大渓
復興

桃園市観光マップ

南エリア

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

「豆干」は大渓の歴史ある名産品で、黒干が主です。外見は黒
っぽくて分厚く、しっかりした食感で、味が濃い
のが特徴です。その場で食べる熱々の煮物や
袋入りのおやつなどが観光客に人気で、豆腐
乳や豆乳はお土産におすすめです。

ここの木工芸は林本源が家を建てるため唐山の
大工を呼んだ際、その時の数人の大工が残り、大
漢渓を流れる貴重な木材を使って作ったのが始ま
りです。200 年もたった今でも、オーダーメイド
の家具や仏壇などが有名で、伝統的な木工芸品店
が数多く見られます。

★交通アクセス：台湾好行《小烏来線》に乗って

1

ルート

B のどかな町や自然山林を探索する旅

★交通アクセス：レンタカーでドライブ

1

小烏来風景特定区

小烏来風景特定区

角板山商圈 ( 復興区 )
このエリアでは復興の特産品である
水蜜桃や椎茸、柿、緑竹のほか、現地
のタイヤル族料理を味わうことができ
ます。山菜の炒め物や竹筒入りおこわ、
イノシシの焼肉、焼き鱒、米酒などを
求め、休日は多くの観光客で賑わいま
す。

2

大渓老茶場

2

角板山行館園区

大渓老街商圈

桃園には原住民文化が色濃く存在します。
たくさんの個性的な店で原住民の創作工芸
や伝統的な服などが売られ、「優良原住
民クリエイトグッズ」に選ばれた例も。
お土産におすすめです。

拉拉山高山ウーロン茶

24 時間無料電話サービス 0800-011765

海抜 1,500 メートルの拉拉山は温度差が大きく湿度も高いため、
ここで生産されるウーロン茶は甘くてやわらかく、喉元に
フルーティーさが残るのが特徴です。また、平
均温度が梨山や阿里山の茶葉生産地よ
り低いため葉の成長が遅く、苦みが少
なく甘みがあり、品質はかなり高いで
す。

桃園市政府観光局
Department of Tourism,Taoyuan City Government
03-332-2101

ルート

原住民の工芸品

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

桃園市桃園区県府路 1 號
travel.tycg.gov.tw

大渓の木工芸

桃園復興拉拉山の桃は有名です。高山で温度が低い
ため、ここで採れる桃はジューシーかつ香り高
いうえ、実も大きく、甘いのが特徴です。毎
年 6 月から 8 月までが最盛期です。山間部
の農場では桃のフルコースや桃スムージーが
味わえ、毎年多くの観光客が訪れます。

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

交通部観光局

A 茶を楽しみながらのゆったり一日旅

大渓豆干

拉拉山の桃

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

達人おすすめルート

03-339-3067

日本大正時代のバロック建築
に閩南伝統柄を合わせたスタイ
ルが、大渓の古い街並みの特色
です。このエリアには昔懐かし
の味がたくさんあり、豆干やピ
ーナッツ飴、月光餅、白玉スー
プ、碗粿（ライスプリン）、豆
花（豆腐プリン）などは絶品で
す。また、大渓の有名な木彫り
は自分で使っても、贈物にして
も最高です。

三民蝙蝠洞
＆観音洞滝

3
3

慈湖園区

4
大渓老街

楽遊桃園（FB）

楽遊桃園（IG）

桃園観光導覽網

大渓河浜公園

大溪區
金蘭醤油博物館
桃園市大渓区介寿路 236 号
03-380-1226#290

MAP

桃園市大渓区大鶯路 60 巷 89 弄 75 号

B,1

09:30-12:00、13:30-16:00

館内では、醤油の製造工程や日本統治時代から現在までの醤油
産業の変貌が時間軸で展
示され、金蘭 60 年の歴
史も紹介されています。
観光客はとろみ醤油を
作 っ た り、 醤 油 瓶 に 絵
を 描 い た り と DIY 体 験
が 楽 し め ま す。 ガ イ ド
もあるのでぜひ家族そ
ろって！

原住民文化会館

MAP

桃園市大渓区員林路一段 29 巷 101 号
月曜
03-389-6322

B,1

08:00-17:00

桃園は台湾西岸で
原住民人口がもっと
も多い都市です。文
化会館は博物館的要
素もあり、編物器具
や原住民民族衣装な
ど文物や古い写真の
展示があったり、駐
在するアーティスト
の工房ではガイドや
DIY 体験も提供されています。金曜から日曜にかけて原住民のダン
スパフォーマンスもあり、每年には祭儀イベントも開催されます。

天主教方済生活園区

MAP

桃園市大渓区康荘路 305 号
08:00-17:00
月曜（予約があれば定休日でも参観可能）

B,2

03-388-2296

方済は天主教の信仰のもと、人と人の間にある融和を唱えて万物
共存の精神を強調しました。園内には緑が広がり、新築した聖堂の
壁は真っ白で、禅の意を含んだ
茶色の柵が合わさっています。
また、屋根ははめ込み式の十字
架が光によって移動する個性的
な光の教会として知られていま
す。

大渓蓮座山観音寺

MAP

桃園市大渓区瑞安路二段 48 巷 28 号
03-388-5674

B,2

MAP

B,3

桃園市大渓区康莊路三段 671 巷 ( 路地への入り口，指標に従っ
てください )
全長は 1 キロにも満たないミニ古道です。枕木階段と土が主で、
沿路渓流があり、さまざまな
植物があり、「百年アカギ」
もあります。この古道は 11 本
の指を持つおじさんの手で切
り拓かれたという言い伝えか
ら、彼を記念して「十一指古
道」と呼ばれています。

角板山行館園区
桃園市復興区中正路 133-1 号

MAP

D,4

03-382-1678（角板山行館）

2 ヘクタールもある梅園として知られ、毎年冬の開花シーズン
には一面美しい梅が広がり
ます。また、神秘的な戦備
トンネルや蒋家の日常が記
録された行館、眺めのいい
思親亭、日本統治時代の樟
脳収納所とたくさんの樟脳
の老木は一見の価値ありで
す。

優霞雲滝、嘎嘎生態池

MAP

E,4

桃園市復興区霞雲里庫志道路
優霞雲滝はタイヤル族の伝説上で祖先の霊が守ってくれる滝と
されています。まるで、桃源郷に
身をおいたような静謐なところ
で、見晴台から滝の全貌が望めま
す。嘎嘎生態池は伝説では魔物が
潜んでいるとされ、池の水は真っ
青で深く、水草が生え巡り、5 月
には蛍も見ることができます。

東眼山国家森林遊楽区
桃園市復興区霞雲里佳志 35 号
17:00
03-382-1506

MAP

B,2

03-388-2201

台三線武嶺橋下の大漢渓堤防内にあり、エリア内には広々とした
緑地と子供の遊び場、自転
車遊技場、バリアフリー歩
道、見晴台、水場広場、生
態調節池などがあり、ラク
ウショウ林がいっぱいに広
がる環境で、SNS で人気の
スポットです。

大渓斎明寺

MAP

桃園市大渓区員林里斎明街 153 号
03-380-1426

B,2

09:00-17:00

MAP

A,2

桃園市大渓区落羽松路
石園路 558 巷の両側には 300 本のラクウショウが植えられ、一
キロほど秘境が続きます。
そのため、この道は「落羽
松路」と改名されました。
赤、緑、オレンジの葉が色
鮮やかに交差し、幻想的な
美しさに出会えます。

経国紀念館 (大渓ビジターセンター) MAP

B,3

正面にある 18 本の支柱は偉大
な様を見せ、屋根の外観は台湾
空軍の黒猫中隊の U2 偵察機の翼
からコンセプトを得た巨大な白
色の鉄骨が設置されています。
館内には蒋経国氏の貴重な文物
のほか、キャデラックとシボレ
ー・コルベットの救急車が展示されています。

MAP

C,3

火曜

03-388-4437

◆ 慈 湖 紀 念 彫 刻 公 園：300 体
あまりの蒋介石の銅像の中に
蒋経国の銅像が混ざっている
ので、目を凝らして探し出し
て。
◆慈湖：美しい湖の景色は中
国江南の風景のようで、蒋介
石の実家があった浙江奉化に
似ていると、母親に想いを馳せ「慈湖」と名づけた。また、湖
で飼われている白鳥たちにはどれも番号が付けられ、白鳥部隊
と呼ばれている。
◆ 慈湖陵寢：慈湖園区の深い所にあり、かつては行館だった。蒋
介石が亡くなった後、ここに祀った。決まった時間に衛兵の交
代儀式が行われるので、必見だ。

MAP

C,6

桃園市復興区北部横貫公路（台 7 線 36 km 地点）
03-382-1296 ( 桃園市復興区観光ガイド協会 )

楽信瓦旦紀念公園

MAP

E,5

桃園市復興区羅馬公路 118 号
楽信．瓦旦は最も早く現代医学教育を受けたタイヤル族で、日
本統治時代医療に従事し、日本とタイヤル族間の交渉人も務めまし
た。光復後、台湾省臨時国家議
員となり積極的にタイヤル族の
権利取得に尽力しましたが、白
色テロの被害に遭ってしまいま
す。その後、この偉大なタイヤ
ル族のリーダーを記念して建て
られたのがこの公園です。

F,4

平日 08:00-17:00、休日 07:00-

かつては伐採場でしたが、年月を経て自然が戻り、現在では 300
ヘクタール以上もの柳杉が生
い茂っています。園内は動植
物の自然生態が豊富で、過去
の伐採業で運輸に使用された
枕木やクレーン、牽引機、造
林記念碑、苗圃跡遺跡、木炭
カマド遺跡など多くの文化景
観が残されています。

羅浮温泉
桃園市復興区羅浮里 5 鄰 140 号
03-394-6061

MAP
10:00-17:00

E,5

火曜

羅浮温泉は炭酸水素塩泉に属し、美白と美肌効果のある美人の湯
と呼ばれています。観光客が冬に原住
民族文化を体験できるよう、タイヤル
族故事公園に足湯や大衆浴場を設置し
ました。また、タイヤル小米園区など
観光エリアとつながり、人気のスポッ
トとなっています。

09:30-17:00

山猪湖レイクパーク

MAP

C,1

環境、景観の再整備して 6 つの自然生態池を構築した約 1.2km
の環状サイクリングロ
ードが続きます。また、
蛍ステージや星空草原、
湿地観察桟道、トンビプ
ラットフォーム、ヤマム
スメ講堂など人が自然
と親しめるスポットで
す。

月曜

MAP

MAP

C,1

桃園市大渓区月眉里
3 ヘクタールの敷地に 10 個の
生態池があり、池にはたくさん
の魚や水鳥、昆虫などが棲息し
ています。公園内には百本もの
ラクウショウが植わり、秋冬に
は真っ赤になり水面に反射する
様は絶景です。

MAP

C,3~C,4

C,2

大渓区月眉里月眉路 180 巷 59 号
0965-272-080
大渓老街のすぐそばにあ
り、月眉古道と連結していま
す。水田や川辺、古民家など
の景観があります。「食農に
ついて学べ、農業と芸術が一
つになった街」をメインコン
セプトに、農業体験のほか、
休日の青空市も楽しいです。
季節ごとに特別なイベント
や小旅行が開催されていて、親子で参加できます。

東和音楽体験館

月眉人工湿地生態公園

百吉林蔭步道 & 旧百吉トンネル

B,2

1864 年ごろ建てられた李騰芳
氏の邸宅で、桃園市唯一の国定
古跡に指定されています。典型
的な詔安客家建築様式で、門と
正面リビングは大木で組まれ、
精美な彫刻が施された美しい邸
宅です。

桃園市大渓区信義路 226 号
03-388-2215#210

C,2

09:30-12:00，13:30-16:00 必予約

河合ピアノの台湾総代理である東和楽器が設立した音楽体験館
は、大渓老街からわずか 600 メートルほどのところにあります。職
人がピアノを作る様を参観した
り、自分で楽器を手作りしたり、
さまざまな音の体験やアンティ
ークピアノなど音楽の楽しさに
触れることができます。

太武新村眷村文創園区

MAP

桃園市大渓区仁武里慈光街 61-16 号
03-380-3821

09:00-18:00

B,1
月曜

もとは駐防金門だったこのエリアは、823 砲戦の陸軍将校クラ
スの住宅地、将官眷村でした。現在は 3 棟 10 軒が修復され、アー
ティストが駐在し、センス光
るクリエイティブな店が軒を
並べています。ここではアー
ト展示会のほか、不定期でア
ートな青空市やパフォーマン
スイベントが開かれるなど、
大渓クリエイティブエネルギ
ーの新たな拠点となっていま
す。

大渓埔頂公園

石門ダム

MAP

B,1

桃園市大渓区公園路、埔仁路口
園内は緑で覆われ、芝生が一面に広がりまっています。新設さ
れた児童の遊び場には長い滑り台やバンジージャンプ台、樹家ゲー
ムエリアなどがあり、親子連
れにぴったりの場所です。ま
た、公園は国道３号で二つに
分かれていて、両側をつなぐ
スカイブリッジからは、高速
道路をたくさんの車が走り抜
ける様が一望できます。

大艽芎古道

MAP

B,4

桃園市大渓区頭寮竹篙厝
苔むした旧石階段を歩くと、ここが
かつては多くの人が行き交った商業ル
ートだったとは思えません。北橫公路
ができる前は百吉、阿姆坪住民はみな
この道を通り、大渓に農産物を売りに
行っていました。今は季節ごとに異な
る風情を見せ、、大自然の香りと桐花
が楽しめるスポットとなっています。

義興吊橋と水圳古道

MAP

E,5

義興吊り橋は映画「セデック・バレ（賽徳克・巴萊）」の「彩虹橋」
のロケ地で、長さ 200 メー
トル、ビルの 15 階の高さが
あります。両側は壮大な谷
と優美な景色が広がり、時
の流れを忘れてしまいます。
水圳古道に沿って進むと小
烏來風景区へ行けます。

小烏來風景特定区

MAP

E,5

桃園市復興区義盛里下宇內 1 鄰 4-6 号
08:00-17:00（最終入
園時間午後 16:45） 「スカイ歩道」と「スカイロープ橋」は事前
にネット予約が必要
https://skywalk.tycg.gov.tw/Page/declare.
aspx
03- 382-1835
園内にある寰宇平台に来たら、遠くに小烏來滝の全景が望めま
す。滝の下にある歩道に沿って歩けば、いっぱいのマイナスイオン
が吸えます。また、長さ 70 メートル
のスカイ歩道の透明なガラス板の上
を歩けば、小烏來滝が眼下に姿を出
します。宙に浮いた臨場感で震える
かもしれません。もう片側には渓谷
を跨るスカイロープ橋があります。
夏季限定の宇內渓遊び場もあり、靴
を脱いで水遊びが楽しめます。

赫威神木群

MAP

桃園市復興区北插天山

G,5

03-522-4163#263 ( 林務局 )

台湾一海抜の低いベニヒノキの生息地で、
「八仙神木」や「赫威神木」、「魔鬼神木」
など千年の時を経た老木に出会えます。思わ
ず大自然のすごさにため息がもれるかもしれ
ません。插天保留区に属すため、入山するに
は林務局自然保護区域の公式ウェブサイトか
ら申請が必要です。

MAP

大渓老街

MAP

A,4~C,4

かつてはアジア最大といわれたダムで、主要ダムや放水路、ボー
ト乗り場、渓州公園、南苑
生態園区など、観光スポッ
トも充実しています。もっ
とも有名なのは 3000 本もの
楓の木が植えられた槭林公
園や、山水で育つ魚の石門
活魚料理です。レストラン
は 4、50 店もあり、それぞ
れ異なる味が楽しめます。

B,2

MAP
03-388-2097

老木が高く生い茂り、大渓を象徴する文化産物の陀螺広場や大渓
神社遺留の石灯籠、ヒノキでできた相撲亭など、大渓らしい公園を
成しています。公園は高
地にあるため見晴らしが
よく、崖線步道に沿って
大漢渓河谷を眺めたり、
高さ 16 メートルの透明エ
レベーターに乗ってバロ
ック様式の大渓橋を歩く
こともできます。

MAP

MAP

D,4

09:30-17:00

1926 年に建設された角板山工場は、大渓製茶の輝かしい歴史を
開きました。火災で茶工場が全焼しましたが、台、日、英スタイル
の建築様式の工場を再建し、今でもライトブルーの窓枠や揉み茶の
製茶工場などは当時のまま残り、至るところに痕跡を見ることがで
きます。

MAP

A,4

MAP
06:00-17:00

G,8

旧暦大晦日

海抜 1,600 メートルに位置し、台湾一面積の広いベニヒノキ森林
です。24 株の樹齢 500 年から 2800 年の巨木が連なりできた巨木群
歩道は坂が緩やかで、頭を上れば
まるで詩の世界のような千年の珍
しい風景を仰ぎ見ることができま
す。また、生態教育館や展望台な
どがあり、拉拉山の自然が堪能で
きます。

幽霊滝

MAP

D,9

桃園市復興区鉄立庫集落内
幽霊滝は北横一壮観な滝群を誇ります。下部は時期によって水が
消えることから「幽霊滝」の名
をもち、上部の「水濂洞滝」は、
もとは砂をせき止めるダムで、
透き通った小川が落ちると、そ
の落差数十メートルの滝の音が
響き渡ります。また、小路を進
んだ山林の風景も美しく、登山
者に人気のスポットです。

巴陵大橋、巴陵橋

◆ 芸師館：日本風建築宿舍を改造後、現在は大渓木職人精神や彼
らの生命物語を展示。
◆ 工芸交流館：日本風旧官舍を改造し、現在は「工芸交流館」と
して特別展やイベントを開催。
◆ 李騰芳古宅：開拓時代を代表する旧邸宅で、大渓の人文価値を
展示。
◆ 木家具館：もとは大渓公会堂の洋館で、現在は大渓木芸職人の
工芸展示スペース。
◆ 木生活館：もとは大渓公会堂の日本家屋で、現在は木彫りや産
業、アートによる木彫りアートスペース。

復興区
台七桃花源レジャー農業園区
桃園市復興区三民里 11 鄰水流東 32 号

MAP

E,9

桃園市復興区から台 7 線を宜蘭方向へ進み約 48.5km の地点
北橫公路から華陵里に行く前の道端に赤色で鉄製の旧巴陵橋が
見えてきます。1966 年完成し、役割を終えた今は歩道橋になって
います。旧巴陵橋の両端は巴陵一号、二号旧トンネルとつながって
おり現在、旧トンネルは展覧館
になっており、現地の地理や文
物や特産品を展示しています。
現在、北橫公路とつながってい
るのは 2005 年完成の巴陵大橋
で、巨大な紫色の鉄骨の橋で広
い道幅の道路を支えています。

巴陵古道生態園区
桃園市復興区華陵里 7 鄰 29 号
03-391-2761

MAP

E,9

MAP

D,4

0921-467-381

復興区入口にあり、三方が山に囲
まれています。前方には角板山や拉
拉山があり、タケノコや花、多肉植
物が主な産業です。20 軒の農場や農
園が観光客に開放され、体験できま
す。毎年 12 月に開かれる桃園山ポイ
ンセチア祭りも人気です。

三民蝙蝠洞＆観音洞滝

MAP

D,3

桃園市復興区三民里東側五寮渓渓谷內
渓谷を流れる水で侵食してできたで半径型の洞窟は、早期、数万
ものコウモリが生息していました。洞窟は天井が高く広々とし、ド
ーム型の劇場を思わせます。入口の滝
は激しい水しぶきをあげ、雨季には入
り口が水の壁のようになり壮大です。
上方 3 キロのところにある観音洞滝も
歩道がつながっているので、ぜひ訪れ
たいものです。
MAP

全長 303 メートルのつり橋は、
大漢渓両側にある角板山と渓口大
地 ま で つ な が り、 橋 の 両 側 は 高
く、横から見るとスマイルの形を
しています。橋の上からは雄大な
景色が望めます。

灌園草堂 十二茶屋
MAP B,2
桃園市大渓区普済路 37-2 号
（中正公園內）

桃園市復興区華陵里 11 鄰 205 号
03-391-2142

◆ 武德殿および附属建築：もとは日本統治時代の柔道、剣道の練
習場で、現在は大型展示スペース。

桃園市復興区中山路 8 号
08:00-16:00
03-382-1500（復興区事務所）

さらにもう一つ！こっちも楽しい！

石門ダム付近に位置する石門主要
ダムと石門山の反対にあり、登山フ
ァンに人気の百岳の一つ。

拉拉山巨木区

◆ 四連棟：日本風建築宿舍を改造し、現在は常設「大渓人・生活
と歷史」の展示場。

新渓口吊橋

さらにもう一つ！こっちも楽しい！

渓洲山登山歩道

◆ 一号館：もとは大渓小学 ( 大渓公学校 ) の 校長宿舍で、現在は木
博館情報センター。

C,4

一時期人気だったドラマ「ハートに命中 !100%《命中注定我愛
你》」のロケ地として知られています。対岸に位置する薑母島は、
船での周遊がおすすめです。
沿路、石門ダムの風景を眺
めたり、静かに島を守り続
けている土地神さまを参拝
したり、流木アートを楽し
んだりと、霧の立ち込める
中を船で進み陶淵明が記し
た桃源郷を味わえます。

大渓老茶場

B,2

北欧の「生態博物館」をコ
ンセプトに、「住民」をメイ
ンキャラクターとし、「生態」
の 2 文字を加えた台湾初の博
物館です。また、台湾西部初
のフェンスのない博物館でも
あ り ま す。 建 物 は 全 部 で 10
か所あり、木芸、大渓生活、
歷史が主で、参観は全て無料です。大渓農会倉庫と六連棟宿舎群は
順に修理中です。

桃園市大渓区環湖路

桃園市大渓区復興路二段 732 巷 80 号
03-382-5089

桃園市大渓区復興里環湖路一段 68 号
03-471-2000（石門貯水池管理センター）

B,2

日本統治時代
の 街 道 を 改 正 し、
古い街並みの両側
にバロック様式と
閩南伝統の装飾を
合 わ せ た 外 観 が、
人々の目を引きつ
け て い ま す。 沿 路
には石板古道や普
済 堂、 福 仁 宮、 迷
宮巷鳳飛飛故居などの観光スポットのほか、建成商行や蘭室、源古
本舖など個性的な建築物があり、もちろん伝統的な台湾 B 級グルメ
も見逃せません。

阿姆坪薑母島

MAP

桃園市大渓区普済路 5、23、21-3、33-3、52 号
09:30 ～ 17:00
月曜
03-388-8600

桃園市大渓区和平路、中山路、中央路

桃園市大渓区普済路

MAP

大渓木芸生態博物館

大渓老城区

大渓中正公園

清の時代
から旧百吉
トンネルが
修復される
以 前、 大 渓
から角板山
や巴陵など
に通じる多
くは百吉步道を経由しており、沿路、緑に覆われた緩やかな坂で家
族連れにぴったりの道です。歩道よこにある旧百吉トンネル内には
日本統治時代に設置された簡単な鉄道と台車が残され、早期の手押
し台車を懐かしむことができます。

桃園市復興区羅浮里 5 鄰 140 号の隣に水圳古代道路の入り口

復興区には豊富な原住民文化があります。狩りの体験スクール
もあり、観光客に弓矢の引き方や落とし穴の設置法、原住民民族舞
踊、織物などが体験できます。ま
た、山菜を使った原住民グルメも楽
しめます。猪の焼肉やマーガオ（馬
告）鶏、竹筒ご飯を食べながら、
小米酒をチビチビやったり、刺蔥
パパイアチキンスープを飲んだり、
いっしょに原住民文化を体験して
みませんか。

MAP

月眉レジャー農業園区

◆ 後慈湖：かつて戒厳令当時
は指揮所で、長年の軍事管
制を受け、当時のままの痕
跡をきれいに留めている。
園内にある５棟のオフィス
には当時の様が再現されて
いるので、ぜひ！

部落体験

大渓李騰芳古宅
桃園市大渓区月眉路 198 巷 32 号
03-388-8600

桃園市大渓区北横公路，慈湖を経由して台 7 線で約 5km

08:00-17:00

慈湖園区

A,2~C,1

石門ダムから新北市鶯歌市に続く大
漢渓サイクリングロードは全長 33.5 キ
ロほどで、途中、龍潭大平紅橋、三坑
老街、三坑自然生態公園、大渓橋、大
渓河浜公園、中庄調整池など風光明媚
な大自然を通ります。河浜サイクリン
グロードを北へ向かい、淡水八里まで
直行。長さは 65 キロほどなので、一
日で走りきるもよし、分けて走るもよ
し、お好みでどうぞ。

@ 大溪區公所提供

桃園市大渓区復興路一段 896 号
03-388-4437

MAP

桃園市大渓区月眉里大漢渓右岸

観音菩薩を祀る大渓斎明寺は 170 年もの歴史を有し、大渓一古
い禅寺です。裏に新しく建てられた斎堂は打ちっ放しのコンクリー
トや廊下など古今混合の建
物 で、2012 年「 台 湾 建 築
賞」一位を獲得すると、イ
ンスタ映えスポットになり
ました。斎堂前には吉野桜
が植わり、毎年 3 月には絶
景に出会えます。

大渓落羽松大道

大漢渓サイクリングロード
龍潭区石門大圳～鶯歌市界

桃園市大渓区復興路一段 1097 号
前慈湖：09:00-17:00（最終
入園時間午後 4:40）後慈湖 : 見学は事前にネット予約が必要

04:00 - 19:00

現地の人からは観音亭と呼ばれ、数回修復されましたが、清の
時代の木、石造部分は今なお
200 年前の姿と規模を保ち、
台湾内政部の「台湾宗教百景」
に選ばれました。寺の前にあ
る広場では大漢渓河谷の美し
い景色が遠くに望め、「蓮寺
暁鍾」は大渓八景に名を連ね
ています。

十一指古道

MAP

広告

D,4

火曜

@ 黄金文先生の写真提供

嘎拉賀野渓温泉＆古道

MAP

F,10

桃園市復興区華陵里

08:00-17:00

嘎拉賀野部落からさらに 1600 メートルくらい進むと温泉地で
す。途中の道は少々きついの
で体力に自信がないとだめで
すが、特殊な「温泉滝」の景
観はすばらしく、河川両側に
は露天風呂があり、天然の露
天サウナを成しています。温
泉魚が悠々と泳いでいます。

「巴陵古道」はもとはタイ
アル族が建設した部落への通
路で、現在は蝶館や昆虫館、
広葉樹林館、地質館など多様
な標本を展示、解説する生態
園区となっています。中でも
樹林に高く掛けられた「生態
探索縄橋」は、近くで樹冠層
生態を観察する一風変わった自然観察ができます。

拉拉山桜のお花見シリーズ 北橫公路桜の花見
冬の終わりから春先にかけては桜の花見の季節で、北橫公路沿線
には花見ができる秘境がたくさんがあり、おすすめです。
MAP

場所

D,3

翠墨荘園

D,4

角板山行館

E,4

施朗桜花歩道、
桜花坡楓葉谷

住所

B,5 ～ 羅馬公路桜花大 桃園羅浮から新竹馬武督
D,5
道
間にある 119 線両側

E,4
E,9
E,9

桃園市復興区三民里基国
0978-382281
派路 520 巷 133 之 1 号
桃園市復興区沢仁里中正
03-382-1678
路 133-1 号
桃園市復興区詩朗道路

東眼山森林遊楽区行き桃
東眼山桜花大道
119 線両側

桃園市復興区華陵里 7 鄰
拉拉山遊客中心
29 号
爺亨梯田

桃園市復興区神木路
0913-566218
192-8 号

光明農場

F,9

中巴陵桜木花道

F,9

光華桜花故事林 桃園市復興区光華道路両
道
側
恩愛農場

03-3912761

桃園市復興区爺亨道路

F,8

G,8

電話

桃園市復興区巴陵道路 59
号

桃園市復興区中心路 143
03-391-2335
号

民宿体験
一日農業体験をし、原住民の美食を味わい、原住民の環境に近い
民宿に泊まろう！
MAP

農業 / 民宿

D,4

河那湾民宿

E,5

小烏来山莊

F,8

桃山渡假農場

F,8

和風山莊

住所

桃園市復興区沢仁里 3 鄰渓
口台 41 号
桃園市復興区義盛里 1 鄰下
宇內 3-2 号

桃園市復興区上巴陵中心路
156-7 号
桃園市復興区華陵村上巴陵
中心路 160 号

電話
03-382-2340
03-382-1199
0910-033942
03-391-2757

F,8

フーヤン ツー 桃園市復興区華陵里 11 鄰
リスト ホーム
180-7 号

03-391-2090

F,8

渓景生態農荘

03-391-2027

F,9

谷点咖啡民宿

G,8

恩愛農場

桃園市復興区華陵里 11 鄰
巴崚 180-2 号

桃園市復興区華陵里 8 鄰
30 号

桃園市復興区華陵里中心路
143 号

03-391-2415
03-391-2335

金蘭醤油博物館

0

大渓埔頂公園

山猪湖レイクパーク

太武新村眷村文創園区

大渓老街

原住民文化会館 月眉人工湿地生態公園

大渓老街商圈

大渓河浜公園
大渓斎明寺

東和音楽体験館

大渓李騰芳古宅

月眉レジャー農業園区
大渓老街

大渓老街商圈

大渓中正公園
大渓木芸生態
博物館 一(号館 )

東和音楽体験館

大渓中正公園

灌園草堂 十二茶屋

大渓木芸生態博物館
天主教方済生活園区

大渓落羽松大道

灌園草堂 十二茶屋

木家具館、木生活館

大渓蓮座山観音寺

大渓木芸生態博物館(芸師館)

)

経国紀念館(大渓ビジターセンター)

大渓木芸生態博物館 工(芸交流館

大渓木芸生態博物館 四(連棟

大渓木芸生態博物館 武(德殿 )

大漢渓サイクリングロード

0.47 0.94 1.41 1.88 2.35 km

)

十一指古道
慈湖園区
三民蝙蝠洞

百吉林蔭步道

大艽芎古道

旧百吉トンネル

観音洞滝

翠墨荘園

台七桃花源レジャー農業園区

施朗桜花歩道、桜花坡楓葉谷

大渓老茶場

東眼山国家森林遊楽区

東眼山桜花大道

角板山行館園区

渓洲山登山歩道
角板山行館園区

角板山公園

角板山商圈

優霞雲滝

阿姆坪薑母島

嘎嘎生態池

石門ダム

新渓口吊橋

民宿体験-河那湾

霞雲里
長興里
羅馬公路桜花大道

民宿体験-小烏来山莊

羅浮温泉

楽信瓦旦紀念公園

赫威神木群

小烏来山莊風景特定区

義興吊橋と水圳古道

義盛里

羅浮里

義盛里

高義里
雪霧鬧部落群

高義里

拉拉山巨木区

高義里

民宿体験-フーヤン ツーリスト ホーム
民宿体験-溪景生態農莊

民宿体験-恩愛農場

光明農場

民宿体験-和風山莊

民宿体験-桃山渡假農場

エリア

大
渓

スポット名

索引コード

石門ダム

A4 - C4

大漢渓サイクリングロード

A,2 - C,1

阿姆坪薑母島

C,4

慈湖園区

C,3

大渓河浜公園

B,2

山猪湖レイクパーク

C,1

月眉人工湿地生態公園

C,1

渓洲山登山歩道

A,4

百吉林蔭步道 &
旧百吉トンネル

C,3 - C,4

上巴陵展望台

三光里
巴陵橋

エリア

スポット名

索引コード

拉拉山巨木区

G,8

小烏來風景特定区

E,5

東眼山国家森林遊楽区

F,4

羅浮温泉

E,5

幽霊滝

D,9

台七桃花源レジャー農業園区

D,4

大渓斎明寺

B,2

新渓口吊橋

D,4

大渓李騰芳古宅

B,2

巴陵大橋、巴陵橋

E,9

月眉レジャー農業園区

C,2

三民蝙蝠洞＆観音洞滝

D,3

大渓蓮座山観音寺

B,2

義興吊橋と水圳古道

E,5

大渓老街

B,2

優霞雲滝、嘎嘎生態池

E,4

大渓木芸生態博物館

B,2

角板山行館園区

D,4

原住民文化会館

B,1

楽信瓦旦紀念公園

E,5

大渓落羽松大道

A,2

部落体験

C,6

大渓老茶場

D,4

嘎拉賀野渓温泉＆古道

F,10

大渓埔頂公園

B,1

赫威神木群

G,5

経国紀念館
( 大渓ビジターセンター )

B,3

巴陵古道生態園区

E,9

大渓中正公園

B,2

民宿体験 フーヤン ツーリスト ホーム

F,8

十一指古道

B,3

民宿体験 - 恩愛農場

G,8

東和音楽体験館

C,2

民宿体験 - 桃山渡假農場

F,8

金蘭醤油博物館

B,1

民宿体験 - 谷点咖啡民宿

灌園草堂 十二茶屋

B,2

大艽芎古道

復
興

巴陵大橋

拉拉山遊客中心

巴陵古道生態園区

中巴陵桜木花道

民宿体験-谷点咖啡民宿

爺亨梯田
光華桜花故事林道

幽霊滝

三光里

エリア

スポット名

索引コード

拉拉山桜のお花見シリーズ - 北橫公路桜
の花見

復
興

翠墨荘園

D,3

施朗桜花歩道、桜花坡楓葉谷

E,4

東眼山桜花大道

E,4

角板山行館

D,4

羅馬公路桜花大道

B,5 - D,5

中巴陵桜木花道

F,9

F,9

爺亨梯田

E,9

民宿体験 - 小烏来山莊

E,5

恩愛農場

G,8

B,4

民宿体験 - 渓景生態農荘

F,8

光華桜花故事林道

F,9

天主教方済生活園区

B,2

民宿体験 - 和風山莊

F,8

光明農場

F,8

太武新村眷村文創園区

B,1

民宿体験 - 河那湾民宿

D,4

拉拉山遊客中心

E,9

嘎拉賀野渓温泉＆古道

華陵里

角板山商圈

