


美しき島台湾。この小さな島に詰まった魅力を自転車で探求し
てみませんか。台湾でのサイクリングツアーはきっと貴重な体
験となって記憶に残ることでしょう！この「サイクリングルー
ト 1 号線 ( 環島 1 号線 )」ハンドブックにより、周遊サイクリ
ストが楽しく完走できることを願っています。言葉よりは先ず
行動です ! 愛車で台湾一周ツアーに出発しましょう！  

今まさに出発されようとしている皆様が安全に台湾一周ツアー
を完遂し、人生で最もよい思い出を残せるように祈っています。

「わかりやすい本格的情報」がこのハン
ドブックの特長です。

◎機能性
このハンドブックは、興味深い情報をプロのサイクリストから
観光サイクリストに至るまでの広範囲の方々を対象に編纂して
います。また、専門的な用語についてはビギナーの方にも分か
るように解説しています。 

◎読み易さ
このハンドブックは、プロ・アマチュアを問わず、誰にでもわ
かりやすくするため、テキストと図解をトラベローグ形式でア
レンジするよう特に配慮しました。プロのサイクリストにもグ
レードライン、用品ステーション、グローバル測位システム
(GPS) データを提供いたします。

はじめに 
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さらば台北 ‒ 大都市の慌ただし
さから離れる旅に出発

風の強い都市へ ‒ 向かい風での
走行

虹の村にこんにちは  ‒ 古のノ
スタルジーを呼び起こす場所 

埔里 ‒ 何世代にも渡る醸造所の
香り

集集駅 ‒ 日本のレトロ様式を楽
しむ  

西海岸の風を受けて古都を探索 

県境の南 : 県境の南側－青海原
の眺め

見逃せない穴場スポット  

花東渓谷を駆け抜ける  ‒ 山の
連続

七星潭 ‒ 星々の住む場所

宜蘭 ‒ 美しい山々と新鮮な水の
素晴らしい土地

台北帰路 : 再び台北へ : 同じだ
けどちょっと違う
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台湾一周サイクリングの夢を持つ方がまず最初に思うことは、「自
分の体力で大丈夫だろうか？」「年齢的に問題はないだろうか？」
ということのようです。しかし、台湾一周サイクリングツアーで
最も肝心なことは、「完遂する」という強い意志です。

注意：ツアーへ出る前に、ご自分の健康状態をよく把握してお
いてください。心臓血管系の疾患、慢性病や稀な病気など健康
上の問題があれば、掛かりつけの医師に専門的評価を依頼して
ください。ツアーでは無理をしないでください。台湾一周サイ
クリングはマイペースでできるので、個人の健康状態や目的地
に合わせて調整してください。健康に自信のある方はご自分の
サイクリングプランに推奨コースを取り入れながら走り抜いて
ください。平均的な健康状態の方や島の美をゆっくりと堪能し
たいという方は、推奨コースの日程を更に延ばしてチャレンジ
することも可能です。通常、台湾一周サイクリングツアーは、
7 ～ 12 日で完走できます。このハンドブックでは、サイクリス
トが総距離 939.5㎞を 10 ～ 12 日間で完走するよう推奨してい
ます。これを 1 日の走行距離で計算すると、90㎞に満たない距
離となります。平均スピード 20 km/h で考えると、サイクリス
トはその日の目的地に 4,5 時間ほどで到達できる計算となりま
す。一週間に 50 km または、100 km 級のツアーを完走した経
験のある方にとっては、難しいプランではありません。

普段から運動をする習慣のない方は、「333 ルール」に従って
運動することをお勧めします。これは、毎回 30 分の運動で、
脈拍数が 130 回 / 分以上に達するように訓練し、これを週 3 回
以上行うというルールです。週末や休日には運動時間を増やし
てください。台湾一周ツアーに向けて、100km 完走を目標に、
2 ヶ月以上のトレーニングを行いましょう。自転車をお持ちで

台湾一周サイクリングツアーで一番欠かせないことは、
サイクリストの完遂意欲です。強い意志さえあれば誰で
もこの美しい島を一周することができます！

台湾一周ツアーで最も難関となるのは、台湾東部で向かい風
を受けながら坂を登るコースでしょう。かなりキツいサイク
リングとなるため、登坂訓練は必須となります。下り坂では
操作技術も養うよう訓練してください。また、風当りの強い
臨海地域でのルートを取り入れた訓練も必要です。なぜなら、
登坂と距離は目に見える難関と言えますが、強風による攻勢
は、予測できないものだからです。向かい風を受けた時は、
ローギアで回転数を上げて走るよう心がけましょう。

登坂こそが最大の挑戦！

サイクリング距離が長くなるにつれ、サイクリストの肉体が
衰え、疲労度が高まってきます。ゴール直前のあと一息とい
う段階がもっとも苦しく、ペダルを踏むごとに重く感じるこ
とでしょう。耐久力を高めるには、日常生活に心拍トレーニ
ングを取り入れることが唯一効果的な方法となりますので、
日ごろから運動時間を上手にアレンジしましょう。例えば、
週末だけ集中的に運動する
よりも、毎日１時間の運動
を定期的に実践した方がよ
り効果的です。また賢い食
生活も重要項目となります
ので、自然食品を摂取して
適切な体重管理を心がけて
ください。

耐久性がツアーを安全かつ楽しくさせるポイントです！

出発前の計画と 
体力トレーニング

なく、レンタサイクルで台湾一周に臨む方は、ジョギングでト
レーニングする方法も可能です。膝関節に問題のある方やジョ
ギングが苦手な方は、水泳や室内スポーツジムのサインリング
などを利用して、耐久性を鍛える運動をしましょう。
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レース用自転車は、荷物の積
載量が少ないため、支援車の
ない場合は、台湾一周のサイ
クリングには適しません。

ロードバイクに自転車用バッ
クを取り付ければ、ツアー準
備は完了です。

マウンテンバイクに細い
タイヤを装着すれば、ロ
ードバイクに乗るのと同
じ軽快さを得ることがで
きます。

自転車の種類
自転車は、機能別にロードバイク、マウンテンバイク、クルーザ
ーバイク、ポータブルバイクなど数種に分かれています。クル
ーザーバイクは、荷物の積載量が最大で、乗り心地も快適ですの
で、長距離ツアーに適しています。マウンテンバイクは、バイク
バックやサイドバックを取り付ければグレードアップができま
す。ロードバイクは、高速走行が可能ですが荷物の積載量が少な
く、支援車のない場合、台湾一周ツアーには適していません。

自転車とアクセサリを揃えるだけでは、ツアーを成功さ
せたとは言えません。強い野心こそが成功のカギとなる
のです。

《ギア（変速機）》
ギアを切り替えることで、好みのス
ピードに調節することができます。

《ブレーキ》
ツアー出発前に、ブレーキパットが摩耗しているかどうかを点
検しましょう。ブレーキパットが磨耗している場合は、交換し
てください。

《かごとサイドバッグ》
台湾一周ツアーの際に、かごやサイドバッグを取付ければ、荷
物の積載量を増やすことができます。

《水ボトルとボトルラック》
凹凸の激しい道でボトルラックから水ボトルが落ちるのを防ぐ
ために、水ボトルはラックにしっかり取り付けてください。

《サドル》
自転車のサドルは、走行中欠かせない
大切なものとなりますので、最適なサ
ドルを選んでください。

《ライト》
周囲に対して自転車の存在を知らせて
注意を促すよう、高輝度省エネタイプ
の LED ライトを選んでください。

バイクアクセサリ
台湾一周ツアーの最中、サイクリストは常にペダルを踏まなけ
ればなりません。ツアーに出発する前に、バイクの各部品機能
を理解しておくことは必要不可欠です。

出発前の計画と 
自転車のアクセサリ
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身に着ける用品

《ヘルメット》
ヘルメットは認定マーク付きのものを選んでください。

《目の保護》
眼鏡類は UV 防止、防風、埃防止機能付きのものを選んでくだ
さい。

《サイクリングウェア》
走行中に乾燥を維持できるサイクリスト専用のウェアをお選び
ください。普段着の場合は、チェーンやギアに絡むことのない
衣類を選んでください。

 
《時計》
スピードや走行距離の計測機能のある
自転車用ウォッチを選んでください。

《頭部着用品 /袖 / 手袋》
頭部着用品 / 袖 / 手袋は直射日光から
保護できるものを選んでください。

《スポーツシューズ》
クリップレスシューズを履く場合、踏み込む力が直接ペダルに
伝わるよう、シューズベルトを正しく締めてください。通常の
スポーツシューズを着用する場合は、靴紐をしっかりと結び、
ギアに絡まないようにしてください。 

台湾一周ツアーでは、荷物の軽量に心がけ、必要最小限
に収めることが最善です。

携行用品
台湾はどこも高度に開発されており、身の回り品などはどこでも容
易に買うことができます。冬用の防寒衣類を除く携行用品は、でき
るだけ簡素にして荷物の重量を軽くすることを心掛けてください。

《個人用アイテム》
実際の天候を考慮した衣類を2～3着用意してください。（防寒着
などを含む）簡素なウィンドブレーカーや軽いレインコートは必需
品です。ほとんどのホテルやモーテルでアメニティグッズを提供し
ています。携帯電話等壊れやすい機器は、防水バッグの中に入れて
ください。台湾の電源は110V/60Hzです。携帯する全ての電子機器
がこの電源仕様に対応可能かを確認してください。長時間日差しを
浴びることのないよう日焼け止めを塗って肌を守りましょう。大部
分のホテルやレストランでは、クレジットカード払いを受け付けて
いますが、遠隔地にある夜市などの商店では、現金払いのみとなり
ます。台湾の通貨は、台湾ドル(NTD) であることもお忘れなく。

このマニュアルで紹介しているルートは、
走行 20 km ごとに補充品が調達できるよ
う考慮されています。長距離サイクリン
グは多くのエネルギーを消費するので、
パン、バナナ、クッキーなどの軽食を用
意しておきましょう。

《ツールボックス》
25 品目が 1 セットになった市販のツールボックスなど、多機能
の工具セットを用意しておくとよいでしょう。多機能ツールボ
ックスなら簡単な修理やメンテナンス可能です。また、タイヤ
レバーや空気入れなどを準備しておけば、パンクしても容易に
修理できます。

出発前の計画と 
身の回り品
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このマニュアルで紹介しているサイクリングルート 1 号線 ( 環
島 1 号線 ) は、全長 939.5 km（蘇花公路を除く）で、10 ～ 12
日間ほどで走破できます。1日の走行距離は、最長115 kmです。
平均スピードを 20 km/h とすると、各目的地には 6 時間以内に
着くことができます。

このハンドブックは、各県・市の役所や地方の役場などを出発
・到着地点に設定し、主に省道を走行するルートで構成されて
いますので、回り道したり、迷子になったりすることはありま
せん。

時計回りと逆回りのどちらで進むかについては、台北から反時
計回りでスタートすることをお勧めします。ツアーはだんだん
きくつくなっていくので、最初の数日は、自転車に乗るテクニ
ックを身に着ける期間として、体を慣らす程度にしてくださ
い。最初の関門となるのは、寿卡の登り坂（屏東と台東の県境）
で、第二関門が台東と玉里間のルート（季節によって強い向か
い風にあう )、最後の関門となるのが台北から宜蘭に至るまで
の入り組んだカーブの多い道路です。台湾一周ツアーでサイク
リストが直面する難関はこの 3 ヶ所です。

《同行者の見つけ方》
一人旅でもチームでもツアーにはそれぞれ面白さがあります。
台湾一周は初めてという方は、4 ～ 8 人のチームに同行すること
をお勧めします。ただ、同行者数が多すぎると管理が難しくな
り、旅をする上で意見の食い違いなどの問題にもつながります。
各メンバーが自分の任務に集中して、チームのメンバーとして
行動することが大切です。例えば修理やメンテナンスをする人、
ルートを計画する人・・・とそれぞれの得意分野で役割を分担
するとよいでしょう。

《宿泊施設の選び方》
宿泊施設は、サイクリストが予算の中で最も多く出費を要する
項目です ! 台湾一周ツアーではベッド & ブレックファストを提供
している民宿やホテルが人気です。当然のことながら友人や家
族の家に泊まることができれば最も経済的です。また、自然を
愛する人ならキャンプも選択肢の一つとなるでしょう。ただし、
キャンプをする際は安全が確保されているか、キャンプが許可
されているかを確認してください。

《食糧》
サイクリングの前、間、後に何を食べるべきでしょうか ? 台湾一
周ツアーは大量の時間と熱量を消費するので、油っぽい食事を
避け、毎日数回少量の食事を取るようにしてください。

運動前は、自然食品（脱穀していない穀物、脂身の少ない肉、
フルーツや野菜など）を摂るよう心がけてください。運動中は、
エネルギージェルやスポーツ飲料など携帯しやすい食品や台湾
各地の特産品（例えばパイナッ
プルケーキや太陽餅など）もお
勧めです。長時間の運動後は
30 分以内にフルーツやパンな
どを摂ってできるだけ早く体力
を補給しましょう。

台湾一周ツアーは、長くもあり、短くもあります。出発
前にきちんと計画を立てておけばツアー中も安心です。

出発前の計画と 
ルート構成 

台湾一周を目指すサイクリストは、自行
車新文化基金会（CLSF）の認定証サービ
スを受けましょう。完走後、正式な証明
書が発行されます。また、家族や友人は、
CLSF の公式ウェブサイトからサイクリス
トの所在地が検索できるので、安心です。

豆知識：台湾一周サイクリング認定証
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気象庁   
http://www.cwb.gov.tw/

TRAVEL TAIPEI  
http://new.travel.taipei/zh-tw/accommodation

Taiwan Stay 
http://taiwanstay.net.tw/

Backpackers 
http://www.backpackers.com.tw/forum/

MERIDA 
http://www.merida.tw/

Giant Bicycles  
http://www.giantcyclingworld.com/

スマートフォン App

天気情報 
天気の概況検索 / 
レーダー概要図

Google Map 
マップの検索 / 
衛星ナビ 

Strava 
サイクリングのトラッ
キング

Android                IOS

Android                IOS

Android                IOS

ワイヤレスネットワークは、日常生活にすっかり定着してき
ました。このガイドブックでは台湾一周サイクリングを目指
すサイクリストのために、便利なネットワーク情報源をご紹
介しています。これらのツールを利用して、スムーズに台湾
一周ツアーを楽しみましょう。

豆知識：便利なツール 

ツアー中、インターネットを利用すれば様々な情報が得
られます。

出発前の計画と 
インターネットの活用
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自分のハートから出発
して台湾一周の夢を叶えてください! 
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ルート : 台北 > 三峡 > 大渓老街 > 石門 > 関西城隍廟 > 新竹
主な道路 : 台 3 号線 > 県道 118 号線
ルートガイド : 山岳の曲がりくねった道を通る際、坂道では
スピードを落としてください。途中、地元料理を味わいなが
ら進みましょう。三峡では、台湾最長の老街を散策し、石門
ダムでは記念写真を撮影。疲れたら、関西を訪れて仙草アイ
スゼリーのスイーツで一息入れましょう。

景観スポット紹介

        23km新北－三峡老街
24°56'00.3"N   121°22'10.8"E

全長 260m の三峡老街は、台湾最長の老街
です。ここには中華民国建国当時の建築物
がそのまま保存され、昔ながらの懐かしい
風情が溢れています。

        77km新竹－茄冬景観大道
24°46'33.8"N   120°57'13.4"E

新竹地区で最も美しい夜景の名所として知
られる茄冬景観大道は、新竹県初の景観道
であり、数々の照明や芸術的デザインの橋
などが設置され、展望台や休憩エリアから
は、遠くの新竹市が眺められます。

3

捷安特 (GIANT) 自転車会社などの直営店では、台湾一周ツ
アー用の自転車を手頃な価格で貸し出しています。

豆知識：自転車を持っていなくても台湾一周ツア
ーが実現できる !

3

        54km  〉      8km桃園－石門ダム
24°48'38.3"N   121°14'39.0"E

東アジア最大ダムである石門ダムでは、四
季それぞれに秀麗な風景が満喫できます。
近隣には 10 箇所以上の名所があり、石門
ダム園内ではサイクリングや湖観光船で景
観美が楽しめます。

3乙3

台北 ‒新竹 , 81km

さらば台北 ‒大都市の慌た
だしさから離れる旅に出発
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台北 基隆

新北市

宜蘭苗栗

新竹

桃園
118

三峡

土城

大渓

関西
龍潭

新竹市

三峡老街
24°56'00.3"N 
121°22'10.8"E

石門ダム
24°48'38.3"N 
121°14'39.0"E

茄冬景観大道
24°46'33.8"N 
120°57'13.4"E

台北市

118

体力補充   
 《パイナップルケーキ》
黄金色に焼きあがったサクサク
の生地と甘酸っぱい餡が詰まっ
たパイナップルケーキは、国内外
のグルメな方々に大人気のデザ
ートです。かさばらず、持ち運び
に便利なので、ツアー中のエネル
ギー補給には最適です。

休憩所 
25.5km  Hi-Life コンビニ

新北市三峡区中正路二段 331
之 1 号

23km    三峡派出所 
新北市三峡区民權街 38 号 
02-26711254

42km    石門派出所
桃園市龍潭区佳安村文化路
230 号
03-4712021

3

3

3

さらば台北 ‒大都市の慌た
だしさから離れる旅に出発
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景観スポット紹介

        109km後龍－好望角
24°36'09.7"N   120°43'51.9"E

ここは、風力発電が台湾で最も密集してい
る場所です。青い空に巨大な風力タービン
が白い雲と伴って美しい景観を作り上げて
います。

61

        125.5km通霄－通霄製塩工場
24°33'22.9"N   120°42'17.9"E

製塩の過程が見学できる入場無料の観光工
場です。台湾で唯一ハイテクを結合させて
塩を生産し、塩業教育を行っています。

61

        153.5km大甲－鎮瀾宮
24°20'43.1"N   120°37'24.8"E

1730 年に建造された大甲の鎮瀾宮は、 9 日
間の大甲媽祖巡礼が毎年陰暦三月に行わ
れることで広く知られています。この時
期には数十万人がこのお寺に方々から集
まり、海の女神媽祖の誕生日を祝います。

        20km台中－草悟道
24°08'54.2"N   120°39'53.0"E

全長 3.6 km の草悟道は、台中市内に位置す
る緑の遊歩道です。北は国立自然科博物館
から南は美術館へと帯状に連なる都市空間
となっています。途中、勤美誠品綠園道な
どの景観スポットがあります

12

1

お尻の痛みを和らげるための第一のコツは体重をハンドル、
サドルとペダルに均等に配分することです。第二に自分の
ニーズに合うサドルとサイクリングウェアを選ぶこと。第
三に自転車に乗る姿勢を正しく調整することです。例えば、
緩い坂道の手前で立ち上がると、体の異なる筋肉を使うこ
とができ、お尻の痛みを軽減することにも役立ちます。

豆知識：お尻の痛みを軽減する方法

ルート : 新竹 >竹南 > 後龍 > 通霄 > 員林 > 大甲 > 清水 > 沙鹿 >台中
主な道路 :台61号線>台1号線 > 台 12号線
ルートガイド :西浜快速道路（台61号線）で追い風に乗れば、西
部道路を楽に疾走できることでしょう。風の強い沿海地域では、ペ
ダルを力いっぱい踏み込んで進まなければならず体力を要します
が、大肚山までの体力は温存しておきましょう。標高はわずか200 
mですが、体力を使い果たすと大変な目にあいます。頂上に登っ
たら、穏やかな陽光と豊かな文化の台中に到着します。

新竹 ‒台中 , 100km

風の強い都市へ : 向かい風
での走行
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彰化

台中

苗栗

桃園
118

竹南

後龍

通霄

大甲

梧棲 台中市

好望角
24°36'09.7"N 
120°43'51.9"E

草悟道
24°08'54.2"N 
120°39'53.0"E

通霄製塩工場
24°33'22.9"N 
120°42'17.9"E

大甲鎮瀾宮
24°20'43.1"N 
120°37'24.8"E

体力補充   
 《パールミルクティー》
パールミルクティーに入っ
ているパール（真珠）とは、
タピオカスターチボールの
ことです。甘くてクリーミ
ーなミルクティーにこのタ
ピオカを入れれば、パール
ミルクティーの出来上がり。
台湾のドリンクショップな
らどこでも売っている庶民
的な飲み物です。

休憩所 
99.4km  7-11 コンビニ

苗栗県後龍鎮龍文
路 6 号

153km  Hi-Life コンビニ 
台中市大甲区経国
路 407 号

124km  白沙派出所
苗栗県通霄鎮白東
里 133 号
03-7792134

160km  三田派出所
台中市清水区中山
路 559 号
04-26222146

1

1

1

61風の強い都市へ : 向かい風
での走行
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景観スポット紹介

        191.5km彰化－天空歩道
24°04'36.1"N   120°32'57.4"E

八卦路と交差する八卦山天空歩道は地上約
3 階建ての高さにあります。この美しく独
特な天空歩道は、大仏像地区の新たなス
ポットライトとして注目を集めています。

        214km田尾－公路花園
23°53'46.0"N   120°31'52.5"E

田尾公路に沿って多くの種類の花が育ま
れています。12 月から 2 月が開花シーズ
ンで、道路の両側には絢爛豪華な花の海
が広がります。

1

1

        224.5km雲林－西螺大橋
23°48'49.6"N   120°27'40.0"E

濁水渓に架かる西螺大橋は、ここのランド
マークです。1952 年に竣工した当時は、サ
ンフランシスコのゴールデンブリッジに次
いで世界第二位の長さを誇る橋でした。

1

        265.5km嘉義－北門駅
23°29'15.6"N   120°27'16.7"E

北門駅は阿里山狭軌森林鉄道の起点で、
貨物の置き場としても使用されています。

1

        〉      19km台中－虹の村
24°08'02.2"N   120°36'36.0"E

村の壁や家はカラフルな落書きで覆われ
ています。これはかつての兵士・黄永阜氏
によって描かれたもので、古の村がカラ
フルなおとぎの国に生まれ変わりました。

1乙1

台中 ‒嘉義 , 94.3km

虹の村よ、こんにちは :古のノ
スタルジーを呼び起こす場所

ルート : 台中 > 彰化 > 員林 > 北斗 > 西螺 > 斗南 > 民雄 > 嘉義
主な道路 : 台 1 号線
ルートガイド : 主に緩やかな景観の中を通ります。いくつか
の絶景の地があるので、写真撮影のために余裕ある計画を立
てることをお勧めします。台 1 号線は交通量が多いので、特
に注意してください。都心に近づいたら特に交通標識に注意
して、他の車両を追い越すときは、後方の車両に手で合図を
するようにしてください。
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台高雄

台南

嘉義

雲林

彰化

台中
台中市
虹の村
24°08'00"N
120°36'34"E 彰化市

員林

西螺

斗南

民雄

嘉義市

天空歩道
24°04'36.1"N 
120°32'57.4"E

公路花園
23°53'46.0"N 
120°31'52.5"E

西螺大橋 
23°48'49.6"N 
120°27'40.0"E

北門駅
23°29'15.6"N 
120°27'16.7"E

体力補充   
 《嘉義七面鳥ライス》
低脂肪高たんぱく質の七面
鳥を使用。細切りまたはス
ライスして蒸した七面鳥の
肉は、煮汁と一緒にご飯に
載せていただきます。小皿
料理とスープを合わせれば
栄養満点の絶品です。

休憩所 
204km  7-11 コンビニ

彰化県大村郷中山
路一段 86 号

248km  Hi-Life コンビニ 
雲林県大埤郷延平
路三段 582 号

211km  永靖分駐所
彰化県永靖郷中山
路二段 17 号
04-8221813

241km  新光派出所
雲林県斗南鎮延平
路一段 222 号
05-5972540

1

1

1

1

虹の村よ、こんにちは :古のノ
スタルジーを呼び起こす場所
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景観スポット紹介

        46km埔里－埔里醸造所 
23°58'04.9"N   120°57'38.4"E

台湾煙酒公司が経営する埔里醸造所は、観
光工場へと経営方針を転換し、博物館とし
て一般の人々が参観できるよう開放されて
います。試飲のほか、紹興酒の特色や飲酒
文化などを学ぶことができます。

        125.5km魚池－啓示玄機廟
23°53'31.6"N   120°55'14.2"E

啓示玄機孔子廟は諸葛亮（三国時代の著名
な政治家）と関羽将軍（三国時代）を記念
する台湾唯一の寺院です。ここには高さ 30 
m もある諸葛亮の像があります。

        60km魚池－日月潭
23°51'31.5"N   120°54'57.2"E

日月村(南投県魚池町)に位置する日月潭は、
太陽（日）と月の形に因んで名づけられま
した。日月潭は世界的にも知られる観光名
所となっており、台湾で 2 番目に大きな自
然湖です。また、湖の水は水力発電にも使
用されています。日月潭の「双潭秋月（日
月潭で見る秋の月）」は、台湾八景のひと
つに数えられています。

21

環潭公路は起伏の激しいコースですので、サイクリングに慣
れていない方にはきつく感じるかもしれません。走行前には
必ず両側ブレーキが正常であるかを十分に点検し、前輪と後
輪のブレーキの効き具合を熟知しておいてください。経験豊
かなサイクリストに同行してもらえればなお安心です。

ルートガイド : 環潭公路（日月潭周遊道路）

14

14

台中 ‒日月潭 , 64km

埔里 : 何世代にも渡る醸造
所の香り

ルート : 台中 > 埔里 > 日月潭
主な道路 : 台中市 > 台 1 号線 > 14 号線 > 台 21 号線 > 日月潭
ルートガイド : 湖一週道路は県高速道路 21 号と県高速道路 21A
号で構成されており、全長 33 km あります。日月潭は世界から
の訪問客の間で有名でとても人気がある観光名所です。 
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雲林

彰化

台中

苗栗

新竹

桃園

南投

118

芬園

草屯 埔里

魚池

日月潭
23°51'31.5"N 
120°54'57.2"E

啟示玄機廟
23°53'32"N 
120°55'13.5"E

埔里醸造所
23°58'04.9"N 
120°57'38.4"E

彰化市
台中市

休憩所 
17km    Hi-Life コンビニ

南投県草屯鎮博愛路
1321 号

36km    国姓駅 
南投県国姓郷中正路一
段 127 号

51km    Family Martコンビニ 
南投県埔里鎮桃米路
23 之 7 号

65km    向山ビジターセンター
南投県魚池郷中山路
599 号
04-9285 5668

14

14

14

14

体力補充   
 《紹興酒漬けたまご》
埔里の紹興酒漬けたまごは、特別な調味料とあい
まって独特な風味を放ちます。ほんのりと香る紹
興酒とまろやかな味わいを是非お試しください。   

埔里 : 何世代にも渡る醸造
所の香り
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景観スポット紹介

        2km魚池－日月潭自転車道 
23°52'08.8"N   120°55'44.5"E

南投県魚池郷に位置する日月潭自転車道
は、全長33 kmのサイクリングコースです。
途中にある 4 つの主要な寺院と 8 本の主要
な遊歩道は、立ち寄る価値ありです。

        18km水里－水里蛇窯カルチャーパーク
23°48'04.7"N   120°51'44.1"E

水里蛇窯カルチャーパークは、台湾最古で
最も由緒ある窯業所（全長 100m 以上）を
基にして造成されました。この蛇窯窯業所
で使われている主な燃料は木材です。

16

        8km集集－集集駅
23°49'35.2"N   120°47'05.6"E

南投県集集郷は主に鉄道文化をテーマにし
た観光の町です。すべてがイトスギ材で作
られている集集駅の外装はクラシックで質
素です。 

16

休憩所などでシャワーを浴びる時にサイクリングジャージ
ーとショーツを一緒に洗ってしまいましょう。洗った後は
バスタオルで巻いてたたくと乾きやすくなります。最後に
風通しの良い場所に一晩掛けておけば、翌朝には乾いて着
られます。 

豆知識：一日で洗濯物を乾かす方法 

21

日月潭 ‒嘉義 , 94km

集集駅 ‒ 日本のレトロ様式
を楽しむ 

ルート : 日月潭 > 集集 > 嘉義
主な道路 : 日月潭 > 台 21 号線 > 台 16 号線 > 県 139 号線 >
台 3 丙号線 > 台 3 号線 > 台 1 丁号線 > 台 1 号線 > 嘉義 
ルートガイド : 日月潭に到着後、日月潭に沿って進めば嘉義
市へと戻ることができます。日月潭公路が自分にはきついと
思われる方は、日月潭自転車道にチャレンジしてみてくださ
い。普通の体力があれば半日ぐらいで回れます。 
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嘉義

雲林

彰化

台中

苗栗

新竹

南投

魚池

水里
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林內

日月潭自転車道
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水里蛇窯カルチャーパーク
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120°51'44.1"E

集集駅
23°49'35.2"N 
120°47'05.6"E

斗南

民雄

嘉義市

体力補充   
 《集集老街》

集集老街では、さまざまな伝統
的グルメが味わえます。是非こ
こを訪れてお気に入りの伝統の
味を見つけてください ! 

休憩所 
17km    7-11 コンビニ

南投県水里郷中山
路一段 63 号

233km  7-11 コンビニ 
南投県竹山鎮大明
路 500 号

68km    頭社派出所
南投県魚池郷平和
巷 145 号
04-92861013

248km  榴中派出所
雲林県斗六市石榴
路 81 号
05-5573651

16

3

21

3

集集駅 ‒ 日本のレトロ様式
を楽しむ 
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景観スポット紹介

        366km橋頭－橋頭製糖工場芸術村
22°45'09.5"N   120°18'58.9"E

1901 年に建てられた橋頭製糖工場芸術村
は、台湾最大の史跡保存区域です。芸術家
の村というかたちで公開されており、この
公園は広大な面積を占めています。 

        高雄－愛河
22°39'10.6"N   120°18'13.3"E

全長 16.4 km 愛河は、高雄市の中で最も文化
的に豊かな川です。中でも有名なのは愛河の
心と呼ばれるスポットです。二つの湖を繋ぐ
橋がハートの形になっていて、愛河を一層美
しく引き立たせ、とてもロマンチックです。

        271km嘉義－北回帰線太陽館
23°27'13.3"N   120°24'59.7"E

北回帰線太陽館は嘉義県郡水上郷に位置す
る公園で、北回帰線が通過する世界の 16 
都市の中の一つです。 

        336km台南－孔子廟
22°59'26.0"N   120°12'14.7"E

第一級史跡に指定されている台南孔子廟
は、古代中国の偉大な学者孔子を記念して
建てられた台湾で最も古い寺院です。 

1

1

旅に出る前に、自転車の基本点検を必ず行いましょう。タ
イヤやブレーキの摩耗状態、変速の円滑さ、車輪リムが円
形になっているかどうかなどを点検してください。ちょっ
としたトラブルであれば修理キットなどを利用して自分で
対処し、どうにも解決できない場合は、専門店まで運んで
直すようにしましょう。

豆知識：安全且つ快適に走行するために欠か
せない点検

1

1

嘉義 ‒高雄 , 115km

西海岸の風を受けて古都を
探索 

ルート : 嘉義 > 新営 > 善化 > 台南市 > 岡山 > 高雄市 
主な道路 : 台 1 号線 
ルートガイド : 台 1 号線を進んで行くと、歴史的由緒の深い
町 - 台南、そして台湾でもっとも賑やかな港町 - 高雄市へと
近づいていきます。南へ進むに連れ、情熱的な台湾を感じ、
疲れた心を癒してくれることでしょう。
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屏東

高雄

台南

嘉義
新営

善化

台南市

岡山

北回帰線太陽館
23°27'13.3"N 
120°24'59.7"E

台南孔子廟
22°59'26.0"N 
120°12'14.7"E

橋頭製糖工場芸術村
22°45'09.5"N 
120°18'58.9"E

愛河
22°39'10.6"N 
120°18'13.3"E

高雄市

嘉義市

体力補充   

《台南サバヒー》

さっぱり味のスープにたっぷり
の千切り生姜が新鮮な台南サバ
ヒー（虱目魚）と良く合い、一
口食べたら癖になること間違い
なし！魚の腸や皮などの添え物
もぜひお試しあれ。  

休憩所 
292km  7-11 コンビニ

台南市柳營区太康
里 22 鄰 201-10 号

330km  7-11 コンビニ 
台南市永康区中正
南路 52 巷 73 号

312km  茄拔派出所
台南市善化区茄拔
350 号
06-5837379

334km  復興派出所
台南市永康区中華
路 34 号
06-3115874

1

1

1

1

西海岸の風を受けて古都を
探索 
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景観スポット紹介

        235km高雄－高雄国際空港
22°34'28.5"N   120°20'41.2"E

高雄国際空港は小港区に位置します。滑走
路から 150 m しか離れていない所から楽し
む離着陸の眺めは格別です。

17

        235km東港－東隆宮
22°27'47.1"N   120°26'55.5"E

東隆宮は有名な迎王祭（焼船祭）で知られ
ますが、このお祭りは海神に対して祈祷す
る伝統的な儀式的祭事です。 

17

サイクリングの途上で熱射病にかからないようにするには、
通気性の良いUVのジャージ、アームカバー、ヘッドカバー、
サングラスを装着するようにしましょう。走行中は 15 分お
きに水分を補給（運動量やその日の気温によって異なりま
すが、150ml が目安）してください。 

豆知識：熱射病の予防 

        366km屏東－大鵬湾国家風景区
22°27'25.2"N   120°28'44.1"E

大鵬湾は、台湾最大の内海湾として知られ、
エリア内は動植物資源が豊富です。ここに
は台湾唯一の可動式「大鵬湾大橋」が設置
されており、船が通過する度に開閉します。

17

高雄 ‒車城 , 87km

県境の南側 ‒ 青海原の眺め

ルート : 高雄市 > 小港 > 東港 > 枋寮 > 枋山 > 車城 
主な道路 : 台 17 号線 > 台 1 号線 > 台 26 号線 
ルートガイド : このルート前半は海岸風が吹いているときな
ら速く走り抜けられます。枋寮で海岸道路に出ると左手に高
山、右手に青い海原の格別な風景を見ながらサイクリングを
楽しむことができます。心を開いて緑の山と青い海洋に旅の
お供をさせてください ! 
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屏東
小港

東港

枋寮

枋山

高雄国際空港
22°34'28.5"N 
120°20'41.2"E

大鵬湾国家風景区
22°27'25.2"N 
120°28'44.1"E

東港東隆宮
22°27'47.1"N 
120°26'55.5"E

高雄市

車城

体力補充    
 《サクラエビ》
サクラエビは屏東の東港と日本
の静岡でしか捕れません。サクラ
エビは調理しておいしい軽食と
して食べたりサクラエビチャー
ハンの食材としても使われます。 

休憩所 
261km  7-11 コンビニ

屏東県林邊郷中山
路 312 号

448km  Family Mart コンビ
ニ 

屏東県枋山郷南和
路 80 号

256km  東港分局
屏東県東港鎮沿海
路 1 号
08-8322045

451km  枋山分駐所
屏東県枋山郷国中
路 26 巷 5 之 1 号
08-8761129

1

1
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景観スポット紹介

           0km屏東－寿卡鉄馬駅 
    22°14'42.6"N   120°50'08.2"E

海抜 460 m の寿卡駅は、南廻公路の中で最
も標高が高い地点です。駅に着くと旅の途
中で休憩している他のサイクリストに出会
うことができます。

        164km台東－鉄花村
22°45'12.6"N   121°08'45.8"E

台東の音楽といったら、ここ鉄花音楽村は
外せません。台東は才能あふれる原住民の
ミュージシャンが集まっているところです。   

11

199

        417.5km太麻里－多良駅 
22°30'24.4"N   120°57'31.1"E

太平洋の荘厳な眺めと通過する列車を同時
に眺めることができるこの多良駅は、台湾
で最も美しい駅と言われています。 

9

        392km知本－知本温泉
22°41'34.8"N   121°01'05.2"E

知本温泉は、弱アルカリ性の無臭透明な温
泉で、美人の湯として有名です。ここで温
泉に浸かれば、長いサイクリングで疲れた
筋肉をほぐすことができます。

9

車城 ‒台東 , 115km

見逃せない穴場スポット

ルート : 車城 > 牡丹 > 寿卡 > 達仁 > 大武 > 金崙 > 太麻里 > 
知本 > 台東市 
主な道路 : 台 26 号線 > 県道 199 号線 > 台 11 号線
チャレンジ：ここで台湾一周ツアー最初の難関に直面します。
ルートガイド：県道 199 号線は台湾南端を離れるにつれて、
登板がきつくなってきますが、ポジティブシンキングで臨め
ば、峠越えは乗り切れます。
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屏東

199

車城

牡丹

寿卡

大武

金崙

知本

太麻里

多良駅
22°30'24.4"N 
120°57'31.1"E

寿卡鉄馬駅
22°14'42.6"N 
120°50'08.2"E

知本温泉
22°41'34.8"N 
121°01'05.2"E

鉄花村
22°45'12.6"N 
121°08'45.8"E

199

台東市

体力補充    
 《臭豆腐》
臭豆腐は台湾で広く普
及している身近な食べ
物です。発酵させた豆
腐から作られ、独特の
臭いと風味があります。
しかし外国の方々には
受け入れにくい食べ物
として知られており、
好きな人と嫌いな人と
両極端に分かれていま
す。余りにも臭すぎる
という人もいれば、病
み付きになるという人
もいます。

休憩所 
444km  7-11 コンビニ

台東県達仁郷森永
216 号

403km  7-11 コンビニ 
台東県太麻里郷外環
路 128 号

455km  寿卡鉄馬駅
屏東県獅子郷草埔村
寿卡 1 号
08-8771129

415km  金崙分駐所
台東県太麻里郷439号
08-9771086
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景観スポット紹介

        355.4km鹿野－鹿野高台
22°55'34.3"N   121°07'28.1"E

台東にあるパラグライダーとハングライダ
ーの練習場は、観光茶畑が広がる場所に位
置しています。ここでは毎年国際熱気球フ
ェスティバルが開催されます。 

9

        360.5km卑南－初鹿牧場 
22°51'57.8"N   121°06'29.8"E

放牧区の展望台に登ると、見渡す限り緑の
牧草地が一面に広がり、のんびりとした牧
場の美しい風景が満喫できます。 

9

        334km関山－関山自転車道 
23°02'31.4"N   121°10'15.1"E

関山自転車道は台湾で初めて自転車専用道
として設計されたもので、「親水コース」
と「親山コース」の2 つに分かれています。 

9

        326km池上－伯朗大道
23°05'57.7"N   121°12'57.5"E

伯朗大道では無限に広がる草地を通り抜け
ます。この道は自然の美に因んで「緑の楽
園道」とも呼ばれています。

9

変速機は、自転車の中で最も難しい構造となっていますが、
ギアチェンジの方法をきちんと習得すれば平らな道も上り坂
も楽に乗り切ることができるようになります。要領はマニュ
アルトランスミッションの車の変速と同じです。ペダルの回
転数を 70 rpm 以上に維持しながら変速するのがベストで、
一番効率の良いこぎ方は、80 ～ 90 rpm です。

豆知識：ギアチェンジの方法

台東 ‒玉里 , 85km

花東渓谷を駆け抜ける ‒ 山
の連続 

ルート : 台東市 > 鹿野 > 池上 > 玉里 
主な道路 : 台 9 号線 
ルートガイド : 花東縦谷に沿って広がる景色は、季節によっ
て異なります。田舎道を進めば稲の香りが漂い、どこからと
もなく懐かしさあふれる列車がゆっくりと通過していきま
す。各村落をくねくねと駆け抜けていく度に、台湾一周で出
会った思い出が足跡となって残っていきます。これらの感動
を台湾一周の日記に書き留めてみてはいかがですか ? 
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台東

屏東

高雄

台南

嘉義

雲林 南投

鹿野

池上

玉里

鹿野高台
22°55'34.3"N 
121°07'28.1"E

伯朗大道
23°05'57.7"N 
121°12'57.5"E

初鹿牧場
22°51'57.8"N 
121°06'29.8"E

関山自転車道
23°02'31.4"N 
121°10'15.1"E

台東市

体力補充   
 《池上弁当》

池上は米の町として
知られています。池
上弁当は、香りと甘
みに優れた池上米
に、焼肉、煮卵、台
湾ソーセージ、漬物
などをおかずに添え
たお弁当です。薄い
木片を組み立てたお
弁当箱が風味を引き
出しています。 
 

休憩所 
350km  7-11 コンビニ

台東県鹿野郷中華路
一段 430 号

348km  Family Mart コンビニ 
台東県關山鎮民權路
1 之 6 号

340km  瑞豊派出所 
台東県鹿野郷中山路
171 号
08-9811419

330km  池上分駐所
台東県池上郷中山路
211号
08-9862004

9

9

9

9

花東渓谷を駆け抜ける ‒ 山
の連続 
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景観スポット紹介

        276km瑞穗－北回帰線 
23°27'55.7"N   121°21'28.6"E

北回帰線を二回目に通過する地点に達すれ
ば、台湾一周のうちの三分の二を走り切っ
たことになります。北回帰線記念公園で
は、白い日時計に似た標塔のランドマーク
が設置されています。 

9

        252km光復－花蓮製糖所  
23°39'24.3"N   121°25'11.8"E

花蓮製糖所はアイスキャンデーとアイスクリ
ームでよく知られ、多様なアイス商品が夏の
暑さを癒してくれます。製糖所の文化センタ
ーを中心に、訪れた人に工場や歴史に関する
ガイド解説サービスを提供しています。

9

        201km花蓮－七星潭
24°01'50.8"N   121°37'46.3"E

伝説によると天気の条件がいいときは、海
面に星が反射するのが見られると言われて
います。それがこの土地を「七星湖」と呼
ぶ理由になっています。 

9

一日に自転車で 100 km こげば、2,000 カロリーは消費され
ますので、何を食べても体重が増加することはありません。
この時に食事を多少制限すれば、台湾一周ツアー 10 日間
で、2 キロの減量はそう難しいことではありません。

豆知識：台湾一周ツアーが美しい体型をつくります。

玉里 ‒花蓮 , 88km

七星潭  ‒ 星々の住む場所 

ルート : 玉里 > 瑞穂 > 鳳林 > 吉安 > 花蓮市  
主な道路 : 台 9 号線 
ルートガイド : 台 9 号線では香り漂う田んぼ、新鮮な緑地、
電柱にずらりと並ぶ雀、学校帰りの子供たちがサイクリスト
に手を振りエールを送ることでしょう。台湾一周ツアーで最
も美しい風景はこういった人々と出会いそのものなのかもし
れません。
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宜蘭

花蓮

台南

嘉義

雲林

彰化

台中

苗栗

南投

瑞穗

鳳林

吉安

花蓮市

北回帰線公園
23°27'55.7"N 
121°21'28.6"E

七星潭
24°01'50.8"N 
121°37'46.3"E

花蓮製糖所
23°39'24.3"N 
121°25'11.8"E

体力補充   
 《ワンタン ( 扁食 ) 入
りスープ》

一般にワンタンの餡は、
豚肉を叩いてミンチにし
たものが使用されている
ため、扁食と呼ばれるよ
うになったと言われてい
ます。香り高いミンチ肉
を薄い皮で巻いたワンタ
ンは、豚骨を煮込んだス
ープに入れていただきま
す。肉のおいしさがさっ
ぱりしたスープには絶妙
の組み合わせです。
 

休憩所 
268km  7-11 コンビニ

花蓮県瑞穗郷瑞北村
30 号之 2

244km  7-11 コンビニ 
花蓮県鳳林鎮長橋路
108 号

277km  舞鶴派出所 
花蓮県瑞穗郷舞鶴村
59 号
03-8872874

222km  豊分駐所
花蓮県寿豊郷寿豊村寿
山路22号
03-8651337

9

9

9

9

七星潭  ‒ 星々の住む場所 
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景観スポット紹介

        91km羅東－羅東文化工房
24°40'18.7"N   121°45'52.5"E

羅東文化工房は、周囲の景色が遮られるこ
とのないように、高さ 18 メートルの屋根
付きパーゴラの下に吊られているように建
てられました。遠くからみるとまるで大き
な宇宙船のように見えます。

9

このコースではなぜ列車を使うのかと疑問に思われるかもしれ
ません。蘇花 ( 蘇澳 - 花蓮 ) 公路は台湾で最も眺めの良い道路
ですが、最も危険なところでもあります。蘇花公路は、ヘアピ
ンカーブの上に坂道となっている箇所が無数にあり、トンネル
内は特に危険です。常時多くの砂利運搬車や重量貨物車が通行
しているので、ここでは安全のために自転車を降りて鉄道で移
動することをお勧めします。経験の深いサイクリストが予め注
意深く計画を立てたのであれば、この道路を走破するのは可能
ですが、このハンドブックでは蘇花 ( 蘇澳 - 花蓮 ) 公路のサイ
クリングはご紹介していません。

自転車を持ち込む際の鉄道の切符の買い方 
電車に自転車を持ち込む際の切符の買い方ロードバイクやマウ
ンテンバイクなど折りたたみ式ではない自転車を持ち込む場
合、花蓮駅から蘇澳新駅まで乗車することをお勧めします。列
車に自転車を持ち込むには自転車の切符を別途買う必要があり
ます。値段は通常運賃の半額料金です。朝 5 時から夜 8 時まで
列車が 9 本あります（台湾鉄路管理局のウェブサイトで時刻表
を確認してからご利用ください）。鉄道の合計移動時間は 1 時
間 20 分程度です。中国の旧暦正月シーズンや通勤時間帯には
自転車は持ち込めません。

        96.5km 冬山－
冬山河森林公園 
24°38'16.7"N   121°47'12.6"E

冬山河の上流域に位置するこの公園は、16
ヘクタールの面積を有し、至る所緑が生い
茂っています。 植物を計画的に植栽するこ
とにより、肥沃な土地を育んでいます。

9

花蓮 ‒頭城 , 113km

宜蘭：美しい山々と新鮮な
水の素晴らしい土地 

ルート : 花蓮駅 > 蘇澳新駅 > 頭城 
主な道路 : 列車 > 台 9 号線 > 台 2 号線  
ルートガイド : このコースは台湾一周の中で最も楽な日です。冬
山河自転車道を進むだけでこのコースの行程を走破できます。 
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台北 基隆

新北市

宜蘭

花蓮

台中

苗栗

新竹

桃園
118

蘇澳

羅東

礁溪

冬山河森林公園
24°38'16.7"N 
121°47'12.6"E

羅東文化工房
24°40'18.7"N 
121°45'52.5"E

体力補充   
 《餡入りタピオカ》
餡入りタピオカ（包心粉圓）は、
宜蘭の人気のスイーツで、大き
なタピオカの中に小豆を詰めた
ものです。柔らかいタピオカに
歯ごたえのある小豆が絶妙な組
み合わせです。熱々の餡入り
タピオカは、ふわふわのかき氷
（雪花氷）や豆腐のデザート（豆
花）、プリン、仙草ゼリーと一
緒にいただきます。冷たさと温
かさのコントラストがこのデザ
ートの醍醐味です。

休憩所 
79km   Family Mart コンビニ

宜蘭県宜蘭市大福路
一段 43 号

9

都市から離れるほど、より頻繁に人々から「ジャーヨウ、ジャ
ーヨウ」（加油）と呼びかけられるようになりますが、これは
「頑張れ！」の意味です。幸せとは、人との関わり合いから始
まるものです。単に頷くだけでもいいですし、手を振って「ニ
ーハオ」と答えたりするだけでも素晴らしい挨拶が成り立ちま
す。地元の人々との触れ合いこそが、台湾で一番美しい風景で
あると外国からの観光客の方々より絶賛されています。

豆知識：微笑みある挨拶こ
そ、疲れを癒す特効薬

宜蘭：美しい山々と新鮮な
水の素晴らしい土地 
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景観スポット紹介

        115km福隆－旧草嶺トンネル 
24°59'38.7"N   121°57'30.8"E 

旧草嶺トンネルは、大規模な改修工事を終
え、2008年に再び開通しました。全長2,167 
m の旧草嶺トンネルは、台湾で初めて、鉄
道跡を自転車用に再生させたトンネルです。

2

        2km台北－台北 101
24°01'50.8"N   121°37'46.3"E

台北で一番目立つランドマークといえば、
台湾一の高さを誇る台北 101 ビルです。
2004 年 12 月 31 日～ 2010 年 1 月 4 日まで
は世界一の超高層ビルとして記録されてい
ました。   

5

        10km平渓－十分老街 
25°02'34.7"N   121°46'35.8"E

平渓区十分は、いち早く開発が進められた
地域として知られ、ここには大規模な宅地
が造成されました。ここの主な特徴は鉄道
と旧道が平行していることです。

2丙
日ごろからの手入れは、故障などの問題を未然に防ぐことが
できます。基本的に毎日騎乗が終わった後で 10 分ほどの簡
単なメンテナンスをしておけば、台湾一周の旅は円滑に進む
ものです。手入れは至って簡単。水に湿らしたタオルで自転
車を拭くことから始め、次にチェーンやギアを柔らかいブラ
シできれいにします。雨の中を走った後は、ブレーキパッド
とタイヤの空気圧の点検を欠かさないようにしましょう。 

豆知識：自転車メンテナンスの秘訣

ルート : 頭城 > 福隆 > 十分 > 基隆 > 汐止 > 台北市 
主な道路 : 台 2 号線 > 台 2 丙号線 > 台 2 丁号線 > 台 5 号線
ルートガイド : 灼熱の陽光の下で汗まみれになってペダルを
踏んでいる中、緑の山々と青い海原がやる気を奮い立たせて
くれます。進め！進め！進め！ゴールは目の前、台湾一周サ
イクリングツアーの達成はもうすぐです !

頭城 ‒台北 , 105km

再び台北へ : 同じだけどち
ょっと違う
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台北 基隆

新北市

宜蘭

花蓮

中

苗栗

新竹

桃園
118

頭城

福隆
十分老街
25°02'34.0"N 
121°46'35.0"E

台北101
25°02'01.8"N 
121°33'52.2"E

基隆市

十分
汐止

旧草嶺トンネル
25°00'18"N 
121°57'13"E 

台北市

体力補充   
 《牛肉麺》
牛肉麺は、牛肉と牛骨を煮込ん
だスープに牛肉と麺を入れてい
ただく麺料理のことです。一般
的には、「清燉牛肉麺 ( 塩味 )」
と「紅焼牛肉麺 (しょうゆ味 )」
に区別されます。外国からの観
光客の方々にとっても忘れがた
いおいしさです。

休憩所 
156km  Family Mart コンビニ

宜蘭県五結郷五濱路
二段 230 号

101km  7-11 コンビニ 
新北市貢寮区興隆街
24-1 号

142km  大福派出所 
宜蘭県壯圍郷壯濱路
六段 200 号
03-9301994

101km  福隆派出所
新北市貢寮区福隆街
19号
02-24991541

2

2

2

2丙

再び台北へ : 同じだけどち
ょっと違う
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