながら楽しむ夜景

関/連/情/報

古早味豆漿店
住所：台北市萬壽路14号

台北市立動物園
住所：台北市新光路2段30号
電話：(02)2938-2300

猫空ゴンドラ情報
運賃：1 駅 3 0 元 、 2 駅 4 0 元 、 3 駅 5 0 元

（悠遊カードも同様）
乗車券販売：猫空ゴンドラ各駅
営業時間：火曜日～木曜日 9:00～21:00/

金 曜 日 お よ び 祝 日 の 前
日  9 : 0 0 ～ 2 2 : 0 0 / 土 日 祝 日 
8:30～22:00

電話：(02)218-12345
http://gondola.trtc.com.tw

小木屋茶坊
住所：台北市指南路3段38巷28号
電話：(02)2939-0649

張迺妙茶師紀念館
住所：台北市指南路3段34巷53之2号
電話：(02)2938-2579

三墩石茶壺博物館
住所：台北市指南路3段34巷36号
電話：(02)2938-6177

Café巷
住所：台北市指南路3段38巷33-5号
電話：(02)2234-8637

台北市鐵觀音包種茶研發推廣中心
住所：台北市指南路3段40巷8-2号
電話：(02)2234-0568

邀月茶坊
住所：台北市指南路3段40巷6号
電話：(02)2939-2025

大茶壺1階茶餐廳
住所：台北市指南路3段38巷37之1号1階
電話：(02)2939-5615

地図は58ページをご覧下さい。

15.「大茶壺1階茶餐廳」では、お茶を食材に使った創
作料理を味わいながら、美しい夜景も楽しめる。

16.「邀月茶坊」でお茶を味わえば、夜の猫空の静か
な雰囲気を満喫できる。
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台北でドラゴンボートレース
伝統的なスポーツを体験
勝利のカギは「チームワーク」

毎年ドラゴンボートレースに出場している台湾師範
大学国語教育中心のチームは、世界各地から集まっ
たメンバーで構成されています。外国人留学生は、
この中華圏の伝統的なスポーツに深い興味を持ち、
毎 年 多 く の 人 た ち が 、 入 隊 の 申 し 込 み を し て い ま
す。そして30年以上にわたってその指導にあたって
いるのが、嚴建國コーチです。毎回新たに入隊して
くるメンバーのために、「まず、基礎的な体力づく
りを行い、次にボートを漕ぐ際の正しいフォームを
叩き込んでから、水の中でパドルを使って練習し、
最後にようやく実際にボートを使って練習する」と
いうトレーニングプランを準備しています。

基礎的な体力づくりでは、速いペースで走る急走と
ゆっくりとしたペースで走る緩走を交互に繰り返すイ
ンターバルトレーニングで肺活量を鍛え、懸垂、腹
筋、馬跳び、そしてパドルで人を持ち上げる拿槳帶人
で筋力をつけ、真ん中に立っている人を左右に立って
いる人が押し合う三人互推を100回ずつやります。こ
うして全身を鍛え、平 衡感覚を養うこと
で、全身に筋肉がつ き、筋肉損
傷や骨折といったス
ポーツ障害を回避でき
るようになります。

「ドラゴンボートレースの勝利のカギは、『チーム
ワーク』。選手の呼吸と動きがひとつになれば、必
ずうまくいく」とは、香港国際ドラゴンボートレー
スに3度出場したことがある嚴建國の弁。選手同士が
互いに心を通わせるには、それなりの時間が必要で
すが、台湾師範大学国語教育中心のチームは、たっ
た2、3ヶ月しか練習時間がありません。それで自分
の前の選手を見ながら、ただひたすらに自分もその
動きに合わせることで、なんとか動きをひとつにす
ることができるのだそうです。

3年連続でドラゴンボートレースに出場する「台日
交流龍舟隊」は、日本人の清水直をリ
ーダーに、ホームページやフェイスブ
ックで有志を募り、ドラゴンボートレ
ースを楽しんでいます。これをきっか
けにたくさんの友達ができるだけでな
く、スポーツを通して活力を取り戻す
こともできます。来年、ドラゴンボー
トレースの選手として出場したい人
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は、http://www.taiwan-link.comにアクセスして情報を得
るか、http://www.facebook.com/tjd2012にアクセスして
応募してみてください。

それからちょっとだけドラゴンボートを体験してみた
いという人は、今年のドラゴンボート体験イベントを見
逃してはいけません。このイベントは、実際にドラゴン
ボートをこいでみたいという人のために、「水岸臺北 
2012端午嘉年華」（水辺の台北 2012端午カーニバル）
開催の1週間前に台北市體育處の主催で行われます。河
川が一般開放され、3艘のドラゴンボートが準備される
というめったにないチャンスです。

2012端午カーニバル 台北国際ドラゴンボートレース

旧暦の5月5日が端午節で、今年は6月23日がその日に
あたります。これに合わせて、台北市の主催で、6月22
日から24日にかけて大佳河濱公園で、臺北國際龍舟錦標
賽（台北国際ドラゴンボートレース）が開催されます。
毎年100を超える国内外のチームが出場し、壮絶な戦い
が繰り広げられます。是非、会場に足を運び、その熱い
戦いぶりを堪能してください。

それから楽しさいっぱいの「水辺の台北 2012端午カー
ニバル」も同じく大佳河濱公園で開催されます。会

場では民族舞踊が鑑賞できるほか、粽子（中華ち
まき）作りや卵立てといった面白いイベント
にも参加できます。特に「卵立て」は端午
節ならではのもので、見逃せません。毎年

陽の気がもっとも強くなるこの日の正午に、
卵が立ちやすくなると言い伝えられています。

それから会場には、親子で楽しめるさまざまなコ
ーナーも設けられるので、ドラゴンボート

レースの観戦席でレースを観戦し
たり応援したりできるだけでな
く、家族や友達とお祭り気分

を味わうこともできます。

1-2. 台湾師範大学国語教育中心のドラゴンボートチームは、レー
スの前に厳しいトレーニングを行う。腹筋、拿槳帶人で筋力
をつけ、三人互推を100回ずつ行い、肺活量と全身を鍛え、平
衡感覚を養う。

3-4. 長年受け継がれてきた伝統的なスポーツ、ドラゴンボート
レース。瞬発力と筋持久力が問われるやりがいのあるスポー
ツ。

5. 選手は、実際にボートを使って練習する前に、ボートを漕ぐ際
の正しいフォームを学ぶ。

    6. ドラゴンボートレースを体験したい人は、「台日交流龍舟隊」
に応募しよう。

7-8.「水辺の台北 2012端午カーニバル」では、粽子作りや卵立て
といった面白いイベントに参加できる。

ドラゴンボート体験イベント
日時：6月16日、17日 9:30～17:00
会場：大佳河濱公園龍舟碼頭（大直橋下）
会場申込：イベント当日9:00～16:00（保険加入のた

め、申込書記入が必要）
インターネット申込：http://163.21.31.19/~draexpr/

index.php（締切は6月12日）

水辺の台北 2012端午カーニバル
日時：6月22日～24日
会場：大佳河濱公園
電話：(02)2570-2330 内線149 台北市體育處
http://2012dragonboat.tpec.edu.tw

台北国際ドラゴンボートレース
時間：8:30～16:00（決勝戦：6月24日 13:00～15:00 東

森電視のチャンネルで生中継）

関/連/情/報

ドラゴンボートを行うにあたっての注意事項：

1. 準備運動を怠らないこと。特に背中と腰は重要で、
30分ほど汗をかくまで行いましょう。

2. 水泳の心得があること。または水に浮かぶことがで
きること。

3. 運動後はストレッチ、整理運動を行うこと。激しい
運動の後の体をほぐしましょう。
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何健
「冶堂」店主

お茶文化研究家

文化的な雰囲気が漂う永康街の小道に茶文化を研究している事務所があり

ます。それが「冶堂」です。目立った看板もなく、庭には魚の水槽とともに

竹が植えてあるだけで、優雅な雰囲気に包まれています。屋内に足を踏み入

れると、四角いテーブルに竹のイス、壁を埋めつくす書画が目に入ります。

そして棚にはお茶の缶や紫砂壺（中国急須）がずらりと並び、ガラスケース

の中には、小さな急須、昔の保温カップ、台鐵（国鉄）の電車で昔、お茶を

飲む際に使われていたガラスのコップ、日本統治時代に「三井」が生産して

いた紅茶など、歴史ある珍しいコレクションが展示されています。

「冶堂」の店主、何健はお茶に心からほれ込んだ文人です。27 年間にお

よぶお茶の研究を実証する空間として、10 年前にここに事務所を構えまし

た。伝統的なお茶が 21 世紀ではどのような役割を果たしているのかもその

対象になっています。お茶を飲んだり、お茶を買ったり、そして店主のお茶

関連のコレクションを鑑賞したり、はたまた店主とお茶文化について語り合

ったりと、ここは誰もが自由気ままに過ごせる空間になっているのです。

「台湾のお茶の歴史を語る上では、ここ 30 年がとても重要で、華やかな

時期にあたるんだ」と、何健は台湾のお茶文化の発展について語り始め、「19

世紀後半に台湾の輸出の花形商品だったのが『南糖北茶』といわれた南部の

砂糖と北部のお茶なんだ。1865 年のある統計によると、当時のお茶の輸出

茶人、何健が語る
台湾茶の歴史

台北人が語る台北  

36 ディスカバー台北



Tea」（台湾の烏龍茶）が高品

質なお茶として世界に認識さ

れるようになったのです。

「もともと台湾茶は輸出向

けに生産されていたんだ。こ

の時代には、本当にごくわず

かの人しか茶の品定めができ

な か っ た ん だ よ 」 と 語 る 何

健。1980 年 代 に 入 る と、 世

界的なエネルギー危機や人件

費の上昇の影響で、輸出に頼

っていた台湾茶はその価格的

なアドバンテージを失ってしまいました。ちょうどそ

のころ、台湾ではお茶をたしなむ習慣が芽生え、茶商

人たちも輸出から国内販売へと徐々にシフトするよう

になりました。なんと当時は電車に乗って弁当を食べ

るときに、乗務員がお茶でもてなすサービスもあった

のです。

「確かに街中の茶芸館の数は大幅に減ってきている

ようだけど、民間に根付いている茶文化はまだまだ健

在なんだよ」という何健は、幸いにも台湾の茶芸の発

展を見つめてきて、お茶を飲むということは、大自然

の恵みを味わうことだと気がつきました。「このちい

さな一杯のお茶には、類いまれな奥深さがあるんだ」

というのが茶芸をこよなく愛する何健の思いです。台

湾茶の奥深さをより多くの人に知ってもらおうと、今

日も「冶堂」で茶文化を伝え、お茶の歴史を語ってい

ます。 

量は約 82 トンもあったそうだよ」

と続けました。1863 年にイギリス

人のジョン・ドッド（John Dodd）

が樟脳の生産現場の視察に台湾を訪

れた際に、台北の近郊の山々にお茶

の木が広がっている光景を目の当た

りにし、お茶の輸出の将来性を見越

して、大稻埕に製茶工場を作りまし

た。「Formosa Tea」というブラン

ドで台北郊外の淡水からニューヨー

クにお茶を輸出し、それがきっかけ

で台湾茶が世界に名をはせるように

なったのです。

「南糖北茶」の「北茶」が指しているのは、今の大

稻埕一帯です。当時、お茶の加工エリアになっていた

ところで、淡水に港が開港してから、河川運送が盛ん

になり、鉄道が開通したことも相まって、畑と原っぱ

しかなかった大稻埕が、一躍台湾でもっとも貿易が盛

んなエリアになりました。「台湾の当時の富豪はみん

な茶商人だった」と語る何健は、現在の「台北故事館」

を例に挙げ、基隆河（河川）のほとりということで、

当時の茶商人、陳朝駿が外国人を接待するための迎賓

館を建てたのだと説明してくれました。

そして 50 年におよぶ日本統治時代に入ると、今度は

日本が、欧米の貿易商のやり方を踏襲して茶産業に力を

入れました。お茶の品種改良のために試験所を設立し

たほか、1900 年のパリ万国博覧会では、台湾茶を出展

して金賞を受賞しました。こうして「Formosa Oolong 

1.	昔の大稻埕の茶産業の分布図を指さしながら、
台北のお茶の歴史を語る何健。

2.	「冶堂」には、なんと日本統治時代に「三井」
が生産していた紅茶もある。

3.	お茶文化にあふれる「冶堂」には、昔の時代
の珍しい茶器やお茶のコレクションが展示さ
れている。

4.	優雅な雰囲気に包まれた「冶堂」では、店の
主人とお茶文化について語ることができる。
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エバン・ショー

国籍：アメリカ

台北在住期間：28 年

陶芸家 ･「回留素食茶藝館」店主

永康公園の近くに独特の雰囲気が漂う有名茶芸館、「回留素食

茶藝館」があります。店内には木製の机、椅子、紙灯籠が並び、

木の格子で間仕切りされた空間が広がっています。そしてずらり

と並んだ陶器の花瓶と食器とみやびに奏でられる音楽が、お茶の

香りが漂うアートな空間を演出しています。そんなアジアンテイ

ストのこの店の店主はなんと外国人なのです。

お 客 さ ん の 注 文 が す む と、 店 主 の エ バ ン・ シ ョ ー（Evan 

Shaw）が直々に茶器の説明をしてくれたり、お茶の入れ方や味

わい方を教えてくれたりするので、誰でも気軽にお茶が楽しめ

ます。外国人がお茶を入れてくれ、しかも台湾人よりもお茶文

化に精通しているということに、多くの観光客が驚かされてし

まいます。

ヘルシーで自然志向～	
おいしいお茶を入れるエバン・ショー

台北人が語る台北  
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父親も祖母も中国生まれと、エバンは中国との縁が

深く、それがきっかけで中国文化に惹かれるようにな

りました。1975 年に見聞を広めるために台北を訪れた

エバンは、台湾はほかのアジアの国と比べて外国人に

やさしいことがわかり、その 5 年後に台北に移住する

ことにしたのです。

アートと哲学をこよなく愛するエバンは、台湾に来

る前にアジアの国々を旅してきました。ある時、沖縄

で文人と出会い、その文人が入れたお茶を飲んで、主

人と客とのやりとりで生まれるものこそが、アジアの

お茶文化なのだということがわかったのだそうです。

そんなことがあってから、「アジアの国々ではお茶が

いかに重要なのかがよくわかるようになった」という

エバン。アートの素質を生かしてフラワーアートと陶

器を学び、時間をかけてこの驚くような美しいお茶の

空間を築きあげてきたのです。長年禅の修業を積んで

きたエバンが「ただみんながくつろげる空間を作ろう

と思っただけ」というように、時間に追われがちな台

北人には、心身ともにリラックスできる場所が必要だ

と思って、この店を立ち上げ、そしておいしいお茶と

自然食材を探すことに力を注いできたのです。

「私が探してくる茶葉も食材も自然農法で作られた

ものばかり。肥料を一切使わず土地を荒らさないよう

に育てられた茶葉と食材には、自然な風味が保たれて

いるよ」とエバンが言うように、店内で使われている

食材は、実際に農地に足を運んで探してきた自然農法

の野菜や果物ばかり。割高な有名ブランドの有機食材

は意図的に使っていません。また、店内で販売されて

1.	茶器やお茶の入れ方、味わい方を直々に説明してくれるエバン
・ショー。

2-3.木製の机、椅子、紙灯籠、花瓶、陶器で、お茶の香りが漂う
アートな空間を演出している「回留」。

4. 永康街に根を下ろしてから 23 年間、エバンはこのエリアの発
展を目にしてきた。

いる商品はすべて無添加で、創作精進料理、有機パン

のどれもがエバンが考えたものなのです。「地球にや

さしくするってことは、僕たちの心身も健康になるっ

てことなんだ」とエバンは輝かしい笑顔で語ってくれ

ました。

「昔、ここであずきのかき氷や庶民グルメの屋台

を出していた人たちも、今じゃ自分で店を構えるよ

うになっているからね。しかも商売は大繁盛ときて

いる。僕の店の前の路地も本当は道路が拡張される

予定だったけど、住民の積極的な反対運動のおかげ

で、今じゃ創意あふれるエリアになっている。台北

の発展は目まぐるしくて、どんどん国際化されてい

るけど、自分たちの文化を取り戻すのって必要なん

じゃないかな」というのが、永康街で店を開業して

から 23 年間、このエリアの発展を目にしてきたエバ

ンの考え方です。お茶を例に挙げ、台北では一時期

茶芸館がはやっていたのに、最近はそれがコーヒー

ショップに取って代わられている点を指摘していま

す。外国人が台北に来たら、台湾本場の文化に触れ

たいはず。それならお茶がその役割を果たしてくれ

るとエバンは思っているのです。  
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台湾に来て８年。初めはただの「思い出作り」の

ために語学学校で参加したドラゴンボートでした。

しかし、毎年参加しているうちに、５年前から自分

でチームを作るようになり、今では私にとって台湾

での存在の証と言っても過言ではないほどとなって

います。

一口に日台交流と言っても、人それぞれいろいろ

な交流方法があります。私は ” 自分にしかできない新

しい形を ” と思い、2010 年から「台日交流龍舟隊 ( 日

台交流ドラゴンボートチーム )」を作り、毎年端午節

に台北市で行われるドラゴンボートレースに、エント

リーさせています。

このイベントの特徴は、準備期間がとても長いこと

です。初対面の台湾人と日本人が集まり、一つの目標

をかかげ、それに向かい努力をしていく姿はまるで青

春ドラマのようです。長い時間をかけて一緒に辛い練

習をするからこそ生まれる友情、絆、感動、そしてそ

こには涙もあります。台日交流龍舟隊と聞くと、交流

メインの弱そうなチームを

想像されるかもしれませ

んが、実際は 3 か月以上みっちりと練習を積み重ね、

目標は大会上位入賞という強いチームです。「勝つこ

とによって日台交流をアピールしたい」。そんな思い

があります。

初参加の人にとっては先が見えづらい陸上でのトレー

ニング。チームメイトからは「何で毎年こんなに疲れ

ることをするの？」と聞かれることもあります。そん

な時、私は「最後までがんばればその理由がわかる

よ」と答えています。

長く台湾に住んでいると目標もなく、だらだらした

生活になる時があります。しかし、毎年一定期間、熱

くなれる目標を持って、新旧の仲間と日台交流しなが

ら台湾でしか体験できないことに力を注ぐことができ

る。これもすばらしい台湾ライフの形だと思います。

台日交流龍舟隊加油！

日台交流と
ドラゴンボート

清水 直
国籍：日本

職業：会社員、芸能記者、台日交流龍舟隊主催者

訪台目的：中国語の習得と仕事

台北人が語る台北  
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大家免客氣，請飲茶。
タ ゲ メン ケー キ、チャ リム テー

中国語
這種茶葉多少錢？
ゼェ ヅォン ツァ イェ ドォ シャオ ジェン？

台湾語

臺灣的烏龍茶真好飲。
タイ ワン エ オー リョン テ チン ホー リム

台湾語

這是什麼茶？
ゼェ シー シェン モ ツァ？

中国語

この茶芸館へはどう行きますか？

請問這家茶館怎麼走？

チン ウェン ゼェ ジャ ツァ イー グァン ツェ モ ゾウ？

中国語

可以再請我喝一杯嗎？
ク イ ツァイ チン ウォ ハー イー ベイ マー？

中国語

このお茶はいくらですか？

これは何茶ですか？

みなさん、どうぞ遠慮なく（お茶を）召し
上がってください。

もう一杯飲んでもいいですか？

台湾の烏龍茶はおいしいですね。

台北で
話してみよう

ここでは台北旅行の際に実用的なフレーズ

をいくつか紹介します。中国語、台湾語を使

って気軽に台北旅行を楽しみましょう。
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映画ファンの目には風変わりで可愛い都市だと映ったパ
リのモンマルトルが舞台の映画『アメリ』、昔の街並みが
残る台北の剝皮寮をよりレトロな雰囲気に包んだ『モンガ
に散る』など、都市には映画の製作に携わる人たちの心の
糧になるものがあり、そして映画には都市の記憶を彩るも
のがあります。「都市を見つめて、文化の交流を」という
意義のある臺北電影節（台北映画祭）の今年のテーマ都市
はスウェーデンの首都、ストックホルム。3週間にわたる
会期中には、ここ100年近くの映画史を飾るスウェーデン
映画の中から、厳選された40本近くの作品が上映され、映

画ファンが雪国の映像アートに触れることがで
きるようになっています。

港と島々が広がる、たおやかな水の都の
風情は「北のベニス」を彷彿させます。ま

た、ノーベルの故郷であるストックホル
ムはかつてEUにエコ首都に選ばれたこと

もあります。映画産業では、1920年代
のサイレント映画の時代から、多くの

名監督を輩出してきました。特に有
名なのがイングマール・ベルイマン

（Ingmar Bergman）でしょう。その失敗、孤独、信仰の存
在にスポットをあてた奥の深い哲学的な作品は、ウディ・
アレン、ロバート・アルトマン、李安、蔡明亮といった現
代の有名監督にも影響を与えています。

今回の映画祭では、イングマール・ベルイマンの作品が
上映されるほか、「柏格曼vs.柏格曼」（ベルイマン vs ベル
イマン）と題したセミナーもあります。「見つめ合い」を
コンセプトに進められ、ベルイマンと密接な関わりがある
作品も上映されます。映画を見ながら、ベルイマンの映画
を分析して楽しむことができるようになっているのです。

ウディ・アレンがイングマール・ベルイマンにささげた
『インテリア』は、もっともアレンらしくない映画だとさ
れ、重苦しいカメラワークで、アメリカのインテリ一家の典
型的な悲劇を重々しく描いた作品です。また、アカデミー 
名誉賞を受賞したロバート・アルトマンの名作『三人の
女』は、2人の女性看護師がある事故をきっかけに性格が
入れ替わってしまうというストーリーですが、ベルイマン
の名作『ペルソナ』にテーマが酷似しています。

雪国の映像アート～

2012
台北映画祭

ニューアート台北  
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テーマ都市の映画のほか、台北映画祭では世界各国のす
ばらしい映画が上映されます。有名なコラムを脚色した日
本映画『幸福の黄色いハンカチ』、俳優の伊勢谷友介がメ
ガホンをとった『セイジ 陸の魚』、香港の映画監督、楊凡
の昔の作品『妖街皇后』のデジタル復刻版、釜山国際映画
祭で賞を受賞した『嘆き』（原題：Mourning）、青春を謳
歌するデンマークのミュージカル『恋する二人は雲の上』
（原題：Love is in the air）などの期待の名作が勢ぞろい。
それから毎年のように映画ファンが、年間優秀作品として
首を長くして待っている國際青年導演競賽（国際青年監督
コンペ）、台北電影獎（台北映画賞）のノミネート作品
も、もちろん会期中に続々と発表されます。

今年で14回目を迎える台北映画祭。スウェーデンを代表す
る児童文学作家、アストリッド・リンドグレーンが1945年
に発表した名作『長くつ下のピッピ』をビジュアルモチーフ
に、ピッピとその仲間たちが繰り広げる冒険を通して、冒険
を恐れない、そして何者にも縛られない映画の創作精神を伝
えていきます。今年の夏は台北でストックホルムを見つめて
みましょう。 

2012台北映画祭
会期：6月29日～7月19日

上映会場：台北市中山堂、新光影城、真善美戲院

http://www.taipeiff.org.tw 

チケット販売期間：6月2日～7月15日（5月26日は
セットチケット初回発売会）

チケット販売：全国の年代售票系統端末またはホー
ムページ（http://www.ticket.com.
tw）

会期中は上映会場でも購入可能。

関/連/情/報

1. デンマークのミュージカル『恋する二人は雲の上』のスチール写真。
2. 日本映画『セイジ 陸の魚』のスチール写真。
3. ウディ・アレン監督の『インテリア』のスチール写真。
4. イラン映画『嘆き』のスチール写真。
5. イングマール・ベルイマン監督の『秋のソナタ』のスチール写真。
6. 2012台北映画祭のビジュアルモチーフ。
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真っ赤な唇のソファー、ぐにゃぐにゃになった時計の

絵、細長い足の象の絵といった夢のような不思議なアー

ト。これらはキュビズムの巨匠、ピカソと並び称され、

20世紀を代表するスペインのシュルレアリスム画家、

ダリの作品です。

夢を追い求め、精神分析に熱中したダリは、画家、彫刻

家、作家、映画プロデューサーと多彩な顔を持ち、隠喩と

潜在意識を活用した作品を世に送り出してきました。そん

なダリの作品を集めた「瘋狂達利�超現實主義大師特展」

（狂気の天才ダリ～シュルレアリスムの巨匠特別展）が、

6月16日から9月30日にかけて開催されます。この千載一

遇の大型展覧会では、巨大彫刻が2点、大型銅版画が23

点、そして10メートルの巨大な油絵のほか、小型彫刻、イ

ラスト、金のアクセサリー、映像作品、シュルレアリスム

の家具といった100点近くの作品が展示されるので、その

神秘的な世界に触れてみてください。

有名な大作で、高さが4メートルある彫刻『炎の女』

は、ダリがもっとも好んだ炎と引き出しの中の女を素材

にした作品です。炎で女性の性的興奮を燃やしながら、

引き出しは女性の抑圧された性的欲望を象徴していま

す。ダリは少し開いた引き出しと杖で、女性がカミング

アウトした秘密を隠喩すると同時に、権威の安定と性の

力を融合しています。また、『ダンス・

オブ・タイム』（Dance of Time）は、

アメーバのようにぐにゃぐにゃに柔ら

かくなった掛け時計で、光陰矢の如しと

いうことを表現しています。

鋭い洞察力で人間を分析することに

傾倒したダリの創作テーマには、タブー

はありませんでした。生死、性欲、暴

力から宗教に至るまで、何でも題材

にしています。青銅の彫刻『ビジョ

ン・オブ・ザ・エンジェル』（Vision 

of the Angle）は、親指で神のこの上

ない力を、木の枝で生命を表し、翼

で杖をつきながら物思いにふける天使

が宗教的な神秘の世界を演出していま

す。

ダリの自由な作風は、絵画や彫刻だけ

にとどまらず、映画や舞台装置、建

狂気の天才ダリ～
シュルレアリスムの巨匠特別展
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築、家具、ファッションといった領域にまで及んでいま

す。『リップソファ』は、ハリウッドスターのメイ・ウ

エスト（Mae West）のセクシーで魅惑的な唇からイン

スピレーションを得た作品です。1930年代には、ジャン

・ミッシェル・フランク（Jean-Michel Frank）とのコラ

ボで、それまで描いた絵画をオブジェ化して、家具、ラ

イトといった生活インテリアに取り入れた作品も創作し

ています。

『Bracel l i』は、足が枝のようになっているアンバ

ラ ン ス な ビ ジ ュ ア ル の ス タ ン ド ラ ン プ で 、 ダ リ の ド

ラ マ チ ッ ク な シ ュ ル レ ア リ ス ム が 如 実 に 現 れ て い ま

す。映画では、1944年にヒッチコックの『白い恐怖』

（Spellbound）で、幻想シーンのデザインを手がけまし

た。その時使われた大きな油絵やポスター、ダリが撮影

現場で討論している貴重な写真も、今回展示されます。

このほか、小型彫刻とガラス作品の展示エリアには、

フランス風の女性のしなやかな美しさをテーマにした水

晶が展示されます。また、イラストの展示エリアには、

ほとんど公開されていないダリの作品が展示されるの

で、荒唐無稽に見える作品の背後にあるダリの巧みな表

現力と、そこにある濃厚な歴史と文化を垣間見ること

ができます。

「私と狂人との唯一の違いは、私が狂人ではないこと

だ」という言葉を残しているダリ。自分の制作方法を

「偏執狂的批判的方法」と称していました。奇人変人

でナルシストでもあったダリは、その衰えぬ想像力の

ように、常に論争の的になり、多くの人を魅了してき

ました。そのダリの内なる世界の潜在意識に触れてみ

てください。

狂気の天才ダリ～ 
シュルレアリスムの巨匠特別展

会期：6月16日～9月30日

時間：9:00～18:00

会場：中正紀念堂（台北市中山南路21号）

電話：(02)6630-3888、(02)2343-1100

http://www.mediasphere.com.tw

関/連/情/報

1.『聖ゲオルギウスと龍』

2.『ダンス・オブ・タイム II』

3.『炎の女』

4.『宇宙象』

5.『ビジョン・オブ・ザ・エンジェル』

6.『宇宙的ヴィーナス』



国立故宮博物院
電話：2881-2021
住所：台北市至善路 2 段 221 号
http://www.npm.gov.tw

会期：6 月 25 日まで
宣德宸翰―明宣宗書画展

会期：6 月 25 日まで
研経と書芸―清代経学家書法展

会期：7 月 16 日まで
清徐揚 日月合璧五星聯珠図

台北市立美術館
電話：2595-7656
住所：台北市中山北路 3 段 181 号
http://www.tfam.museum

会期：6 月 3 日まで
ユリアン・ローゼフェルド～「製造―世界」

会期：6 月 10 日まで
台湾当代・玩古喻今

台北當代藝術館
住所：台北市長安西路 39 号 
電話：(02)2552-3721
http://www.mocataipei.org.tw

会期：6 月 17 日まで

第 10 回台新芸術賞入選作品展

国立中正紀念堂
電話：(02)2343-1100
住所：台北市中山南路 21 号 
http://www.cksmh.gov.tw/jp/index.php

会期：6 月 15 日～ 9 月 23 日
地球最古の恐龍展

会期：6 月 22 日～ 7 月 17 日
オーラル・ヒストリー展

松山文化創意園區
電話：2765-1388
住所：台北市光復南路 133 号 
http://www.songshanculturalpark.org 

会期：6 月 3 日まで

絵師百人展

国立中正文化中心 
国家戲劇院・国家音樂廳
電話：3393-9888
住所：台北市台北市中山南路 21-1 号
http://www.ntch.edu.tw

公演日：5 月 31 日
故郷日本の名曲コンサート

公演日：6 月 5 日
北欧の声―台北愛楽青年合唱団コンサート

公演日：6 月 17 日
マンドリンとの出会い『夏の舞』

寶藏巖國際藝術村
電話：(02)23645313
住所：台北市汀州路 3 段 230 巷 37 弄 4-8 號
http:// www.artistvillage.org

会期：6 月 17 日まで
AIR 蓋台 II | AIR Overlapping II

国立歴史博物館
電話：2361-0270
住所：台北市南海路 49 号 
http://www.nmh.gov.tw

会期：5 月 20 日まで
秘境・トーテム・印象―グアテマラ芸術創作展

会期：5 月 31 日まで
凝視・対望―フォルモサの眼撮影展

会期：5 月 31 日まで
光影歲月―台湾庶民 1920-1992

台北數位藝術中心
電話： 7736-0708
住所：台北市福華路 180 号 
http://www.dac.tw/index.html

会期：6 月 10 日まで
英国 RCA アートアニメーション回顧展～
Animation 26 Years

国立台湾科学教育館
電話：6610-1234
住所：台北市士商路 189 号
http：//www.ntsec.gov.tw

会期：6 月 3 日まで
日本の不思議な 3D トリックアート展 Part II

国立台北藝術大學關渡美術館 
電話：2896-1000 内線 2416  
住所：學園路 1 号
http://www.kdmofa.tnua.edu.tw

会期：7 月 1 日まで
対話の創造者

会期：7 月 8 日まで
ニューヨーク旅行計画

会期：7 月 8 日まで
センスの生産：知識が態度になるとき

    
2012  
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ユリアン・ローゼフェルド～「製造―世界」

センスの生産：知識が態度になるとき

第 10 回台新
芸術賞入選作品展

五月、六月の
文化イベントカレンダー

秘境・トーテム・印象―
グアテマラ芸術創作展

台北ガイド  
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台北ガイド 

桃園国際空港から
台北市までのアクセス

台北市と桃園国際空港を往復するには、安

くて便利な空港バス、安全で速いタクシー、

専門的で質の高い送迎サービスがあります

が、どれを利用するにしても所要時間と料金

によって選択が異なります！

桃園国際空港第一ターミナルおよび第二ターミナル
のバスおよびタクシー乗り場のご案内

タクシー

乗り場：
第一ターミナルの到着ロビーの北側、第
二ターミナルの到着ロビーの南側

片道料金：
メーターの料金 ×0.15 ＋高速道路料金。
台北市内まで約 1,100 元

第一ターミナルタクシーサービスセンタ
ー電話：(03)398-2832

第二ターミナルタクシーサービスセンタ
ー電話：(03)398-3599

空港バス

乗り場：

第一ターミナル一階の到着ロビーの南西
側、第二ターミナル一階の到着ロビーの
北東側

運行会社：
國光客運、長榮巴士、建明客運 ( 飛狗巴
士 )、大有巴士、統聯客運の 5 社

片道運賃：85 元～ 145 元

所要時間：
路線によって約 40 分～ 60 分 ( 大有巴士
は停車バス停が多いため約 60 分～ 90 分 )

運行間隔：
約 15 分～ 20 分間隔 ( 大有巴士は約 20 分
～ 30 分間隔 )
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お知らせ

市のサービスを便利にご利用いただけ
るよう、台北市では 1999 市民ホットラ
インを実施しています。市内電話、携帯
電話、インターネット電話（公衆電話と
大哥大プリペイドカードは除く）からフ
リーダイヤル「1999 台北市民ホットライ
ン」をご利用ください。「1999 台北市民
ホットライン」は、担当者との通話時間
を最長 10 分、電話転送後の通話時間を最
長 10 分としています。限りある資源を大
切に、通話の際は要点を簡潔にお話下さ
い。

詳 細 に つ い て は 1999 に ダ イ ヤ ル す
るか台北市研考会のサイト (www.rdec.
taipei.gov.tw) でご確認下さい。

緊急連絡先一覧表

警察 / 110

犯罪、交通事故、そのほか警察の協力が
必要な場合に利用

消防 / 119
火災、死傷事故、そのほか緊急救助が必
要なときに利用

婦女児童保護専用ダイヤル / 113 内線 0
家庭内暴力または性的暴力の被害者のた
めの 24 時間緊急支援、法律相談、カウ
ンセリングサービス

もし 110 または 119 に電話して言葉の壁
にぶつかった場合は、24 時間サービスホ
ットライン 0800-024-111 に電話してサ
ポートを依頼することも可能です。

生活に役立つ連絡先
機      関 電      話      番      号

台北市民ホットライン 1999

英語による電話番号案内 106

国際電話ダイレクトコール
カスタマーサービス専用ダイヤル

0800-080-100 内線 9

時報 117

天気予報 166

道路状況 168

交通部観光局
トラベル相談ホットライン

0800-011-765( フリーダイヤル )

交通部観光局
トラベル苦情専用ダイヤル

0800-211-734( フリーダイヤル )

外国人台湾生活相談ホットライン 0800-024-111

観光局台湾桃園国際空港
トラベルサービスセンター

第一ターミナル (03)398-2194

第二ターミナル (03)398-3341

行政院新聞局 (02) 3356-8888

国際貿易局 (02) 2351-0271

外貿協会 (TAITRA) (02) 2725-5200

台湾観光協会 (02) 2594-3261

台北市日本工商会　 (02) 2522-2163

外交部 (02) 2348-2999

外交部市民サービス専用ダイヤル (02) 2380-5678

警察ラジオ局 (02) 2388-8099

タクシー呼出サービス
英語専用ダイヤル

0800-055-850 内線 2

消費者サービス専用ダイヤル 1950

中央健康局相談専用ダイヤル 0800-030-598 内線 3

エイズ相談専用ダイヤル 0800-88-995

以上出典：
外國人在台生活服務 (Information For Foreigners)/ 電話： 0800-024-111
中華民國交通部観光局 / 電話： (02)2349-1500     ※ 緑色字は英語ダイヤル

台北駅トラベルサービスセンター
(02) 2312-3256

台北市北平西路 3 号 1 階

松山空港トラベルサービスセンター
(02) 2546-4741

台北市敦化北路 340 之 10 号

東区地下街トラベルサービスセンター
(02) 6638-0059

台北市大安路 1 段 77 号地下街 4-2 店

MRT 西門駅トラベルサービスセンター
(02) 2375-3096

台北市宝慶路 32-1 号地下 1 階

MRT 圓山駅トラベルサービスセンター
(02) 2591-6130

台北市酒泉街 9-1 号

MRT 剣潭駅トラベルサービスセンター
(02) 2883-0313

台北市中山北路 5 段 65 号

MRT 北投駅トラベルサービスセンター
(02) 2894-6923

台北市光明路 1 号

市役所バスターミナルトラベルサービスセンター
(02) 2723-6836

台北市忠孝東路 5 段 6 号 

梅庭トラベルサービスセンター
(02) 2897-2647

台北市中山路 6 号

ミラマー・エンターテインメント・パーク
トラベルサービスセンター
(02) 8501-2762

台北市敬業三路 20 号

ゴンドラ動物園駅トラベルサービスセンター
(02) 8661-7627

台北市新光路 2 段 10 巷 2 号

ゴンドラ猫空駅トラベルサービスセンター
(02) 2937-8563

台北市指南路 3 段 38 巷 35 号

台北市トラベルサービスセンター
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臺北市立動物園

指南國小遊歩道
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猫空で山に親しむお茶の旅
P30~33 

猫空で山に親しむお茶の旅
P30~33 

猫空で山に親しむお茶の旅

古早味豆漿店
住所：台北市萬壽路14号

台北市立動物園
住所：台北市新光路2段30号
電話：(02)2938-2300

小木屋茶坊
住所：台北市指南路3段38巷28号
電話：(02)2939-0649

張迺妙茶師紀念館
住所：台北市指南路3段34巷53之2号
電話：(02)2938-2579

三墩石茶壺博物館
住所：台北市指南路3段34巷36号
電話：(02)2938-6177

Café巷
住所：台北市指南路3段38巷33-5号
電話：(02)2234-8637

台北市鐵觀音包種茶研發推廣
中心
住所：台北市指南路3段40巷8-2号
電話：(02)2234-0568

邀月茶坊
住所：台北市指南路3段40巷6号
電話：(02)2939-2025

大茶壺1階茶餐廳
住所：台北市指南路3段38巷37之1号1階
電話：(02)2939-5615

ゴンドラ動物園駅トラベルサービスセンター
住所：台北市新光路 2 段 10 巷 2 号（猫空ゴンドラサービスセ

ンター 1 階）

電話：(02)8661-762
営業時間：火曜日～金曜日 9:00 ～ 21:00 ／土日祝日 8:30 ～

21:00（月曜日休業）

ゴンドラ猫空駅トラベルサービスセンター
住所：台北市指南路 3 段 38 巷 35 号（猫空ゴンドラ猫空駅出口 )
電話：(02)2937-8563
営業時間：火曜日～金曜日 9:00 ～ 18:00 ／土日祝日 8:30 ～

20:00（月曜日休業）

※ 両トラベルサービスセンターでは「観光スポット」「アクセ
ス情報」「レストラン、ホテル」「イベント」「観光コース」
「パンフレット、マップ」などについてスタッフが英語と日
本語による案内サービスを行っているほか、インターネット
での問い合わせにも対応しています。

猫空についてもっと詳しく知りたい方は、「猫空慢慢遊」サイ
トにアクセスしてみてください。猫空の観光スポット、お店情
報のほか、最新のイベント情報もあります。また、「お茶」「グ
ルメ」「生態」「田園」「文化」の 5 つのテーマに沿ったオス
スメコースも紹介しています。

猫空慢慢遊 ( 日本語版 )：
http://www.zonego.taipei.gov.tw/MP_10501D1.html

※猫空ゴンドラは 5 月 2 日～ 6 月 1 日にかけて年度メンテナン
スのため運行を休止します。ご不便をおかけしますが、あら
かじめご了承ください。

※ 5 月 2 日～ 6 月 1 日間は猫空ゴンドラ動物園駅トラベルサー
ビスセンター、猫空駅トラベルサービスセンターにおきまし
ても営業を停止いたします。

猫空ゴンドラ情報
運賃：1駅30元、2駅40元、3駅50元（悠遊カードも同様）
乗車券販売：猫空ゴンドラ各駅
営業時間：火曜日～木曜日 9:00～21:00／金曜日および祝日の前

日 9:00～22:00／土日祝日 8:30～22:00

電話：(02)218-12345
http://gondola.trtc.com.tw

遊覧バス
・棕 15、小 10 番のバスで猫空の各スポットを回ることができます。
・猫空山路バス（棕 15、小 10、遊覧バス）は、平日は手を上げて、
休日はバス停からご利用ください。

右回りルート：
猫空ゴンドラ猫空駅―田寮橋－樟湖－樟山寺－杏花林－茶壺博物
館－樟湖步道－三玄宮（循環式運行）
左回り（指南宮）ルート：
茶推廣中心駐車場－猫空－涼亭－圓山－草湳－猫空ゴンドラ指南
宮駅（往復式運行）

アクセス



圖片由臺北市政府觀光傳播局提供

住所：臺灣台北市松江路67號10樓
電話：




