中壢、平鎮
楊梅、龍潭

桃園市観光マップ

西エリア

お客様窓口

グルメ、ショッピング情報

桃園駅ガイド
センター

09:00-18:00
桃園市桃園区中正路 1 号
03-3673743

中壢駅ガイド
センター

09:00-18:00
桃園市中壢区中和路 139 号 （駅正面出口そば）
03-4266216

高鉄桃園駅ガ
イドセンター

09:00-18:00
 園市中壢区高鉄北路一段 6 号
桃
（高鉄桃園駅 1 番出口そば）
03-4532921

石門ダムビジ
ターセンター

08:00-17:00
桃園市大渓区環湖路一段 68 号
03-4712000#100

拉拉山トラベ
ルセンター

08:00-17:00
桃園市復興区華陵里 7 鄰 29 号
03-3912761

慈湖ビジター
センター

08:00-17:00
桃園市大渓区復興路一段 1097 号
03-3884437

大渓ビジター
センター

08:00-17:00
桃園市大渓区復興路一段 896 号
03-3884437

大渓老城区ビ
ジターセンタ
ー

11:00-20:00
桃園市大渓区普済路 37-2 号（中正公園内）
03-3886277

桃園国際空港
ビジターセン
ター

六和商圈 ( 中壢区 )

03-332-2101

SOGO 百 貨 店 と Venice Cinemas（ 威 尼 斯 影
城）を中心に周辺の路線をつなげて形成され、
ブティックやレストラン、喫茶店など何でもあ
り、伝統と流行が一つに会すエリアです。また、
桃園一喫茶店が密集することでも知られ、若者
や家族連れにおすすめです。

石門の活魚料理

楽遊桃園（FB）

楽遊桃園（IG）

桃園観光導覽網

高鉄探索館

MAP

広告

G,2

桃園市中壢区高鉄北路一段 2 号
09:30-12:30、14:00-16:30（事
前にネット予約が必要）
日、月曜、祝祭日 03-261-0001

Xpark 水族館

MAP

桃園市中壢区春德路 105 号
10:00-22:00
03-287-5000

G,2

日 - 金曜 10:00-20:00、土曜

横浜八景島水族館初の海外進出
が桃園に！ 2 階建ての水族館には
かわいいペンギンやラッコ、癒し系
クラゲなどがいて人気です。音声や
光、ハイテクを用い、360 度大海原
に包まれているような今までにな
い新体験が味わえます。

メトロウォークショッピングセンター MAP
桃園市中壢区中園路二段 501 号
曜 11:00-22:30
03-468-0999#9

青塘園

MAP

F,2

桃園市中壢区高鐵南路二段そば
農業用池から都会のオアシスへと
変貌を遂げた青塘園は「桃園秋紅谷」
の別名をもち、水面にかかる 2 つの
橋が目を引きます。ほかに緩やかな
坂や見晴らし台、緑が広がり、親子
が楽しい時間を楽しむのにぴったり
です。

グロリアアウトレット
桃園市中壢区春徳路 189 号
22:00
03-273-8666

全国初の高速鉄路テーマ博物館。ここでは鉄道の起源や台湾鉄道
と高速鉄路の発展、世界の高鉄の
容貌が一望できます。また、実物
大の高鉄車両に乗り込み風を操る
快感を味わったり、大パノラマの
模型で高鉄が台湾各地の景色を走
り抜ける様も楽しめます。

MAP

G,2

11:00-21:00、土・日曜 11:00-

桃園高鉄駅に隣接するグロリアア
ウトレットは台湾最大のアメリカン
スタイルアウトレットで、ゆったり
買物が楽しめます。100 以上の世界
的高級ブランドが入り、外国のアウ
トレットに匹敵する価格で、買物の
手が止められません。歩き疲れたら
おいしいグルメもより取り見取りです。

@ グロリアアウトレット

平鎮、楊梅、
龍潭区
平鎮褒忠祠﹙義民廟﹚

MAP

桃園市平鎮区復旦路二段 23 巷 8 号
03-493-2246

F,5

06:00-20:00

清の時代、台湾客家の先賢たちが
命を犠牲にして守ったことから「義民
爺」との敬称があり、客家人にとって
重要な信仰地です。ここ褒忠祠は台湾
初の金色の義民爺を祀る義民廟で、つ
ねに参拝客が絶えることなく、旧暦の
7 月義民祭りの際には全国の信徒があ
つまり賑わいます。

03-273-7220

蛋宝生技不老村

MAP

G,5

桃園市平鎮区金陵路三段 105 号
08:30-17:30( 最終入館時間は
16:30)
旧暦の大晦日と元旦
03-468-8300
日本風の鳥居や建築、浴衣体験で、まるで日本にいる気分になる
人気のインタ映えスポッ
トです。ほかにも卵の知
識や商品を見つけたり、
健康について楽しく学ん
だり、ショッピングも楽
しめます。

MAP

H,6

桃園市平鎮区龍平路と忠貞一街の交差点

F,4~F,5

過嶺支渠は石門大圳の的枝分か
れした灌漑水路です。沿路には緑
があふれ、散歩やサイクリングに
最適です。北端にある双連坡トー
チカ公園は軍事トーチカ跡や美し
いアート作品が置かれ、インスタ
映えスポットです。

葡萄王健康活力エネルギー館

MAP

G,5

桃園市平鎮区金陵路二段 402 号
09:00-17:00 月曜
03-271-2121
館内ではブランドストーリーの紹介や
商品が展示され、貴重な 200 年の大霊芝
や健康にいいゲームなどもあり、子供たち
が DIY 体験を通じて健康の大切さを学べる
ようになっています。

晴耕雨読小書院

MAP

桃園市龍潭区福龍路二段 169 巷 181 弄 30 衖 90 号
18:30
月、火曜
03-480-2377

G,7

10:00-

オーナーは三国時代の諸葛亮が「南
陽にて躬 ﹙ きゅう ﹚ 耕 ﹙ こう ﹚（自ら田
を耕したこと）」にちなみ、「晴れ
の日は屋外で農作業、雨の日は屋内
で読書に勤しむ」という哲学のもと、
龍潭に草庭のある家屋を探し出しま
した。そして、本を厳選し各地から
刊行物やハガキを集め、廃材で本棚やテーブルを作り、ヒーリング
効果のある花やハーブを植えて打ち出したのがこの夢の書店です。

野球名人堂

MAP

桃園市龍潭区民生路 141 巷 150 号

いものです。

全国発の「雲南文化」をテーマ
にした公園です。タイ、ミャンマ
ー孤軍が撤退、来台した歴史と生
活、飲食文化が記録されています。
周辺エリアと忠貞市場ではミャン
マーや東南アジアのグルメが楽し
めます。特に米干は店によって味
が異なるので、ぜひとも味わいた

源友咖啡文化館園区

MAP

F,7

桃園市平鎮区工業五路 8 号
08:00-17:00 団体見学のみ受付
土、日曜
03-469-7387#1032
濃厚なコーヒーの香りとコー
ヒー豆が入った透明な瓶が埋め
込まれた壁、スタイリッシュな
木製テーブルと椅子で、まるで
外国のコーヒーショップにいる
ような気分になります。ここは
台湾最大で、プロフェッショナ
ルなコーヒー焙煎工場を備え、コーヒーテイスター認定試験会場に
も使用されるコーヒー愛好家に見逃せない場所です。

大北坑レジャー農業園区
& 乳姑山の夜景観賞
MAP

E,8~F8

龍潭区三水里大北坑街 1998 巷 8 号、桃園市龍潭区楊銅路二段
0928-586326

大北坑は重要な茶葉産地で東方美
人茶の生産で知られています。現地
の遊歩道や旧家屋、水土保持教室、
客家料理を一つにしたレジャー施設
で、客家の風情が楽しめます。ここ
はルピナスの故郷で、毎年 3 月のル
ピナス祭りには一面に咲き誇る花畑
が鑑賞できます。また、夜景の美し
い乳姑山で眺めのいい喫茶店のコー
ヒーを味わうのも最高です。

G,9

龍潭聖蹟亭

09:00-21:00

03-433-9090

MAP

F,8

桃園市龍潭区凌雲里竹窩子段二十地号

直径 32 メートルもの野球ボール
オブジェが目を引きます。中には台
湾プロ野球選手の紹介や野球の知
識、台湾野球百年の歴史などが展示
され、スヌーピーとコラボした野球
ゲームやキャラクターグッズのほ
か、スヌーピーショップやレストラ
ンもある大人にも子供にも人気のス
ポットです。

昔の人は文字のもたらす力を敬って
いたことから、不要となった紙を焼く
ため敬字亭や惜字亭を設置しました。
これは客家人が文字を重視していたこ
とを意味します。聖蹟亭は日中の伝統
を融合させ、雲にそびえ立つろうそく
の形をした石柱のような形は、筆を意味したもの。炉自体は下から
順番に八卦、四象、六気を象徴し、文化と建築が融合しています。

雄獅文具想像力製造所

想像力あふれる創作と驚きのカラ
ーデザインで、伝統的な工場展示ス
タイルを打ち破りました。雄獅文具
の歴史を知ることができるほか、色
を用いて脳を活性化させ、自由に落
書きしたりしながら、イマジネーシ
ョンが発揮できるスポットです。

G,2

子供たちに大人気のアニメ「しまじろう（巧虎）」が遊園地に！
砂場、ビッグボール池、遊技場、
物語ステージなど 5 大エリアに
分かれ、カラフルでストーリー
性のあるゲーム形式になってい
ます。子供たちは安全かつのび
のび遊べ、教育意義も兼ね備え
ていますたスポットです。

桃園市平鎮区長安路、陸光路

桃園市龍潭区中原路二段 188 号
は 15:30） 水曜
03-411-6888

10:00-21:30

MAP

雲南文化公園 & 忠貞市場

過嶺支渠歩道 & 双連坡トーチカ公園 MAP

MAP

F,9

09:00-17:00（最終入館時間

老街渓サイクリングロード、
MAP
老街渓河川教育センター

G,4~G,5

桃園市中壢区中原路 58 号 ( 老街渓河川教育センター )
09:00-17:00
月曜
03-422-1469
かつて売り場でおおわれていた老街渓は、生態工学に基づいた建
設方式によって風光明媚なレジャーエリアに変貌を遂げました。サ
イクリングロードは石門大圳、八角塘、
伯公潭などとつながり、沿路の景観は最
高です。近くの老街渓河川教育センター
には目を引く大型パイプ滑り台があり、
老街渓の歴史と生態環境が学べる親子連
れにおすすめのスポットです。

龍潭観光大池

MAP

F,8

桃園市龍潭区中豊路上林段 115 巷 11 号
湖中心の南天宮には関聖帝君が祀られています。くねくねとし
た伝統的な忠義橋やモダンな複合
式観光吊り橋を渡って対岸へ。夜
には池を上下する光のオブジェが
ロマンチックです。また、湖畔に
は遊歩道が廻られされ、見晴台や
足こぎボートもあります。夏には
親子そろって巨大龍滑り台も楽し
めます。

G,4

MAP
10:00-18:00

+ YouBike

月、火曜、祝祭日

車の行き交う中平ショッ
ピングエリアにある日本風宿
舎をリニューアルした建物で
す。屋根瓦や窓枠、引き戸は
当時のままで住民たちの生活
の様が見え隠れしています。
専属スタッフのガイドサービ
スのほか、不定期で開催され
るアート展や文化体験やオリジナルグッズなどもあり、さまざまな
方法で当時の記憶と温度を感じることができます。

高鉄探索館、Xpark 水族館、グロリアアウトレット

MAP

桃園市楊梅区中山里 2 鄰環東路 116 号

D,7

03-478-2450

楊梅市にある歴史ある静か
な寺で、もとは「麟鳳宮」と呼
ばれていました。最初は關聖帝
君を祀っていましたが、日本統
治時代に皇民化政策で仏寺にな
り、関羽を迎えた後、神仏一体
の寺院となりました。石彫刻ア
ートは一見の価値があり、庭園
にあるガジュマルの老木や桜の木も古寺に趣を添えています。

ARWIN カリスマミュージアム
桃園市楊梅区中山北路一段 21 巷 1 号
03-488-3800

MAP

D,6

08:30-17:00

桃園市龍潭区中豊路 465 号
土日のみ 17:30-23:30
南桃園エリア最大の観光夜市で、敷地面
積は 6,000 坪、500 軒以上の屋台が並び、駐
車場も広いです。台湾らしいグルメや異国
料理、各種雑貨やゲームの店など食べて楽
しい大人気の夜市です。

3

桃園市楊梅区幼獅工業区青年路 9 巷 3 号
03-496-2201#1

楊梅四維商圈

4

MAP

E,6

09:00-17:30

MAP

桃園市中壢区中大路 300 号

F,4

03-422-7151

黑松飲料博物館

G,4

MAP

桃園市中壢区中園路 178 号
10:00-12:00、13:00-15:00（事前
にネット予約が必要）
土、日曜
03-452-3101#219

美しいキャンパス景観
と立地のよさでテレビドラ
マのロケ地としてよく使わ
れます。 テレビの影響も
あり、大学は学生が学ぶ場
所としてだけでなく、若者
たちの人気デートスポット
にもなっています。

台湾人で知らない人がいない「黒松ソーダー」は台湾ドリンクの
代表です。館内のタイムトンネル
に入ると黒松発展の歴史や文物が
展示され、ドリンク製作の過程を
見ることができます。見終わった
ら無料ドリンクのサービスで喉を
潤いましょう。

金車咖啡文教館
MAP
10:30-19:00

G,5

月曜

前身は中壢公学校教職員宿舍で、
大正 6 年（1917 年）に建てられま
した。建物は当時のままを留め修
復され、緑におおわれています。
屋外の 2 階建て見晴らし台からは
周囲が見渡せ、日本風黒瓦と台湾
の赤瓦の特色が観賞できます。現
在は親子読書コーナーやお話しコーナー、食育体験コーナーが用意
されています。

MAP

G,5

桃園市中壢区延平路 627 号
展覧スペース 11:00-18:00
月曜（展覧スペース）
03-425-1111
1941 年に建てられた中壢
警察局の日本式宿舎は一戸
建ての高等官家屋で、修復
後、中壢エリアの芸文サロ
ンとなりました。不定期で
青空市や各種講座、展覧会
などが催され、横には桜の老木があり、開花期になるとピンク色の
桜が建物に映えます。

楊梅故事園区
桃園市楊梅区校前路 49 号
03-332-2592#8206

MAP
10:00-17:00

D,6

月、火曜

桃園市中壢区榮民南路 412 号
08:00-17:00（団体見学のみ予
約受付）
土、日曜
03-465-1121#257
金車中壢工場エリア内にあり、
まるで緑化された大型公園のようで
す。工場の２階から「Mr.Brown ～
咖啡」のコーヒー生産ラインを俯瞰
しながらコーヒーに関する知識を得
たり、さまざまな国で賞を取ったブ
ラウンコーヒー輸出版の権利をゲッ
トするチャンスもあります。

さらにもう一つ！こっちも楽しい！
MAP

E,2

もとは楊梅中学校長の住まいで、歴史建築に登録されています。
修復後、リビングを展示スペース
にし、客家文化や学びの精神に触
れることができます。また、不定
期で展覧や講座、マーケットなど
も開かれています。横にあるクス
ノキやマンゴーの木は桃園の貴重
な老木に名を連ね、旧家屋に寄り
添い静けさを演出しています。

秀才登山歩道

MAP

D,7

保甲古道

H,4

桃園市中壢区自強一路 4 号
08:00 ～ 17:00( 見学は事前にネット予約
が必要 )
土、日
03-452-9994#609

龍元宮

小人国テーマパーク

04:30-20:30

03-479-1883

信仰の中心地龍潭では、農業の神である神農大帝（別称：五穀爺）
を祀っています。毎年旧曆の 4
月には五穀爺文化祭りが開か
れ、供物豚対決や伝統音楽パフ
ォーマンスで五穀爺の生誕を祝
います。元宵祭りには迎古董パ
レードや財神爺発財母金巡回な
どがあり、旧正月に劣らぬ賑わ
いを見せます。

菱潭街興創基地
桃園市龍潭区龍元路 45-31 号
11:00-18:00
月、火曜

MAP

G,8

11:00-17:00、土、日曜

MAP

桃園市龍潭区高原里高原路 891 号
09：30~17：00
03-471-7211

MAP

E,9

G,8

桃園市龍潭区東龍路 196 号、南龍路 3-11 号および南龍路 15-17 号
08:30-17:00
月曜、祝祭日
03-409-6682
鍾肇政は台湾文学の母といわれ、書籍『魯冰花』や『濁流三部曲』
が有名です。彼はかつて龍潭国小宿舎群に 10 年近く住んでいたこ
とがあります。エリア再建後、鍾
肇政旧居や大河学堂、文会友講堂
など鍾氏の生活空間やオーディオ
資料の展示のほか、芸文イベント
にも使われ、文学の巨匠の生涯に
触れることができます。

B,6

MAP

富岡三連陂

MAP

MAP

A,5

洋風建築や伝統家屋、赤レンガのアーケードが肩を並べるユニ
ークな街で、富岡老街のかつて
の栄光と繁栄の記憶が感じられ
ます。代表的なバロック様式の
呂家洋館は５軒の店舗が横に跨
り、当時の喧騒が見て取れるよ
うです。

さらにもう一つ！こっちも楽しい！
MAP

D,7

桃園市楊梅区福人路 69 号
（歩道入口）

石門大芝生 & 十一份観光文化園区

MAP

H,9

石門大芝生は北区水資源局前にあ
り、広大な面積で、周囲には多くの
巨木があります。凧あげをしたり、
サッカーやピクニックにも最適で
す。そばの宿舎にはたくさんの桜の
木が植えられ、春の満開時には息を
のむ美しさです。すぐ横にある「十一
份観光文化園区」は桃園の「松山文
創園区」の異名をもち、素朴で優雅さを失わない宿舎建築群です。
将来的にはアーティスト駐村や青空市、創作マーケット、市民食堂
などを設置する予定です。

G,9

三坑老街

H,9

龍潭第一街の美名をもつこの地では、とくに古い住民が「黒
白洗」という洗い場で物を洗う
姿が必見です。古い街並みには
昔ながらのアーケード建築が残
り、野菜まん、草餅、牛汶水と
いう客家餅など客家のグルメが
売られています。突き当たりに
ある乾隆時代の信仰地「永福宮」
もぜひ訪れたいスポットです。

桃園市客家文化館
桃園市龍潭区中正路三林段 500 号
03-409-6682

MAP

桃園市龍潭区三坑老街

龍潭大池と客家文化館をつ
なぐ田園ロード沿路では、茶園
全体を眺めることができます。
ゆったりとした村の景色に緑が
一面に広がる最高の眺めです。
微風が吹くとさわやかな茶葉の
香りが漂い、心が穏やかになる
静けさが堪能できるスポットで
す。

MAP
08:30-17:00

鮮やかに描かれた階段、人目を引く 3D ランドスケープアート、5
月に咲き誇る雪のような桐の
花が桃園客家文化館を新たな
インスタ映えスポットにしま
した。園内では客家文化や客
家音楽を中心にさまざまな展
示品があり、客家の文化とア
ートをも体感できます。

大平紅橋

G,5

MAP

B,5

製茶体験
福源茶廠

MAP

F,8

08:00 ～ 18:00

1949 年建設以来、機械による大量生産を行ってきました。現在
でも工場内では骨董クラスのヨーロッパ式製茶機が休まず運行して
います。有名飲料メーカー「茶裏王」の緑茶の CM ロケ地でもあり、
工場内にはガイド案内があるほか、茶摘みや茶揉み、茶葉の挽き方
などが体験できます。

三水茗園

MAP

E,8

桃園市龍潭区大北坑街 1371 巷 29 号
09:00 ～ 19:00
03-479-5907
果てしなく広がる茶園風景
は「茶裏王」の CM ロケ地で、
３月にはルピナスの花畑が美
しく、一日茶農家体験もでき
ます。また、歴史ある旧家で
芳醇な東方美人茶を愉しむこ
ともでき、時の流れも味わえ
ます。

三坑自然生態公園

MAP

H,9

桃園市龍潭区三坑里堤防そば
日本統治時代に賑わった渡し船地は、のちに広々とした原生の
生態湖と緑地を残し、木製の歩道や景
観展望橋、東屋（涼亭）など憩いのス
ペースがあります。中でも湖に通じる
歩道はバリ島の風情があり、SNS 上で
人気です。かつて賑わいを見せた客家
の景色を懐かしめるスポットです。

三坑サイクリングロード

MAP

H,9

桃園市龍潭区中正路三坑段 / 永福路口（石門大圳）
沿路客家風情が濃厚に漂い、老若男女が楽しめる人気のサイク
リングロードです。路線は平らで広々とし、三坑老街に隣接する
石門大圳そばから出発します。
水路と木々が互いに引き立て、
情緒ある景色が広がります。途
中、三坑老街や大平紅橋、三坑
自然生態公園などへ行くのもお
すすめで、春には桜、5 月には
桐花も楽しめます。

石門山歩道

MAP

G,10

桃園市龍潭区石門登山口
台湾小百岳に名を連ね、民治路の登
山口はお店で賑わっています。平坦な
歩道と険しい歩道が選べ、石門山労工
育楽センターのそばにも観音像歩道が
あります。山の頂から石門ダムの美し
く壮観な水の色を眺め、運がよければ
遠くに台北 101 ビルも望めます。

H,9

桃園市龍潭区石門路 55 巷内（龍潭区大坪里と三坑里の境界）
全国歴史百大建築に選ばれた大平紅橋という名は、赤レンガで
構成されていることが由来で、
百年もの歴史があります。赤レ
ンガを積み重ねてできたこの橋
を渡って打鉄坑渓を越えると、
青々とした自然の美が望めま
す。周辺には親水公園が計画さ
れ、優雅な橋に映えます。

MAP

桃園市龍潭区竹龍路 590 巷 56 号
03-479-2533

G,9

月曜、祝日

MAP

的好
的
好

富岡鉄道アートパーク

桃園市楊梅区新明街 172 号

福人歩道

月曜

A,5

アジア初のミニチュア模型テーマパークで、世界各地の有名な建
物のミニチュアが 100 種以上置かれ
ています。総統府から万里の長城、
自由の女神、ギリシャ神殿まで各国
のランドマークが精巧に再現され、
世界を一周する旅人の気分が味わえ
ます。また、室内外には親子連れが
楽しめる遊びも揃っています。

MAP

09:00-18:00

富岡にはアジア最大の鉄道車両基地があります。富岡駅を中心
に絵画やインスタレーションを
設置し、パブリックアートパー
クのコンセプトを三連陂と伯公
岡公園、富岡運動公園へと広げ
ました。鉄道ファンの皆様にぜ
ひ訪れてほしい場所です。

楊梅富岡に位置し、米の生産のほ
か、仙草や有機野菜、牧畜業も盛ん
です。そのほか、毎年 11 月と 12 月
に仙草花祭りが開催され、薄紫色の
花がいっぱいに咲き乱れる様はロマ
ンチックな真夏のプロバンスのラベ
ンダー畑を思わせます。

石門大芝生 : 桃園市龍潭区佳安路 2 号，十一份観光文化園区 : 桃
園市龍潭区佳安西路 2 巷 5 号

龍潭三林サイクリングロード

桃園市中壢区龍吉二街 155 号
03-284-1866

G,5

MAP

桃園市楊梅区富岡駅周辺

平日：09：00-16：30、休日：

龍潭区忠勇街 111 号よこから富華街沿線

市場でコーヒーを飲んだり、講座を聞いたり、料理を学んだり。
情熱あふれる若者たちの創意工夫
のもと、活気のなかった古い市場
がおしゃれな場所に変貌を遂げま
した。アート工房や農産品ショッ
プ、個性的な喫茶店など 50 あまり
のセンスのいい店が揃っています。
いっしょに探求してみませんか。

鍾肇政文学生活園区

楊梅レジャー農業園区

桃園市楊梅区中正路、信義路、民生街

E,7

馬祖新村眷村文創園区

你近
你近

富岡老街

MAP

ネット上で台湾一美しい図
書館と評される巨大な本のよう
な外観で、大きな白い壁もマッ
チしています。内部は天井が高
く、床は木目、まるで美術館の
ようです。有機的なコンセプト
を建築に取り入れることで、自
然をいっぱいに感じながら読書
を楽しむことができます。

かつては軍隊駐屯地だっ
た場所で、もともとあった
300 本あまりの大木を残し
た緑豊かな森林公園です。
歩道や児童遊戯エリアも完
備され、大自然を楽しみつ
つ健康的でのどかな時間が
過ごせます。

農業社会ではシラサギを守護神とする
ことから、三連陂は歴史を合わせ、埤塘
にステンレスを材料にした高さ９メート
ルのインスタレーションアートを設置し
ました。イキイキと食べ物を狙っている
様を表し、現地のランドマークになって
います。

緩やかなアスファルトは老若共に歩きや
すく、「楊梅天梯」と呼ばれる 495 段の階
段歩道もあります。300 メートルほどの大
平山頂では、楊梅エリアから観音海域まで
遮るものなく眺望できます。歩道沿いには
茶畑や田んぼ、ラクウショウ林があり、さ
まざまな鳥が旅のお供をしてくれます。山
には季節ごとにピンクの桜や黄金のススキ
が広がり絶景です。

桃園市中壢区台貿一街 100 号
08:30-17:00（日・月）、
08:30-21:00（火 - 土）
祝祭日、毎月最後の木曜
03-286-8500

桃園市中壢区龍岡路三段と 262 巷の交差点巷口

さらにもう一つ！こっちも楽しい！
MAP

H,5

MAP

龍岡森林公園

桃園市中壢区月眉路二段 248 巷 85 号
09:00 ～ 16:00（団体見学のみ予約受
付） 土、日
03-498-6018

ヤクルト工場

龍岡図書館

少将級の軍人が住んでいたことから「桃園将軍村」の美名をもつ
アメリカンスタイルの洋館です。棟（屋根の最後部）に星が埋め込
まれ、まさに星付き階級の軍人
宅！といった感があります。エ
リア内には眷村の文化的歴史的
資産が展示され、時空を超えて
当時の様子を感じることができ
ます。また、芸術家が定期的に
青空市を開催し、SNS の人気ス
ポットになっています。

桃園市楊梅区楊湖路三段 321 巷 8 号 ( ビジターセンター )
03-485-0212

桃園市楊梅区老荘路 783 巷（歩道入口）

G,8

野球名人堂

H,5

MAP

江記豆腐乳文化館

3. 壢景町

入口のカラフルな壁に沿って中へ入ると、かつて商業用に使用さ
れていた道路は、時代の変遷に伴い素朴な茶園の風景と客家風情漂
う場所に。沿路には伝統的な客家技法
を使って作られたレンガの壁や現地で
調達した玉石の歩道が目に入り、当時
の運送場景に思いを馳せることができ
ます。桐の花が咲く 5 月にはロマンチ
ックな純白の景色も楽しめます。

MAP

忠貞市場

埔心駅付近、楊梅区四維路など
清潔で広々とし、両側に美しい並木が林立
しています。エリア内の埔心駅や茶園などは人
気の撮影スポットで、每年さまざまなイベント
やアートパフォーマンスが開かれ賑わいます。

台湾唯一の宮殿スタイル建築をした優良観光工場で、中華菓子の
食文化や民俗マナーをじっく
り学ぶことができます。緑い
っぱいの館内では、ビジュア
ルハイテクと緑の合わさった
体験ができ、中華菓子作り教
室やお土産コーナーもあり大
満足の博物館です。

桃園市龍潭区東龍路 246 号

馬祖新村眷村文創園区

中壢観光夜市

桃園市楊梅区秀才路 845 巷 ﹙ 天徳堂後ろ ﹚

館内では化粧品や健康食品、ランジェリー、SPA サービスのほ
か、化粧、エッセンシャルオイ
ル 体 験、 香 り や 美 容 に い い DIY
教室もあります。庭やハーブ、
緑の木々、池など自然の要素を
取り入れ、ゆったり美しい生活
を表現しています。

郭元益中華菓子博物館

2

中壢の町・故事館（3 館）

3

）

回善寺

★交通アクセス：ドライブ

1

楊梅故事園区

B 文芸青年風ゆったり小旅行

@ グロリアアウトレット

桃園市中壢区博愛路 52 号
03-280-5608

桃園市中壢区復興路 99 号
03-425-5008

2

+ 空港 MRT

ルート

龍元宮商圈 ( 龍潭区 )

2. 壢小故事森林

1. 中平路故事館

1

平鎮、中壢、八德の 3 エリアの境界に位置し、ラオス
やタイ、ミャンマーから移住してきた国民政府軍兵士と多
くのその子孫のほかに、多くの東南アジア人が移
民してきて、外国文化が融合する集落を成してい
ます。ここではおいしい雲南ライスヌードル（米
干）やエンドウ豆の粉末、パパイヤサラダなどの
グルメのほか、毎年 4 月に開催される米干祭りで
は雲南文化の魅力が体験できるほか、伝統的な
服を着て歌ったり踊ったりします。

中央大学

日 - 木 11:00-22:00 、金・土

しまじろうのドリーム遊園
（巧虎夢の楽園）
桃園市中壢区春德路 103 号

大渓、龍潭区石門ダム周辺
石門ダムは水質に優れ、個性的な活魚料理で有名で
す。きれいな水で育てられた魚は臭みがなく、さまざまな調理法で
食べられると評判になりました。毎年秋には石門魚祭りが開催され
るので、お見逃しなく。

G,3

外観は流線形スタイルとヨーロッパ風石壁、カラフルな色合い、
中は高くて広々とした空間
で、期間ごとに変化するイン
スタレーションも見どころで
す。欧米や日本の日用品ブラ
ンド品やゲームメーカーの旗
艦店、映画館、テーマレスト
ランが入り、家族みんなで楽
しめます。

★交通アクセス：汽車

龍潭観光夜市

一般の小売形態とは異なるショッピングエリ
アです。主な顧客層は小売業者で、露店やフル
ーツマーケットは完全民営で、最大規模を誇る
青果卸売ショッピングエリアです。また、桃園エリアならではの
「健康フルーツストリート」もあります。

03-339-3067

A 食べて買って遊ぶ一日旅

歴史ある龍元宮を中心に周辺の路線をつ
なげ、特色ある店やグルメが揃う龍潭市の
中心的エリアです。現地の人おすすめの豆
花やさつま芋ボール、鶏のから揚げ、スイ
ーツ、臭豆腐、青草茶など老舗店が林立し、
ファンも多く、観光客にもおすすめです。

中壢青果商圈

桃園市政府観光局
Department of Tourism,Taoyuan City Government

ルート

魅力いっぱいの商圈 & 龍岡の米干

駅前にある中正路を中心に周辺に路線を伸
ばしたエリアです。周りにはさまざまな店が
集まり、グルメからファッション、ウエディ
ングショップ、百貨店まで何でもあります。

24 時間無料電話サービス 0800-011765

桃園市桃園区県府路 1 號
travel.tycg.gov.tw

中原大学そばのグルメはコスパが高いことで
知られ、学生さんたちに大人気です。夕方になる
と、肉汁したたる小籠湯包や鶏のからあげ、今川
焼、さつま芋ボール、葱クレープ、ドリンクバー
など絶品の味に長い列ができます。

中壢駅商圈

第二ターミナルサービスカウンター
05:30-24:00
03-398-3341

交通部観光局

中原商圈 ( 中壢区 )

中壢駅の中平路を中心にした全長 700m ほどの歩行者通路は「中
壢の西門町」と言われています。流行の服やアクセサリー、お菓子、
B 級グルメなど何でも揃っています。

第一ターミナルサービスカウンター
07:00-23:30
03-398-2194

達人おすすめルート

桃園市中壢区新明路
17:00 ～ 00:00
30 年近い歴史のある中壢観光夜市は全長
700 メートル、ほとんどが老舗の屋台です。
麻辣臭豆腐や骨付きフライドポーク、豆花、
さつま芋ボールなどおいしいものから、流行
雑貨やおもちゃもまで揃ったおすすめの夜市です。

中平商圈 ( 中壢区 )

08:00-17:00
桃園市復興区下宇內 1 鄰 9 号（小烏來風景区）
03-382-1835

義盛ビジター
センター

中壢観光夜市

さらにもう一つ！こっちも楽しい！

小粗坑古道

MAP

G,10

桃園市龍潭区高平里粗坑 2 鄰（歩
道入口）

0

0.36 0.72 1.08 1.44 1.80 km

しまじろうのドリーム遊園
（巧虎夢の楽園）

Xpark水族館

グロリアアウトレット

高鉄探索館

江記豆腐乳文化館

青塘園

メトロウォークショッピングセンター
六和商圈
中壢観光夜市
中平商圈

中平路故事館
壢小故事森林
壢景町 中壢駅商圈

老街渓サイクリングロード、
老街渓河川教育センター

黑松飲料博物館
老街渓サイクリングロード

ARWIN カリスマミュージアム

高
鉄
南
路
五
段

楊梅故事園区

回善寺

ヤクルト工場

中央大学

中壢観光夜市

中壢青果商圈

六和商圈

中平路故事館
中平商圈

双連坡トーチカ公園

中原商圈

壢小故事森林

老街渓サイクリングロード、
老街渓河川教育センター

壢景町

過嶺支渠步道

金車咖啡文教館

中壢駅商圈
平鎮褒忠祠(義民廟)

富岡老街

龍岡図書館

富岡三連陂

葡萄王健康活力
エネルギー館

富岡鉄道アートパーク

馬祖新村
眷村文創園区

龍岡森林公園

蛋宝生技不老村

魅力いっぱいの商圈
忠貞市場

郭元益中華菓子博物館

雲南文化公園

楊梅四維商圈

楊梅レジャー農業園区

ARWIN カリスマミュージアム

楊梅故事園区

回善寺

源友咖啡文化館園区

福人歩道

晴耕雨読小書院

秀才登山歩道

龍潭観光夜市

保甲古道

大北坑レジャー農業園区

エリア

スポット名

索引コード

晴耕雨読小書院

G,7

F,2

グロリアアウトレット

G,2

龍潭三林サイクリング
ロード

G,9

Xpark 水族館

G,2

龍潭観光大池

F,8

メトロウォークショッ
ピングセンター

G,3

小粗坑古道

G,10

高鉄探索館

G,2

石門山歩道

G,10

馬祖新村眷村文創園区

G,5

龍潭聖蹟亭

F,8

三坑老街

H,9

桃園市客家文化館

G,9

三坑自然生態公園

H,9

大平紅橋

H,9

製茶体験（三水茗園）

E,8

製茶体験（福源茶廠）

F,8

石門大芝生 & 十一份観
光文化園区

H,9

菱潭街興創基地

G,8

G,4 - G,5

壢小故事森林

G,5

壢景町

G,5

中平路故事館

G,4

龍岡森林公園

G,5

金車咖啡文教館

H,5

ヤクルト工場

H,4

黑松飲料博物館

G,4

江記豆腐乳文化館

E,2

大北坑レジャー農業園
区 & 乳姑山の夜景観賞

中央大学

F,4

小人国テーマパーク

E,9

龍岡図書館

H,5

鍾肇政文学生活園区

G,8

しまじろうのドリーム
遊園（巧虎夢の楽園）

G,2

龍元宮

G8

野球名人堂

G,9

雄獅文具想像力製造所

F,9

三坑サイクリングロー
ド

H,9

スポット名

龍
潭

索引コード
D,7

福人歩道

D,7

富岡老街

A,5

保甲古道

E,7

平鎮褒忠祠 ( 義民廟 )

F,5

郭元益中華菓子博物館

E,6

新勢公園

G5

ARWIN カリスマミュー
ジアム

D,6

源友咖啡文化館園区

F7

富岡鉄道アートパーク

B,5

葡萄王健康活力エネル
ギー館

G,5

富岡三連陂

A,5

蛋宝生技不老村

G,5

楊梅レジャー農業園区

B,6

H,6

回善寺

D,7

雲南文化公園 & 忠貞市
場

楊梅故事園区

D,6

過嶺支渠步道 & 双連坡
トーチカ公園

F,4 - F,5

平
鎮

スポット名

製茶体験（三水茗園）

龍潭聖蹟亭

製茶体験（福源茶廠）

龍元宮

龍潭観光大池

龍元宮商圈

鍾肇政文学生活園区

桃園市客家文化館
野球名人堂
雄獅文具想像力製造所

石門の活魚料理

龍潭三林サイクリングロード

十一份観光文化園区
小人国テーマパーク

索引コード

三坑老街

三坑自然生態公園

石門大芝生
大平紅橋

E,8~F,8

秀才登山歩道

エリア

乳姑山

石門山歩道

小粗坑古道

大漢渓サイクリングロード

楊
梅

スポット名

三坑サイクリングロード

エリア

エリア

青塘園

老街渓サイクリングロ
ード、老街渓河川教育
センター

中
壢

索引コード

菱潭街興創基地

