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局長ご挨拶

台湾政府は近年、世界を視野に自転車観光に力を入れてお
り、台湾中に自転車道を整備しました。国際的に著名なトラベル
マガジン「Lonely Planet」は2012年度、旅行にお薦めの地域と
して台湾をランクインさせましたが、その理由には、独特の風景
美のほか、全島に設置された自転車道およびサイクリングコース
の整備があげられています。美景と美食が同時に楽しめる台湾に
は、近年自転車旅行に訪れる海外のツーリストも次第に増えてい
ます。

本ハンドブックには、12の国家風景区（国定公園）を代表す
るサイクリングコースが紹介されています。なかには25本のフ
ァミリーコースと阿里山ロードレースコースが含まれています。
北海岸の風芝門・金山萬里自転車道では、本島北海岸の珍しい地
形を観察したり、金山温泉を巡ることができます。東北角の龍門
塩寮・旧草嶺自転車道では、かつての鉄道トンネルを利用した草
嶺隧道を走り抜けます。日月潭の月潭・向山自転車道では、台湾
最大の湖水・日月潭の美景を堪能できます。そのほか生態と文化
スポットに恵まれた参山峨眉湖・二水自転車道のほか、西拉雅
（シラヤ）の八田與一・白河線自転車道、雲嘉南濱海の鰲鼓湿地
・北門自転車道、大鵬湾の環湾自転車道、原住民風情いっぱいの
茂林安坡観光自転車道、東部海岸の石門長濱・三仙台・泰源幽谷
自転車道、花東縦谷に張り巡らされた瑞穂・池上大坡池・玉富・
鯉魚潭・関山・龍田といった自転車道網があげられます。また、
離島澎湖にも島の風情を満喫する馬公市・湖西自転車道が設置さ
れています。

みなさん、どうぞペダルを踏み、涼風を頬に受けながら、台
湾の旅を存分にお楽しみください。

交通部觀光局  局長
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自転車道ファイル
◎風芝門自転車道

三芝大田寮➜石門白沙湾そば麟山鼻漁港  4.5キロ
◎金山萬里自転車道

中角ビーチ➜磺港大橋➜金山青年活動センター➜員潭渓景
観橋➜湿地木道➜木麻黄黒森林区➜台電第二原発 9.2 
キロ

公共交通
◎	台北バスターミナルから金山行きの国光客運バスに乗車。あるいは

台北公園路公保大楼前のバス停から陽明山経由金山行きの皇家客運
バスに乗って、基隆・淡水両地をピストンする基隆・淡水客運バス
に乗り換え、沿線の各スポットで下車。

◎	MRT淡水駅前から「台湾好行－皇冠北海岸線」に乗り、基隆駅方向
へ向かい、沿線の各スポットで下車。

当管理処管轄内は多彩な海や山の景観、そして豊かな
自然生態を擁し、北海岸濱海公路沿いには、白沙湾・金
山・野柳といった台湾を代表する著名なスポットが帯状
に分布している。野柳には「女王頭」「仙女靴」などと
名づけられた奇岩が展開しているほか、近隣には李天禄
布袋戯（人形劇）文物館や朱銘美術館といった文化・芸
能スポットも少なくない。近年整備された「風芝門」と
「金山萬里」の二本の自転車道には沿線に多くのスポッ
トが点在し、絶好のサイクリングコースとなっている。

北海岸・観音山国 家 風 景 区
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北海岸・観音山国家風景区自転車道案内図

北海岸・観音山国家風景区管理処
白沙湾ビジターセンター

自転車レンタルサービス
三芝・金山地区にはいずれも多くのレンタサイクルショップがある。

旅のインフォメーション
◎北海岸・観音山国家風景区管理処

	新北市石門区德茂里下員坑33-6号	　 02-8635-5100
09:00-17:00　 www.northguan-nsa.gov.tw

三芝ビジターセンター（三芝管理ステーション）
	新北市三芝区埔坪里埔頭坑164-2号	　 02-8635-3640

金山ビジターセンター（野柳管理ステーション）
	新北市金山区磺港路171-2号	　 02-2498-8980

野柳ビジターセンター
	新北市萬里区港東路167-1号	　 02-2492-2016
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風芝門自転車道 4.5
キロ

三芝大田寮 石門白沙湾そば麟山鼻漁港

もともと
付 近

の町村間を
結ぶ道路だ
ったが、海
辺の木道と
組み合わさ
れて、自転
車道として
リニューア
ルされてい
る。三芝か
ら石門まで
の風光、ま
た麟山鼻・
白沙湾・藻礁潮間帯といった自然景観や珍しい寺廟を周遊でき
るコースだ。

麟山鼻
海面に突出した岬で、大量の熔岩安山石と風稜石からなる。白沙湾と
富貴角をはるかに望む景観が素晴らしく、砂浜と木麻黄の林に沿った
コースは南国風情が漂う。

白沙湾風景区
細かい貝殼の粒からなる白いビーチ。自転車道からは両サイドの防風
林とともにはるかに無限の大海原を一望む。夏には砂地に太陽が咲い
たように天人菊が満開となる。

北海岸・観音山国家風景区管理処
白沙湾ビジターセンター

4.5キロ
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9.2キロ

夏のシーサイドバカンスなら、金山萬里自転
車道金山線がお薦め。海水浴場や極上のビ

ーチでさまざまなウォータスポーツに挑戦でき
るほか、水尾漁港では海鮮、金山老街では本場
の小吃が堪能できる。

水尾漁港
山を背にした水尾漁港は素朴な佇まいの小さな漁村で
ある。満月の夜には、鏡のような海面に煌々たる円月
が浮かぶ。それは「水尾泛月」と称えられ、金山八景
の一つにあげられている。漁港から森林歩道に沿って
獅頭山公園にあがると、著名な「燭台双嶼（二つの
島）」が観賞できる。

新金山海水浴場
半月形の金山海湾は黄金色のきめ細かなビーチであ
る。夏には大勢の海水浴客が訪れ、一帯を賑わせる。
水遊びに疲れたら敷地四千坪の金山活動センター温泉
館で湯浴みを楽しもう。

	新北市金山区青年路1号	　 02-2498-1190

金
山
萬
里
自
転
車
道
中角 

ビーチ

磺港大橋

金山青年
活動セン

ター

員潭渓景
観橋

湿地木道

木麻黄黒
森林区

台電第二
原発

9.2
キロ
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台湾本島東北角の岬や湾は奇岩と海蝕地形に恵まれ、
見事な景観をつくっている。濱海公路に沿って龍門塩寮
自転車道から旧草嶺環状自転車道へと進むと、沿線には
東北角ならではの海蝕地形が眺められる。福隆・三貂角
灯台・莱莱のほか鉄道跡を利用した旧草嶺隧道など名所
が多い。

東北角・宜蘭海岸国 家 風 景 区

東北角・宜蘭海岸国家風景区自転車道案内図
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自転車道ファイル
◎龍門塩寮自転車道

福隆駅➜龍門キャンプサイト • 河濱公園➜龍門吊橋➜塩寮海
濱公園  4.5キロ

◎旧草嶺環状線自転車道
福隆駅➜旧草嶺自転車隧道➜莱莱地質区➜三貂角灯台➜卯澳
漁村➜福隆駅  18.1キロ

公共交通機関
◎	台湾鉄道福隆駅で下車し、福隆ビジターセンター前から「台湾好行－	

黄金福隆線」に乗り、瑞芳駅方面へ向かい、沿線の各スポットで下車。
◎	台北バスターミナルから福隆行き国光客運バス乗車or基隆バスター

ミナルから福隆行き基隆客運バス乗車。

レンタサイクル
レンタサイクルショップは福隆駅前の福隆街および周辺台二線上に密
集。旧草嶺隧道北口にも数軒のショップあり。

観光案内
◎	東北角・宜蘭海岸国家風景区管理処

新北市貢寮区福隆里興隆街36号			 02-2499-1115
	08:30-17:30			 www.necoast-nsa.gov.tw

福隆ビジターセンター
新北市貢寮区福隆里興隆街38号			 02-2499-1210
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福隆駅から龍門河濱公園キャンプサイト・龍門吊橋を経て
塩寮海濱公園へ。沿道には生態解説パネルがあって海の

生態を知ることができる。塩寮からさらに進むと海鮮のメッ
カ・澳底漁港も間近。

龍門キャンプサイト	•	カヌー基地・龍門吊橋
龍門吊橋は雙渓河をまたぎ、太平洋の大海原と河口の砂州風景が一度
に一望できる。龍門には施設の整ったキャンプサイトがあり、サイク
リングやバーベキューの愛好家に人気。また龍門には台湾初のカヌー
基地が設置されている。

	新北市貢寮区福隆里興隆街100号
02-2499-1791			 	08:00-17:00

塩寮海濱公園
福隆から延々3キロにわたる金色のビーチ。園の玄関では福建風の優
美な建物が出迎えてくれる。塩寮は下関条約により台湾が割譲された
あと、日本軍が最初に上陸した地点である。いまも高さ8.8メートル
の「抗日記念碑」がたち、東北角を代表する史跡となっている。

	新北市貢寮区研海街45号
02-2490-3991			 	09:00-18:00(海開き前までは08：30-17：30)

龍門塩寮自転車道

澳底海鮮街へ

4.5キロ

4.5
キロ

福隆駅 龍門キャンプサイト • 河濱公園 龍門吊橋 塩寮
海濱公園
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旧草嶺隧道
北部台湾最初の鉄道トンネルとして人々の記憶に残
り、台湾民謡「丟丟銅（ノンノントン）」に登場する
トンネルがこの旧草嶺自転車隧道である。隧道入口は
赤レンガ造りを残し、床には軌道の図案があしらわれ
ている。壁面には蒸気機関車の炭をモチーフにしたラ
ンプがともり、耳には機関車の走る音が響いてくる。

	08:30-17:00

三貂角灯台
台湾最東端に位置し、太平洋の海原を望む灯台。遠く
に見えるのは亀山島。白色の塔身に紺碧の海が映り、
エーゲ海の景観を髣髴とさせる。

	新北市貢寮区福連里馬崗街38号			 02-2499-1300
	09:00-16:00(月曜閉館)

福隆海水浴場
雙渓河の河口に位置し、内河・外海二つの海域がアー
チ型の橋によって結ばれている。カヌー・ウインドサ
ーフィン・サーフィンなどのウオターアクティビィテ
ィも盛んだ。

	新北市貢寮区福隆里興隆街40号
02-2499-2381			 	08:00-17:30

18.1キロ

1986年にいったん廃棄された古いトンネルを自転車道として再生させ
た。ノスタルジーが漂うトンネルを抜けると濱
海環状線と連結し、地質景観や東北角の風光を
満喫できるコースとなっている。旧

草
嶺
環
状
線
自
転
車
道

福隆駅

旧草嶺自
転車隧道

莱莱地質
区

三貂角灯
台

卯澳漁村

福隆駅

18.1
キロ
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参山	国 家 風 景 区

区内に獅頭山・八卦山
・梨山という三つの風景区
がある。獅頭山風景区の峨
眉湖環湖自転車道、八卦山
風景区の二水自転車道がお
薦め。前者は風光明媚な峨
眉湖畔を一周するコース。
後者は台湾鉄道集集支線に
沿って走るコース。機関車
と肩を並べて走るのも一興
だ。

自転車道ファイル
◎峨眉湖環湖自転車道

環湖自転車道➜細茅埔吊橋➜弥勒大仏 • 天恩弥勒仏院➜十二
寮観光農業区➜環湖自転車道  7キロ

◎二水自転車道
二水駅 • 老機関車展示場➜源泉駅➜林先生廟➜八堡圳水門 

 5.5キロ

公共交通機関
◎	獅頭山風景区から台湾鉄道or高速鉄道で新竹駅下車後、新竹客運バ

スで各スポットへ。獅山ビジターセンター前から「台湾好行－	獅
山南庄線」に乗り、南庄方面へ向かい、沿線の各スポットで下車。

◎	八卦山風景区へは台湾鉄道彰化駅or田中駅下車後、彰化客運バスに
乗り換え各スポットへ。

レンタサイクル
峨眉湖一帯の農場・茶園にはレンタサイクルサービスあり。二水付近
にレンタサイクルショップあり。

観光案内
◎	参山国家風景区管理処

台中市霧峰区中正路738号
04-2331-2678、フリーダイヤル：0800-012-118
	月曜-金曜08:30-17:30			 www.trimt-nsa.gov.tw

獅山ビジターセンター
新竹県峨眉郷七星村六寮60-8号			 03-580-9296

松柏嶺ビジターセンター
南投県名間郷名松路二段181号			 049-2580525
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參山国家風景区自転車道案内図

二水自転車道 / 5.5キロ
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湖面には波光きらめき、湖岸の稜線が映し出されている。
環湖自転車道は峨眉湖辺に沿って進む。峨眉湖の秀麗

な美景とと
もにシラサ
ギなどの水
鳥も観察で
きるほか、
初夏にはホ
タルも顔を
見せる。四
・五月には
アブラギリ
が満開とな
り、落花が
白雪のよう
に舞う。

細茅埔吊橋
湖畔自転車道を進むと、ダム湖にかかる細茅埔吊橋に出る。橋上から
は峨眉湖の風光が一望でき、遠くに獅頭山・五指山を望む。

弥勒大仏	•	天恩弥勒仏院
あらゆる角度から銅鋳の弥勒大仏が拝める。高さ72メートルは24階建
てのビルに相当する。鋳造時600トンの青銅を消費したという峨眉湖
の代表的ランドマークだ。

十二寮観光農業区		
西に大埔ダムおよび峨眉渓を望む、農村総合観光レジャー公園で、有
機作物を栽培している。湖水と山稜の美景のほか、野菜の収穫や当地
産コーヒーの試飲に挑戦できる。

	新竹県峨眉郷湖光村13鄰21号			 0928-211886・037-602708
	07:00-18:00(月曜定休；要予約)

峨眉湖環湖自転車道 7
キロ

台中へ

南
庄
へ

竹東へ

7キロ

環湖自転車道 細茅埔吊橋 弥勒大仏 • 天恩弥勒仏院
十二寮観光農業区 環湖自転車道
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田中・員林へ

集
集
緑
色
隧
道
へ

斗六へ

渓
州
へ

赤水へ

5.5キロ

集集支線にそって設置されている。沿線には
のんびりした田園風景が展開し、季節によ

ってはコスモスやヒマワリが満開となる。点々
とする古い農家の景観とも相まって一幅の洋画
のようである。「緑色隧道」と呼ばれる並木道
を抜けると集集に至る。

八堡圳水門	•	林先生廟
八堡圳は清代初期台湾最大の用水路網。濁水渓を水源
とし彰化平原を灌漑した。その範囲が彰化全県十三堡中
の八堡（集落）に及んだことからこの名がある。取水口に
は八堡圳建設に貢献のあった林氏を記念した廟がたつ。

二水駅	•	老機関車展示場
駅右側に「機関車陳列場」があり、二台の古い蒸気機
関車が展示されている。一つは日本製で、かつて高級
官僚の専用車だったという。もう一台はベルギー製で
俗に「五分仔」と呼ばれた台湾製糖のミニ機関車。

	彰化県二水郷光文路1号			 04-879-2027			
06:00-24:00

集集支線
集集線の機関車といっしょに肩を並べて走る醍醐味。
周辺の畑には野菜が実り四季の花が咲き乱れて、快適
なサイクリングが楽しめる。

二
水
自
転
車
道

二水駅 • 
老機関車

展示場

源泉駅

林先生廟

八堡圳 
水門

5.5
キロ
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日月潭	国 家 風 景 区

深緑の高山に囲まれた湖水。台湾本島の地理的中心に
位置し、碧に輝く真珠とも称されている。周辺に車埕・
九族文化村・水社大山・集集大山・明潭ダム・大観発電
所・水里渓といったスポットを擁し、湖水一周をはじめ
周辺に4本の自転車道が整備されている。月潭・頭社・向
山および中明の各道は環潭公路に沿って日月潭を一周し
ており、そのうち月潭・向山二本の自転車道は直接湖辺
に接して走る。
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自転車道ファイル
◎月潭自転車道

向山行政・ビジターセンター➜頭社壩➜月牙湾➜環潭一号
隧道口  4キロ

◎向山自転車道
水社中興駐車場➜明潭伝奇風物館➜水社壩➜永結同心橋➜向
山ビジターセンター  3キロ

公共交通機関
◎	台湾鉄道or高速鉄道

台中駅下車後台湾好
行—日月潭線（南投
客運バス）で日月潭
へ。

◎	台北バスターミナル
から国光客運バスで
日月潭へ。

◎	台中バスターミナル
から南投客運バスor
仁友客運バスで日月
潭へ。

レンタサイクル
向山ビジターセンター
や水社ビジターセンタ
ー周辺にレンタサイク
ルショップあり。

観光案内
◎	日月潭国家風景区管理処	-	向山行政・ビジターセンター

南投県魚池郷中山路599号
049-285-5668・049-234-1256
	09:00-17:00			 www.sunmoonlake.gov.tw

水社ビジターセンター
南投県魚池郷中山路163号
049-285-5489、フリーダイヤル：0800-855-595
	09:00-17:00	

日月潭国家風景区自転車道案内図

信義へ

魚池へ

月潭自転車道 / 4キロ
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向山行政センターを起点に、月潭南岸・頭社壩・月牙湾
を経て環潭一号隧道口へ。月潭南岸に沿って小道を進

むと沿線は生態豊か。途中、南に頭社盆地、北に青龍山脈を
望む。田畑やあぜ道が碁盤の目のように並び、陶淵明の水墨
画を髣髴とさせる。

月潭自転車道 4
キロ

玄光寺
1958年に日
本から戻され
た玄奘大師の
頂骨舍利を祀
っていた。い
まは玄奘寺に
移されている
が、水路交通
が便利なこと
から、玄光寺
はいまもなお
日月潭では人
気のスポット
だ。

	南 投 県 魚
池郷日月村中正路338号			 	05:00-21:00

向山行政・ビジターセンター
建築士團紀彦の設計による。日月潭の地景を一部に取り入れ、周辺の
風景と建物を見事に調和させた。円形の池のなかに木殼船および向山
珈琲館が新設されている。

日月潭ロープウエイ
日月潭と九族文化村を結ぶ日月潭ロープウエイは、台湾では初めて民
間業者が建造・経営している空中ゴンドラ。起点は九族文化村観山
楼、終点は在日月潭湖畔で、全長1.87キロ。所要時間約7分。空中か
ら俯瞰する日月潭はまさに絶景。

	九族文化村與日月潭湖畔(青年活動センター前、伊達邵そば)
049-285-0666			 	平日10:30-16:00、休日10:00-16:30

向山行政・ビジターセンター 頭社壩 月牙湾 環潭一号
隧道口

水里へ

4キロ
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水社ハーバー
日月潭三大ハーバーの
一つで、そばの水社街
には宿泊施設や食堂・
土産物店が立ち並ぶ。
クルーズ船の起点でも
ある。ハーバーそばの
木道の沿線には柳杉・
金狗毛蕨などが生い茂
る。

永結同心橋
向山自転車道上にある
二つの橋。一つは白色
の鋼鉄製、一つは木製
で、日月潭の風景に貴重なアクセントを添えている。
同心橋からレンタサイクルステーションまですぐ。

魚池へ

3キロ

沿線でもっとも美しいスポットは「永結」と
「同心」二つの橋だろう。いずれも造型が

異彩を放ち、とくに半月形の同心橋湖畔には美
しい湖岸の公園が広がる。車道は向山ビジター
センターを経由する。ぜひここで名物の恵蓀コ
ーヒーと茶葉蛋を注文して一息つきたい。ほか
に水社壩公園や日月潭伝奇風物館などの名所が
ある。

向
山
自
転
車
道

水社中興
駐車場

明潭伝奇
風物館

水社壩

永結同心
橋

向山ビジ
ターセン

ター

3
キロ
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西拉雅	国 家 風 景 区

西拉雅国家風景区自転車道案内図

虎頭埤風景区へ

嘉南平原東部に位置し範囲は広大。地形は変化に富
み、天然の滝などの景観がある。烏山頭・虎頭埤・曾文
・尖山埤など7つのダムのほか、マンゴー・龍眼・コー
ヒーといった豊かな農産と西拉雅（シラヤ）の文化が魅
力。ファンタジックでロマンチックな農村地帯だ。歴史
に触れるなら官田郷の烏山頭八田自転車道、自然に触れ
るなら白河郷の白河線自転車道が、家族連れにお薦め。
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自転車道ファイル
◎烏山頭八田自転車道

湖山派出所➜八田與一記念園➜赤山龍湖巌➜展望台➜嘉南大
圳出水口➜烏山頭ダム風景区  6キロ

◎白河線自転車道
蓮花公園➜蓮花情報館➜竹門緑色自転車道➜昇安緑色隧道➜

白荷陶坊➜水火同源  20キロ

公共交通機関
台湾鉄道新営駅下車、新営客運バスに乗り換え白河あるいは六甲へ
（烏山頭ダム）。

レンタサイクル
烏山頭風景区付近および白河自転車道沿線にレンタサイクルあり。

観光案内
◎	西拉雅国家風景区管理処

台南市白河区仙草里仙草1-1号
06-684-0337、フリーダイヤル：0800-580-762
	08:30-17:30
www.siraya-nsa.gov.tw

◎	嶺頂情報ステーション
関子嶺嶺頂公園大成殿
	09:00-17:00



22

烏山頭の
重要な

水利施設で
ある嘉南大
圳・烏山頭
ダムが見学
できる。沿
線に八田與
一記念園・
戀占亭展望
台・嘉南大
圳、そして
300年の歴
史を擁する
古刹・赤山龍湖巌がある。毎年9-10月には菱角の実の収穫を
迎える。ノスタルジックで知性に富んだ自転車道だ。

八田與一記念園
烏山頭ダムと嘉南大圳（用水）を設計した八田與一を記念した公園。
往時、八田與一らが住んだ烏山頭宿舍群を中心に四棟の和風建築・庭
園および二棟の倉庫をリニューアルしている。視聴覚展示室併設。

	台南県官田郷嘉南村68-2号			 06-698-2103
	火曜-日曜09：00-17：00(月曜休館)

赤山龍湖巌
烏山頭ダムの外側にあって、300年以上の歴史を擁する。六甲を代表
する古刹であり信仰の中心。龍湖巌は三面が湖水に囲まれ、小さな島
のように見え、「龍湖八景」と称される。

	台南市六甲区珊瑚路198巷1号			 06-698-2205

烏山頭ダム風景区
曾文渓支流の官田渓上流にあたる。上空から俯瞰すると、紺碧の水域
が入り組み複雑な形状をしていることから「珊瑚潭」とも呼ばれる。
周辺の自然生態は豊富で、風景区内に大壩石堤・親水公園・吊橋・天
潭といった施設がある。

	台南市官田区嘉南里68-2号			 06-698-2103

烏山頭八田自転車道 6
キロ

6キロ

湖山派出所 八田與一記念園 赤山龍湖巌 展望台 嘉南
大圳出水口 烏山頭ダム風景区
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蓮花公園	•	蓮花情報館
夏になると4ヘクタールの白河蓮花公園は蓮の花の海
となる。観蓮亭・木道・蓮花灯などの施設があるほ
か、蓮花情報館は蓮の花を主題とした台湾初の博物館
で、蓮郷の特色や文化・生態を紹介している。

	台南県白河鎮玉豊里22-10号			 06-685-2983

竹門緑色自転車道	•	昇安緑色隧道
竹門緑色自転車道は昇安緑色隧道と連結し、長さ数キ
ロのさわやかな並木道となっている。とくに夏の日の
明け方や夕刻が美しい。涼風にはかすかに蓮の花の香
りがして、心地よいサイクリングが楽しめる。

水火同源
台南市白河区関子嶺風景区内に位置し、又の名を水火
洞という。特殊な地質構造によって壁面から天然ガス
が噴出している。点火すると、壁面を縫って流れる泉
水と併せて特殊な景観を呈することから、台南市八景
の一つに選定されている。

20キロ

白河の蓮は名高く、夏季（6-8月）になる
と、花見に大勢のツーリストが到来する。

手軽に蓮の花の美景が楽しめるよう、多くのサ
イクリングコースが用意されている。蓮花公園
から竹門緑色自転車道・昇安緑色隧道・白荷陶
坊・水火同源といったスポットを巡るコースを
辿れば、蓮郷および周辺の有名スポットが一巡
できる。

白
河
線
自
転
車
道

蓮花公園

蓮花情報
館

竹門緑色
自転車道

昇安緑色
隧道

白荷陶坊

水火同源

20
キロ
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雲嘉南濱海
国 家 風 景 区

雲林県・嘉義県・台南市にまたがる風景区内には、豊
かな史跡や生態を擁する。砂州・砂丘・潟湖・河口・湿
地・マングローブと多彩な地形や植生にシオマネキやト
ビハゼといった小動物の生態が観察できる。希少種の渡
り鳥・クロツラヘラサギは毎年当地に飛来する。当区は
また台湾塩業文化のメッカともいわれ、北門の井仔脚瓦
盤塩田、七股の塩山などの産業史跡がある。鰲鼓湿地自
転車道や北門自転車道はこうした湿地の生態や塩田の歴
史を学ぶのに最適のコースだ。

自転車道ファイル
◎鰲鼓湿地自転車道（東石農場環園自転車道）

東石自然生態展示館➜環湿地自転車道  14.3キロ
◎北門自転車道

北門ビジターセンター➜台湾烏脚病医療記念園➜銭来也雑
貨店➜北門老街➜塩池景観区➜塩灘湿地➜北門塩田保護区➜

井仔脚瓦盤塩田  2.4キロ

公共交通機関
◎	高速鉄道or台湾鉄道嘉義駅下車後、朴子行きの嘉義客運バスに乗り

換え、朴子で下車。海埔地方面に乗り換えて鰲鼓湿地森林園へ。
◎	高速鉄道嘉義駅から台湾好行バス「塩郷濱海線」で北門ビジターセ

ンターへ。
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仁德へ
岡山へ

路竹へ

北港へ

台西へ
雲嘉南濱海国家風景区自転車道案内図

鰲鼓湿地自転車道 / 14.3キロ

レンタサイクル
鰲鼓湿地自転車道に四股社区発展協会提供のレンタルサービスあり。
北門自転車道のレンタサイクルは雲嘉南濱海国家風景区管理処向かい
の銭来也雑貨店。

観光案内
◎	雲嘉南濱海国家風景区管理処

台南市北門区北門里旧埕119号			 06-786-1000
ホットライン：06-786-0000			 	08:30-17:30

www.swcoast-nsa.gov.tw

北門ビジターセンター
台南市北門区北門里200号			 06-786-1017			 	09:00-17:30

布袋ビジターセンター
嘉義県布袋鎮順安路61号			 05-3470051			 	09:00-17:30
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鰲鼓湿地
は北港

渓・六脚と
いう二つの
河川が生ん
だ。農地・
養魚池・廃
耕地・木麻
黄林が動植
物に好まし
い環境を与
え、200種
の鳥類が確
認されてい
る。園内には900メートルの木道、1キロの遊歩道、8か所の
展望台、6つのバードウォッチング迷彩テラス、5つのバード
ウォッチングフェンスが設置されている。湿地と渡り鳥の観
察には最適のスポットだ。

鰲鼓湿地
もとは台湾製糖の鰲鼓農場所在地だったが「鰲鼓湿地森林園」として
再生。園の面積は1470ヘクタール。トビ・コアジサシ・クロツラヘラ
サギといった珍種も含め園内で52科243種の鳥類が発見されている。
東アジアにおける渡り鳥の重要な中継点になっており、台湾西南沿海
を代表するバードウォッチングの名所である。近くには港口宮・東石
漁港といったスポットがあり、観光資源は豊富。廃校となった校舍を
再利用して、東石自然生態展示館が発足している。	

	嘉義県東石郷鰲鼓村四股54号			 05-360-1801

鰲鼓湿地自転車道
（東石農場環園自転車道）
東石自然生態展示館 環湿地自転車道

14.3
キロ

14.3キロ
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台湾烏脚病医療記念園
烏脚病はかつて台湾西南沿海に流行した抹消血管がふ
さがるという奇病。記念館は「烏脚病之父」といわれ
る王金河医師が寄贈した診療所跡で、台湾初の医療文
物館である。現在当時の医療道具や患者の資料が収蔵
・陳列されている。

	台南市北門区永隆里27号			 06-786-2012
	水曜-日曜09:00-17:00(月曜・火曜休館)

井仔脚瓦盤塩田
北門塩場の嚆矢となった塩田で、現存する最古の瓦盤
塩田跡である。190年以上の歴史をもち、瓦盤塩田は
現在、モザイクのように美しい模様を形作っている。
当地で伝統の塩作りや収穫を体験できる。親子連れで
楽しめるスポット。

北門ビジターセンター	
北門塩工場の西南側倉庫を改装し再生させた。館内に
は二つの展示エリアがある。洪通のアートウオールと
マッコウクジラの標本は一見の価値あり。

2.4キロ

台南北門のスポットを結ぶコース。北門ビジ
ターセンター前を出発し北門老街・中洲塩

田・井仔脚塩田・北門潟湖を経由する。北門市
街地から井仔脚まで、塩の里・漁村の暮らしぶ
りに触れられる。間近に北門の湿地に接するこ
とができ、生態観察にも適す。

北
門
自
転
車
道

北門ビジ
ターセン

ター

台湾烏脚
病医療記

念園

銭来也雑
貨店

北門老街

塩池景観
区

塩灘湿地

北門塩田
保護区

井仔脚瓦
盤塩田

2.4
キロ
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茂林	国 家 風 景 区

茂林国家風景区自転車道案内図

安坡観光自転車道 / 12キロ 

阿里山・玉山および中央山脈を擁し南北に細長いエ
リアに荖濃渓・濁口渓・隘寮渓が貫流している。紫蝶・
峡谷・原住民の風俗といった自然景観や多彩な文化が特
色。安坡観光自転車道は、全行程に距離付き道標や休憩
所が設置され、ゲートには原住民のシンボルが彫刻され
ている。南部台湾の山間部では最初の自転車道。



29

自転車道ファイル
安坡観光自転車道
賽嘉楽園➜口社➜馬児➜安坡➜青山➜185県道  12キロ

公共交通機関
◎	台湾鉄道屏東駅から屏東客運バスに乗り換え関福・高樹経由広福橋

前下車。
◎	乘高速鉄道左営駅から台湾鉄道に乗り換え屏東駅へ。屏東客運バス

に乗り換え関福・高樹経由広福橋前下車。賽嘉楽園方向へ徒歩約15
分。

レンタサイクル
三地門郷にはレンタサイクルがないので、各自自転車持参のこと。

観光案内
◎	茂林国家風景区管理処

屏東県三地門郷賽嘉村賽嘉巷	120	号
08-799-2221

フリーダイヤル：0800-600-766
	08:30-17:30
www.maolin-nsa.gov.tw

瑪家ビジターセンター
屏東県瑪家郷涼山村1鄰涼山14-20号
08-799-1663
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口社村
莎卡蘭渓沿いの口社村はパイワン族の部落。旧名は莎
卡蘭。口社村入口の石板東屋には、二人の狩人・猟犬
・頭目の彫像があり、先住民パイワン建村の意義を示
している。

馬児村
馬児村は日本語に由来するという。村に入るとすぐ乗
馬する原住民勇士の彫像が目に入る。楓林大道を進む
と各辻に民族のシンボルがたつのに出会う。

12キロ

馬児村から安坡村にかけて、詩情豊かな楓樹
林道が続き、パイン畑・パパイア園が点在

する。沿線は上り坂・下り坂を含み多彩。全行
程に距離付き道標や休息所が設置され、ゲート
には原住民のシンボルが彫刻されている。安

坡
観
光
自
転
車
道

賽嘉楽園

口社

馬児

安坡

青山

185県道

12
キロ
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安坡村
水清く風光明媚。渓流の石は長年の浸食により複雑な形状を呈してお
り、巨石は「大水沖」と呼ばれる。馬児村から安坡村にかけては、詩
情豊かな楓樹林道が続き、パイン畑やパパイア園が点在する。

青山村
青山村には「海神宮」と呼ばれるバーベキューサイトがある。長期に
わたる浸食で奇岩・峡谷・障壁・淀みが形成され、あたかも神話のな
かの海神宮殿を髣髴とさせるからである。上流にはさらに海神滝・文
莉滝などが待つ。
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自転車道ファイル
環湾自転車道
大鵬湾ビジターセンター➜大鵬湾国際レジャー特区➜大潭湿
地➜共用取水池➜右岸湿地➜崎峰湿地➜濱湾公園➜牡蠣殻島➜
青洲濱海遊憩区➜鵬湾跨海大橋➜マングローブ生態公園➜三孔
橋➜大鵬湾ビジターセンター  11.6キロ

公共交通機関
◎	台湾鉄道高雄駅下車、墾丁・東港行きの中南・屏東・高雄・国光客

運バスに乗り換え。
◎	高速鉄道高雄左営駅前から東港経由墾丁行きの中南・屏東・高雄・

国光客運バスあるいは「台湾好行-墾丁快線」で大鵬湾へ。
◎	台北バスターミナルから東港行きの国光客運バス。

大鵬湾	国 家 風 景 区

風景区の範囲には大鵬湾海岸潟湖区と琉球風景特定区
を含む。大鵬湾には林辺渓および東港渓を通じて泥砂が
入り込み、海流・季節風が砂州を形成した。現在台湾最
大の単口嚢状潟湖である。風景区には青洲濱海遊憩区・
大鵬湾国際レジャー特区などのスポットがある。環湾自
転車道からは大鵬湾を一望でき、一周する過程で潟湖・
湿地・マングローブ・カキ養殖の様子が観察できる。
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大鵬湾国家風景区自転車道案内図

佳冬へ

竹田・鱗洛へ

レンタサイクル
大鵬湾国際レジャー特区の環湾単車館でレンタサイクルのほか補修・
道路救援・自転車用部品・観光案内などのサービスあり。

観光案内
大鵬湾国家風景区管理処/ビジターセンター

屏東県東港鎮大鵬里大潭路	169	号			 08-833-8100
	月曜-金曜08:30-18:00			 www.dbnsa.gov.tw
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沿線では潟湖の景観、漁村の風情、自然景
観、海辺の夕景などが楽しめる。港湾大道

・嘉蓮社区・夕陽堤防・マングローブ・漁村・
湿地などを巡るおよそ2時間のコースで、大鵬
湾の風情とともに人々の暮らしぶりが伝わる。

大鵬湾ビジターセンター
ビジターセンターの建物は小潟湖の水面上に屹立して
いる格好だ。ツーリストはここで舟を漕いだり、マン
グローブのシオマネキやトビハゼを観察したりでき
る。湖上のカフェでは美食とともに大鵬湾の風光を満
喫したい。	

屏東県東港鎮大鵬里大潭路	168	号
08-833-8100
	月曜-金曜08:30-18:00
www.dbnsa.gov.tw

大鵬湾国際レジャー特区
台湾初の合法の軽飛行機クラブがあり、ツーリストも
飛行体験ができる。軍事地下道の探索のほか、クルー
ジング・カヌー・サーフィンなど各種ウオータースポ
ーツに挑戦できる。

	屏東県東港鎮大鵬路53号
08-833-9111・08-835-1788
www.thepenbay.com.tw

環
湾
自
転
車
道

大鵬湾ビ
ジターセ

ンター

大鵬湾国
際レジャ
ー特区

大潭湿地

共用取水
池

右岸湿地

崎峰湿地

濱湾公園

牡蠣殻島

青洲濱海
遊憩区

鵬湾跨海
大橋

マングロ
ーブ生態

公園

三孔橋

大鵬湾ビ
ジターセ
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11.6
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11.6キロ
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牡蠣殻島
数十年養殖してきた牡蠣殻により形成された大鵬湾カキ養殖の証人。
小島は満潮時には水沒するが、退潮時に露出し、水面に浮かんでい
る。船で上陸すれば海鮮が味わえる。

鵬湾跨海大橋
台湾で初めて帆船が出入りできるよう設計されたオープン式景観橋。
全長579メートル、幅30メートル。単塔・単面の非対称複合式斜張橋
で、橋面は2分で75度の仰角に開く。土曜・日曜の午後5時に開橋シー
ンがみられる。

人工湿地公園
大潭湿地・鵬村農場湿地・林辺大排右岸湿地・林辺大排左岸湿地・崎
峰湿地・マングローブ生態公園を含む。これらの湿地群は周辺の養殖
池の排水により形成されたため、台湾では少数の塩水の人工湿地とい
える。ヒルギダマシなどの水生植物が繁茂しているほか、絶滅が危惧
されているヤエヤマヒルギ・オオバヒルギ・ヒルギモドキなどの保護
が図られている。
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花東縦谷
国 家 風 景 区

花東縦谷国家風景区自転車道案内図
銅門へ

知本へ

花蓮から台東へ、南北に長く続く谷間の平原地帯。田
園の美景とともに、峡谷・滝・温泉・急流・河岸段丘な
ど多彩な地形が展開する。先史遺跡・原住民文化・開墾
史跡などの文化財も豊か。縦谷一帯では多くの自転車道
が整備されている。
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自転車道ファイル
◎瑞穂自転車道

瑞穂駅➜瑞北サイクリングステーション➜馬蘭鈎渓橋➜富
源駅  9.7キロ

◎池上大坡池自転車道
池上駅➜池上飯包博物館➜大坡池➜錦園田辺クラブ➜大観亭
➜浮圳大水車➜大坡池➜池上駅  8キロ

◎玉富自転車道
玉里駅➜玉里大橋➜安通サイクリングステーション➜安通
温泉区➜東里旧駅  9.5キロ

◎鯉魚潭環潭自転車道
鯉魚潭ビジターセンター➜潭北親水公園➜鯉魚潭休憩点➜
鯉魚山歩道口➜潭南観音亭➜西岸休憩区ハーバー➜水産実
験所  5.2キロ

◎関山環鎮自転車道
関山駅➜関山自転車道起点➜関山大圳➜縦観日月亭➜親水公
園南口➜親水公園メインゲート  13キロ

◎龍田自転車道
鹿野駅➜龍田小学校➜ブヌン部落農場  5.2キロ

公共交通機関
◎	台湾鉄道花蓮駅前から「台湾好行－太魯閣線」に乗り、沿線の各ス

ポットで下車。
◎	花蓮あるいは台東から寿豊・鳳林・光復・富源・瑞穂・玉里・富里

・池上・関山・鹿野を経由する花蓮・台東行き花蓮客運バスあるい
は鼎東客運バスで、沿線各スポット下車。

レンタサイクル
1.	 	瑞穂駅前・鯉魚潭ビジターセンターそばにレンタサイクルショッ

プあり。
2.	 	池上駅から徒歩約10分の中山路上にレンタサイクルショップあり。
3.	 	民宿・ホテルおよび萬安社区の稻米原郷館でレンタル可。
4.	 	玉里駅左側の紐澳華ビジターセンターおよび付近にレンタルショ

ップあり。
5.	 	関山駅出口北側の旧駅および関山自転車道入口にレンタサイクル

ショップあり。
6.	 	鹿野的光栄路・永楽路上にレンタサイクルショップあり。

観光案内
花東縦谷国家風景区管理処

花蓮県瑞穂郷鶴岡村17鄰興鶴路二段168号
03-887-5306、フリーダイヤル：0800-000-115
	08:30-17:30			 www.erv-nsa.gov.tw

鯉魚潭管理ステーション・ビジターセンター
花蓮県寿豊郷池南村環潭北路100号			 03-864-1691

羅山管理ステーション・ビジターセンター
花蓮県富里郷羅山村9鄰39号			 03-8821725	

大坡池ビジターセンター
台東県池上郷忠義路1号			 089-862-041

鹿野管理ステーション・ビジターセンター
台東県鹿野郷永安村高台路46号			 089-551-637
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車道沿線は山あり河ありの美景が続き温泉・牧場・茶園な
どが点

在する。車
道の主線は
鉄道跡を改
装・整備し
たもので、
10-12キロ
の支線と連
結 し て い
る。瑞穂駅
を出発し、
林蔭大道・
樟林大道を
経由する。
伝統の煙草
工房の建築
・渓流・瑞
穂牧場・温
泉といったスポットを巡る。

瑞北サイクリングステーション
東部鉄道の瑞穂区間が、高架になったことから、原有の軌道が瑞穂自
転車道に生まれ変わった。もとの瑞北駅は現在、瑞北サイクリングス
テーションとして、ツーリストに休息
・補給のスペースを提供している。

馬蘭鈎渓橋
馬蘭鈎渓橋において、瑞穂地区と富源
胡蝶谷が連結する。沿線にはサクラが
植えられており、花見に訪れる人も多
い。

瑞穂自転車道
主線： 瑞穂駅 瑞北サイクリングステーション 馬蘭鈎渓橋

富源駅
支線： 瑞穂駅 林蔭大道 煙草工房 樟林大道—紅葉渓河

堤 瑞穂牧場 瑞穂駅

主線 9.7
キロ    支線 11.3キロ
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大坡池
断層下の断層池で、動植物
の生態が豊富。環湖歩道と
自転車道が設置されてい
て、生態観察・バードウォ
ッチング・釣り・ハイキン
グなどのアクティビティが
可能。

浮圳大水車
大小の水車が活躍してい
る。休耕時には、まるで観
覧車。装飾用にみえるが、
農耕時や大雨のときは、元
気に回り出す。水車・用水
・田畑が一幅の美景をつく
っている。

伯朗大道
萬新道路は田園を縫うよう
に走る小道。天気がいい
と、南部横断道路の入口が
みえる。「天国之路」と称
えられた美景で、ブラウン
コーヒーのコマーシャルに
登場したこともある。

上質の池上米と池上弁当で名高い。また平面
繭の発明でも知られ、絹糸も池上名産の一

つになっている。大坡池が地域のシンボルで、
池を周回する池上大坡池自転車道が設置されて
いる。沿線は静かな田園風景である。池

上
大
坡
池
自
転
車
道

主線
池上駅

池上飯包
博物館

大坡池

錦園田辺
クラブ

大観亭

浮圳大水
車

大坡池

池上駅

8
キロ

萬安支線
錦園田辺

クラブ

萬安公園

萬新道路
(伯朗大

道)

大観亭

2.9
キロ

萬新支線
大水車

池上大橋

池上圳水
利公園

池上生態
漁場

池上牧野
リゾート

村

客家文化
園

池上農協
観光精米

工場

池上駅

6.5
キロ
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鉄道跡を修築した玉富自転車道、軌道のうえを走るという
意外性やスリルが受けて人気のコースとなっている。玉

里の田園美景も美しく、安通温泉では湯浴みもできる。

玉里大橋
秀姑巒渓を超えて玉里から東里に至る自転車道。鉄道跡をリニューア
ルした直線の快適なコースで、おもわずスピードが出てしまう。左手
には台9線の玉里大橋、蛇行する秀姑巒渓と中央山脈、そして玉里市
内の風景がよくマッチしている。

玉里赤科山の金針花
金針花（ユリ）の季節は8-9月。あたり一面の花畑となるほか、平屋
建ての屋根にもオレンジの花が咲いていて、まさに花景色。

安通温泉
1930年に警察の保養所としてスタート。大戦後は、民間業者が安通温
泉大旅社として経営を続け、現在は多くの業者が進駐し人気の温泉郷
となっている。

玉富自転車道 9.5
キロ

9.5キロ

玉里駅 玉里大橋 安通サイクリングステーション 安通
温泉区 東里旧駅
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潭北親水公園
「水」をテーマにした親水公園。広々とした緑地に多
様な施設と15のオブジェが建つ。芸術作品に触れなが
らピクニックが楽しめる。

西岸休憩区ハーバー
汚水処理と生態保護を兼ねた人造の湿地で、生態シス
テムの観察にも絶好のスポット。食事とクルーズが楽
しめ、ハーバー南側には三層の展望台が建つ。

水産実験所
多くの原生魚種および熱帯魚・淡水魚を蒐集・保護・
飼育している。湖沼の生態を観察したあとは、二階の
デッキから鯉魚潭を一望しよう。

	花蓮県寿豊郷池南村池南路一段27号
03-864-1514			 	09:00-17:00

鯉魚潭自転車道案内図

鯉魚潭ステーション・ビジターセンター

潭北親水公園

鯉魚潭休憩点

鯉魚山歩道口

水岸休憩区ハーバー

水産実験所

鯉魚潭

9
丙

9
丙

文蘭小学校
寿豊へ

↑

Start

End

5.2キロ

環潭自転車道は両潭自転車道を経て七星潭に
至る。花蓮市内と郊外の行楽地は自転車

道網で結ばれており、自在に行程が組める。約
30分で湖水を一周できる。4-6月はホタルが出
て、小さな灯籠が山野を飛び交うようである。

鯉
魚
潭
環
潭
自
転
車
道

鯉魚潭ビ
ジターセ

ンター

潭北親水
公園

鯉魚潭休
憩点

鯉魚山歩
道口

潭南 
観音亭

西岸休憩
区ハーバ

ー

水産実験
所

5.2
キロ
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環鎮自転
車 道

は青山碧渓
に沿って進
む。紅石渓
畔には見渡
す限り田畑
が広がり、
関山用水路
に沿って林
間のなかを
進む。崁頂
渓・卑南渓
を経て下り
坂をおりる
と親水公園に至る。余力があれば関山市内に入って美食にチ
ャレンジしよう。

関山農協観光センター
精米工場と穀倉を観光センターに改装。「米国学校」および「関山
米」をテーマに、米について説明を受け、精米工場を参観したあと、
お弁当作りや精米過程も体験できる。

	台東県関山鎮昌林路24-1号			 089-814-903			 	08:00-17:00

親水公園
台湾初の環境保護親水公園。一周約30分のコース。動態親水エリアで
は水に親しむ施設がある。静態親水エリアには人工の展望台・バード
ウォッチングハウス・人工湖・生態島が環境保護教育のためにしつら
えられている。

関山分局警察史跡文物館
台湾で初めて観光スポットになった警察署。1932年創建の和風建築
で、この間の約2000件に及ぶ文物を保存陳列している。御賜のサーベ
ル・防火衣・巡邏用のランプなど、昭和の警察の貴重な資料である。

關山環鎮自転車道 13
キロ

13キロ

関山駅 関山自転車道起点 関山大圳 縦観日月亭 親水
公園南口 親水公園メインゲート
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鹿野高台
飛行場は高台観光茶園南方に位置し、海拔368メート
ル、落差150メートル、見晴絶景。四季を通じて天候
・気流ともに良好なことから、パラグライダーおよび
熱気球の基地となっている。二つの飛行台の間には展
望台もある。

龍田村
かつての日本人移民村。碁盤の目のような住宅街と農
地が往時の面影を偲ばせる。モモタマナの葉が鬱蒼と
した影をつくり、多くのチョウチョウが繁殖してい
る。3-10月には多彩な花が咲き乱れとくに美しい。

鹿野茶
鹿野郷は気候温暖で排水良好なことから茶樹の生長に
適し、400ヘクタールに及ぶ茶畑が展開する。春茶と
冬茶が中心で、烏龍茶系の品種が多い。東部を代表す
る茶どころで、茶荘や販売展示センターも少なくな
い。

鹿野を出発し、光栄路にそって進み龍田小学
校前を通過し、長い上り坂を進むと鹿野高

台に至る。美しい棚田を一望したら、永安社区
・緑色隧道まで気持ちのいい下り坂が続く。緑
色隧道北端から龍田村に戻って特産の美食に挑
戦したい。

龍
田
自
転
車
道
主線

鹿野駅

龍田小学
校

ブヌン部
落農場

5.2
キロ

支線
龍田村

鹿野管理
ステーシ

ョン・ビジ
ターセン

ター

鹿野高台

武陵緑色
隧道

15
キロ
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東部海岸
国 家 風 景 区

山脈と大海に囲まれた
細長い地域で、北回帰線を
介して熱帯と亞熱帯にまた
がり、自然と生態に恵まれ
る。ホエールウォッチング
・ダイビング・バードウォ
ッチング・ラフティングな
ど多彩なアクティビティが
可能だ。ペダルを踏んで東
海岸台11線濱海公路を進む
石門長濱を経て三仙台自転車道に至ると見渡す限りの地
平線が一望できる。泰源幽谷の田園風景や特殊な地形も
心が癒される。

自転車道ファイル
◎石門長濱自転車道

石門遊憩区➜石梯漁港➜石梯坪遊憩区➜月洞遊憩区➜大港口
部落➜静浦北回帰線碑➜八仙洞遊憩区➜長濱  27キロ

◎三仙台自転車道
台11線109.8K地点➜白守蓮河濱公園➜三仙台遊憩区➜成功
濱海公園➜成功漁港(新港ボートハーバー)➜小丑魚主題館➜

成功鎮中山路  9.7キロ
◎泰源幽谷自転車道

東河社区➜東河橋➜小馬隧道➜登仙橋➜泰源幽谷➜泰源社区 
 12キロ

公共交通機関
台湾鉄道花東線台東駅から、三仙台方面行きの「台湾好行－東部海岸
線」に乗り、沿線の各スポットで下車。

レンタサイクル
三仙台ビジターセンターそばにレンタサイクルあり。

観光案内
東部海岸国家風景区管理処/都歴ビジターセンター

台東県成功鎮信義里新村路25号
089-841-520			 	08:30-17:30
www.eastcoast-nsa.gov.tw

花蓮ビジターセンター
花蓮県寿豊郷塩寮村大坑路5号			 03-867-1326
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東部海岸国家風景区自転車道案内図

知本へ

花蓮港へ

石梯坪キャンプサイトサービスステーション
花蓮県豊濱郷港口村石梯坪52号			 03-878-1452

八仙洞ビジターセンター
台東県長濱郷三間村水母丁1-4号			 089-881-418

三仙台ビジターセンター
台東県成功鎮三仙里基翬路74号			 089-854-097
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27キロ

台1 1 線
濱 海

公路に沿っ
て改修され
た石門長濱
自転車道か
らは、ダイ
アのように
輝く大海原
が一望でき
る。クルー
ジング気分
のサイクリ
ングだ。

石梯坪遊憩区
長期にわたって海潮の侵蝕を受け、海蝕溝・海蝕崖・壷穴などの景観
が形成された。1キロに達する海蝕平台は希少。

静浦北回帰線碑
灯台は北回帰線上にたつ。夏至には白色の塔身に沿って日が昇り、日
が沈む。その日のために目印がつけられている。

八仙洞遊憩区
数万年にわたる地殼変動および潮水の侵蝕によって10数個の海蝕洞穴
が形成された。洞穴間は木道で結ばれている。1970年代には先史文化
遺跡が発見され、「長濱文化」として国家一級史跡に指定された。

石門長浜自転車道
石門遊憩区 石梯漁港 石梯坪遊憩区 月洞遊憩区 大港
口部落 静浦北回帰線碑 八仙洞遊憩区 長濱

27
キロ
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三仙台遊憩区
島を形成した珊瑚礁は
八拱橋・木道によって
陸と結ばれている。植
物・地質ともに豊富。
灯台にのぼると360度
の眺望が楽しめる。

成功漁港
付近の海域で黒潮と親
潮が出合うことから水
産資源が豊富で東海岸
を代表する漁港となっ
ている。一回三時間の
ホエールウォッチング
の船が出ている。

	台東県成功鎮港辺路1-5号

9.7キロ

北から原住民アミ居住の白守蓮社区および河
濱公園、さらに三仙台・新港ボートハーバ

ーと沿線には著名スポットが続き、海洋生態や
珊瑚礁の観察に最適な自転車道だ。

三
仙
台
自
転
車
道
台11線

109.8K地点

白守蓮河
濱公園

三仙台遊
憩区

成功濱海
公園

成功漁港
(新港ボート

ハーバー)

小丑魚主
題館

成功鎮中
山路

9.7
キロ
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泰源幽谷
自転車

道の起点は
東河部落。
部落周遊ツ
アーに参加
し独特の料
理にチャレ
ン ジ し よ
う。馬武窟
渓に沿って
進むと、美
景の東河橋
風景区、台
湾サルが群
れる登仙橋を経て、泰源幽谷に至る。泰源老街では懐かしい
美食が待つ。

東河橋
東河橋は成功鎮と東河郷が接する馬武窟渓河口に位置し、東河新・旧
二つの橋がかかっている。うっそうとした緑に覆われた泰源幽谷は山
水画のような美しさ。東河橋下の馬武窟渓は竹筏による川下りにチャ
レンジできる。

登仙橋
東河橋そば登仙橋の地質は火山岩・堆積岩・深海碎屑岩・泥岩層から
なる。そそりたつ岩壁は原生林におおわれ、サルたちの天国になって
いる。樹林から顔をのぞかせる姿は愛らしい。

泰源幽谷
東河橋から東富公路に沿って海岸山脈に分け入ると、東河村をすぎて
まもなく桃源郷と名高い「泰源幽谷」に出会う。断崖がそそり立ち、
河川の浸食により形成された絶景には思わず息をのむ。

泰源幽谷自転車道
東河社区 東河橋 小馬隧道 登仙橋 泰源幽谷 泰源
社区

12
キロ

泰源幽谷自転車道案内図

都蘭へ

成功へ

12キロ
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阿里山	国 家 風 景 区

阿里山国家風景区自転車道案内図

白河へ 曾文ダムへ

新
港
へ

古坑へ 竹山へ

塔
塔
加
へ

嘉義県の阿里
山家風景区は番
路・竹崎・梅山
・阿里山という
四つの町村にま
たがる。雲海・
ご来迎・夕霞な
どの美景で名高
い。滝・サクラ・竹林の景観が愛でられ、避暑地として
人気がある。森林鉄道・巨木群木道・杉林・先住民ツォ
ウの文化が阿里山の美に彩りを添えている。

自転車道ファイル
台18線ロードレース道
觸口ビジターセンター➜石桌➜阿里山森林遊楽区  約 55.2
キロ
備考：台18線ロードレース道はチャレンジクラス。

公共交通機関
高速鉄道嘉義駅前からBRTバスで台湾鉄道嘉義駅へ。「台湾好行－	阿
里山線-B線」に乗り換え、沿線の各スポットで下車。

観光案内
◎	阿里山国家風景区管理処

嘉義県番路郷觸口村觸口3-16号		 05-259-3900
	08:30-17:00		 www.ali-nsa.net
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澎湖	国 家 風 景 区

澎湖国家風景区自転車道案内図

澎湖群島は台湾海峡の真ん中に浮かぶ大小百以上の
島からなる。海岸線の長さは320キロ、豊かな海洋生態
資源を擁する一方、悠久の歴史をもつ旧家・寺廟など史
跡も少なくない。勇壮な玄武岩奇景や多彩な海底景観・
清潔なビーチ・紺碧の海原など魅力は尽きず、多くのサ
イクリングコースが完備している。旧市街を一巡する馬
公市自転車道、美しい龍門ビーチを通る湖西自転車道な
ど、澎湖の自然と史跡を巡るには最良のコースだ。
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自転車道ファイル
◎馬公市自転車道

南海ビジターセンター➜馬公漁市場➜馬公文石書院(孔子
廟)➜澎湖生活博物館➜澎湖海洋地質公園センター➜観音亭
➜順承門➜天后宮➜中央老街➜警察文物館(サイクリングス
テーション)➜漁人ハーバー➜澎湖之星  8キロ

◎湖西自転車道
隘門ビーチ • 林投公園➜龍門派出所(サイクリングステーシ
ョン)➜龍門漁港➜裡正角日本軍上陸記念碑➜龍門後湾ビー
チ➜湖西菓葉灰窯➜菓葉観日楼➜奎壁山地質公園➜南寮旧家
群➜湖西生態公園➜林投公園  15キロ

公共交通機関
◎	台北松山・高雄・台中・嘉義・台南・金門の各空港から澎湖馬公行

きの航路あり。
◎高雄港から台華フェリー。

レンタサイクル
一部ホテルおよび民宿において宿泊客用にサービスあり、馬公空港に
は無料レンタルサービスがあるが要当日返却。

観光案内
澎湖国家風景区管理処・ビジターセンター

澎湖県馬公市光華里171号
06-921-6445・06-921-6521ext250あるいは251			 	08:00-17:30
www.penghu-nsa.gov.tw
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南海ビジターセンターを出発し、終点は「澎湖之星」に戻
る、馬公市の史跡巡りの自転車道。媽宮城は馬公市でも

っとも早期に開発された一角。天后宮・中央老街・城隍廟・
観音亭・水仙宮など多くの歴史スポットが集まる。

観音亭
清代康熙3 5
年の創建。南
海観世音菩薩
を祀る澎湖最
古の仏教寺院
で県の史跡に
指定されてい
る。付近の海
域ではウイン
ドサーフィン
が盛ん。「西
嶼の夕景」は
澎 湖 八 景 の
一つと称され
る。

	澎湖県馬公市介寿路7号

中央老街
澎湖でもっとも歴史ある商店街。十数本の路地が入り組み、施公祠・
万軍井・水仙宮など、明代・清代の史跡が数多く点在する。

澎湖之星
澎湖漁協の直販センター。三億円を投じて建造された船型の建築は真
っ青な海によく映えている。夜になるとハーバーに明かりがともり美
しい。澎湖の新しいランドマークである。	

	馬公市漁隆路50号

馬公市自転車道 8
キロ

南海ビジターセンター 馬公漁市場 馬公文石書院(孔子
廟) 澎湖生活博物館 澎湖海洋地質公園センター 観音亭

順承門 天后宮 中央老街 警察文物館(サイクリング
ステーション) 漁人ハーバー 澎湖之星

澎
湖
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
へ

8キロ
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隘門ビーチ	•	林投公園
林投公園のビーチは尖山・林投・隘門という三つの村
落にまたがり、全長3000メートルに及ぶ、珊瑚や貝殻
からなる白砂の美しい砂浜である。

龍門後湾ビーチ
湖西郷東岸濱海遊憩区にあたる。珊瑚で形成された白
砂のビーチはきめ細かく、美しい湾状をなしている。
人工の施設は少なく、静かなひとときが過ごせよう。

菓葉観日楼
菓葉は湖西郷東側に位置する純朴な漁村だが、最近は
ご来迎の名所として、さらに「西嶼落霞」と称えられ
る景色でも有名。村の東北にあたる丘の上がもっとも
人気のスポット。真っ赤な太陽がまるで水中から弾け
るように出現する様は荘厳でもある。

馬
公
市
区
へ

15キロ

林投公園を出発して一周する。沿線には龍門
漁港・龍門ビーチ・奎壁山地質公園・南寮

旧家群・湖西生態公園が展開し、広々としたビ
ーチや純朴な漁村の風景が楽しめる。昨今はご
来迎の名所となっている。

湖
西
自
転
車
道

隘門ビーチ • 
林投公園

龍門派出所
(サイクリング
ステーション)

龍門漁港

裡正角日本
軍上陸記念

碑

龍門後湾ビー
チ

湖西菓葉灰
窯

菓葉観日楼

奎壁山地質
公園

南寮旧家群

湖西生態公
園

林投公園

15
キロ



旅行情報
気候
台湾は四季を通じて暖かく、年
平均気温は22℃で、気候は熱帯
および亜熱帯にまたがる。夏季
平均気温は29-33℃、冬季は12-
20℃。3-5月は多雨で、6-9月に
はときに台風に出あう。春と冬
は温度の変化が大きく、夏と秋
は気温差が小さい。四季通じて
旅行に適す。

貨幣
台湾で使用している貨幣はNT$
（ニュー台湾ドル）。紙幣は
2000元・1000元・500元および
100元、硬貨は50元・10元・5元
および1元がある。1米ドルがだ
いたい30-31元である。（レート
は銀行の公告を参考にしてくだ
さい）

税金・チップ
台湾の消費税は商品の売価に含
まれている。ホテルやレストラ
ンでは10％のサービス料を徴
収。一般にチップの習慣はな
い。

電圧
110ボルト。

電話
•	国内：
同一市内は市外局番不要。市外
は市外局番が必要。

•	国際：
台湾から日本へ：002＋81＋市
外局番（0は省略）＋相手の番号
日本から台湾へ：886＋市外局
番（0は省略）＋相手の番号

番号案内
火事・救急車・救難：119
警察：110
国際電話：100
英語による番号案内：106
外交部：02-2348-2999

交通部観光局ホットライン：	
02-2717-3737（08:00-19:00）
交通部観光局call	center：	
0800-011-765	（24時間）
外国人生活ホットライン：	
0800-024-111
英語タクシー：02-2799-7997

旅の案内
交通部観光局観光ネット：
taiwan.net.tw
外国人在台生活ネット：	
iff.immigration.gov.tw
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交通情報
▲国際交通
台湾には桃園・高雄に二つの国
際空港があり、30以上の航空会
社が世界60か国近い都市と結ん
でいる。海路では、基隆港・高
雄港・花蓮港がクルーズ船がよ
く停泊する国際港。
桃園国際空港ツーリストサービ
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
高雄国際空港ツーリストサービ
スセンター：
0800-252-550・07-805-7888

▲国内交通
•	国内航路
事前に航空会社or旅行社で予約
のこと。チェックイン時にはパ
スポート必携。
本島主要空港：
松山空港サービスセンター
02-8770-3460
台中清泉崗空港サービスセンター	
04-2615-5029
高雄空港サービスセンター
07-801-9206
花蓮空港サービスセンター	
03-821-0625
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台東空港サービスセンター		
089-362-476

•	台湾高速鉄道
台湾高速鉄道は最高時速300キ
ロで台湾西部主要都市を結んで
いる。高速鉄道の規定では自転
車はケースに入れ、各車両前
後部のバッゲージコーナーに置
き、長さ・幅・高さの合計が
220センチを超えてはならない
とされている。無料。
お問い合わせ：02-4066-3000
HP：www.thsrc.com.tw/tc

•	台湾鉄道
在来線は島内大小の都市を緊密
に結んでいる。列車等級は普通
車・復興号・莒光号・自強号に
分かれる。出発前14日前から電
話やネットを通じて座席の予約
ができる。週末や休日は込み合
うので予約が好ましい。自転車
の携帯はPP自強号など特定路線
・特定列車に限られているので
必ず問い合わせること。折り畳
み自転車は普通車では無料。
台湾鉄路局：02-2191-0096
フリーダイヤル：0800-765-888	
（24時間）
HP：www.railway.gov.tw

•	台湾観光バス
現在26種のツアーが用意され
ている。各ツアーとも一枚の切
符で全行程の交通機関・保険の
ほか添乗員およびガイド解説つ
き。毎日出発、固定行程。
台湾観光バスサイト：
www.taiwantourbus.com.tw

•	 	台湾好行スポットシャトル
バス

「台湾好行旅行サービス」は個

人旅行客のための公的バスサー
ビス。日月潭・阿里山・墾丁と
いった台湾を代表する遠方の名
所でも一人で安心して旅ができ
る。手ごろな価格で手軽に主要
スポットを巡るのに便利。
台湾好行バスサイト：
www.taiwantrip.com.tw

•	MRT（新交通システム）
台北市と高雄市の足は何と言っ
てもMRT（新交通システム）。
渋滞の心配がなく安全確実。バ
スへの乗り換えも便利。（MRT
駅構内および車内は喫煙・飲食
全面禁止）
台北MRT（新交通システム）：
www.trtc.com.tw
高雄MRT（新交通システム）：
www.krtco.com.tw

•	タクシー
台湾桃園国際空港から台北市内
までのタクシー料金はだいたい
NT$1300元。小港国際空港から
高雄市内までは約NT$350元。大
多数の都市に無線および流しの
タクシーがある。料金は各自治
体により異なるが、差は大きく
ない。長距離の場合、また地方
によってはメーターを使用せず
交渉制。

•	宿泊情報
多くの宿泊タイプがあるが、合
法的な施設を利用するようお薦
めする。未登記の施設や日割り
アパートタイプは利用しないこ
と。
関連情報：taiwan.net.tw	
（「宿泊指南」をクリック）

56



台湾自転車旅行
サイクリング自転車道ハンドブック
発行人 / 謝謂君
著(編)者 / 墨刻出版股份有限公司
制作 /墨刻出版編集部
出版発行 /	台湾政府交通部観光局
所在地 /	10694台北市忠孝東路4段290号9F
HP / taiwan.net.tw
観光ホットライン / 0800-011-765
tel /	(02)2349-1500

出版期日 / 2013年2月初版
定価 /	NT$50元
電子書バージョンウェブサイト/ library.tbroc.gov.tw/libecq/
mdl_bibliography/detail.aspx?no=A10008377

販売所
五南文化広場(物流センター)
tel / 04-2437-8010
所在地 /	40642台中市北屯区軍福7路600号

国家書店(物流センター)
tel / 02-2796-3638
所在地 /	11485台北市内湖区瑞光路76巷59号2F

国家ウェブ書店 / www.govbooks.com.tw

GPN / 1010200273
ISBN / 978-986-03-6103-2

出版単位 / 交通部観光局国際組
担当 / 陳怡均
e-mail /	arielchen@tbroc.gov.tw
tel / 02-2349-1500
所在地 / 10694台北市忠孝東路4段290号9F

著作権：台湾政府交通部観光局
当冊子の写真や文章には版権があります。
無断転載はご遠慮ください。 



サイクリングロード
のすべて

台湾
自転車旅行

台湾の国定公園を網羅
魅力のスポットを自転車で
マイペースで選べるコース

家族連れお薦めコース

Tourism Bureau, M.O.T.C. AD

ISBN: 978-986-03-6103-2

GPN: 1010200273
定価：50元




