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地元の人から愛され、常に行列ができている朝食の名店。
早朝から営業しているから、早めに来店すれば１日を満喫
できます。さまざまな惣菜
もあり、台湾風卵焼き“蛋餅”
NT$15元もオススメ。

シックな佇まいの店内でいただけ
るのは、ヘルシーな食事と本格的
なお茶、お茶菓子。お茶は、煎れ
方がわからなければアドバイスし
てくれるので安心です。左で紹介
しているのは“文煎智利魚(焼鮭)”
定食NT$390元。

高雄で足ツボ・マッサージといえばここ。バリ風のお洒落な店内は、１
階が足湯＆足ツボマッサージスペース、２階は個室のマッサージルーム。
施術後は別料金でヘルシーな軽食もいただけます。足裏マッサージ70分
NT$1125元、全身マッサージ100分NT$1425元など、各種コースが用意
されています。

午後の散策に疲れたら、甘いものが欲しく
なりますよね。そんな時にオススメなのが、
開業70年を超える“緑豆湯”の専門店。上の
写真で紹介した、リョクトウとハトムギを
煮た汁粉のようなデザートは甘すぎずヘル
シーな味わいです。

●TEL 07-226-5599
　営／ 9:00 ～ 29:00　無休

●TEL 07-271-1616
　営／ 9:00 ～ 23:30　無休

●TEL 07-281-5195
　営／ 11:00 ～ 23:00　不定休
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熊本発着の直行便を利用すれば、わずか約2時間30分で台湾・高雄に到着！　思い立ったら週末スグ行けて、
訪れるたびに新しい発見があります。３回シリーズのラストとなる今回は、「心と体に優しく、もっと美しくなれ
る」をテーマに旅の１日の流れを紹介。自転車で街を巡って、体が喜ぶことにトライしてみませんか。

『高雄』へ癒し旅

●TEL 07-261-6787
　営／ 3:00 ～ 11:00　無休
ACCESS 六合二路184、186号

苓雅区中正二路105号

前金區青年二路160號

お土産にもぴったりな、
本格的なお茶も各種揃う

新興区中正四路71號

お茶の専門店でいただく健康食

手軽に優雅なマッサージが受けられる
体が喜ぶ優しい味 ACCESS

ACCESS

ACCESS

高雄の町は起伏が少な
い上、いたる所に無人の
自転車スタンドがあり、ク
レジットカードがあれば
誰でも借りることができま
す。借りた自転車はどの
スタンドでも返却すること
ができるのでとても便利。

高雄の街は
レンタサイクルで巡ってみるのも
面白いですよ！

ちなみに

週末スグ旅
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興隆居 シンロンジュ

半九十茶屋 バンジョシーチャウ

左脚右脚 ジゥージャウヨージャウ

緑豆湯大王リゥートウタンダーウァン

心と体にいいこと
贅沢に体験！

各店のMAP情報や
取材コボレ話、

その他のショップ情報は
ここからチェック！

台南

台北

★ 高雄

五穀米と焼鮭！

日本が懐かしくなる

野菜もたっぷりでヘルシーな“湯包(肉まん)”1個NT$15元

“緑豆薏仁湯”NT$50元

旅の疲
れも

一気に
回復 朝食

昼休憩
おやつ

晩餐

※NT$1元＝約3.2円(H28.9月現在)
取材協力／熊本電鉄 台湾事務所

朝からパワーチャージ！

朝ごはんに肉まんは

欠かせないよ！

チャイナ エアラインコールセンター　
https://www.china-airlines.com/jp/jp

☎096-285-1814

往路
CI199 熊本（13：15） ⇒ 高雄（14：55）火・金・日曜

火・金・日曜復路
CI198

高雄（ 8：45） ⇒ 熊本（12：15）
※上記時間はすべて現地時刻です　※10/29（土）までのスケジュールとなり、スケジュー
ルの変更の可能性もあります。最新情報は当社のホームページをご確認ください

■フライトスケジュール

問 /8:30 ～ 17:15

●詳しくはこちらまで
阿蘇くまもと空港国際線振興協議会事務局 ☎096-333-2165
http://portal.kumamoto-net.ne.jp/asokumamoto/

8,000円まで無料
阿蘇くまもと空港内駐車場料金が

※搭乗手続き時に航空券と駐車券を提示
※予算の範囲内で助成 

1名5,000円助成
片道利用の場合は１名2,500円助成

2名様以上のグループ旅行に対して

※渡航日の7日前までに助成申請書の提出が必要
※予算の範囲内で助成

日本語OK！

チャイナ エアラインの直行便は約２時間30分！   火金日、週３便往復運航中！

■航空券の予約・購入はＨＰ、または電話にて

チャイナ エアライン
熊本空港 スタッフ

■利用ホテル/立多商旅、仁道国際酒店または
同等クラスホテル（当社基準） ■食事/3日間・
朝2回（弁当含む）、4日間・朝3回（弁当含む） 
■利用運送機関 / チャイナエアライン ■添乗
員/なし（現地係員） ■最少催行人員/2名
※ホテルグレードアッププランもございます。
詳細は問い合わせください　※スケジュール
は変更になる場合がございます

■旅行代金
（お1人様/スタンダードホテル2名1室利用） 助成制度を利用すれば

5000 円分もお得！

34,800円～
さらに「リビングを
見た」で申し込むと

お１人様につき

2,000円
引き！

【受付】10:00 ～ 18:30 土日祝休
旅行企画実施：九州産交ツーリズム（株）　観光庁長官登録旅行業第1802号  総合旅行業務取扱管理者 /福水秀章
096-325-3535

●高雄3日間でなんと39,800円から！
●フリープランで自由きままな旅を満喫
●空港からホテルまでの送迎付き
●全日程、朝食付き（弁当含む）
●1日5,000円プラスで、
　食事付き観光プランに変更可能

※10月発はプラス1,000円

※燃油サーチャージはかかりません（2016
年 9/15 現在）、旅行代金の他に海外空港税
1,700 円が別途必要

オススメ
旅行プラン
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スケジュール3日間 4日間 宿泊／食事

夕暮れ時の西子湾散策とリバークルーズ、
夜市散策（所要時間 4～ 5時間） 〈高雄泊〉

阿蘇くまもと空港発（13:15 予定）　　高雄国際空港着（14:55 予定）
到着後、現地係員とともにホテルへ（途中両替店立ち寄り）金

曜
日
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朝：
昼：機内
夕：×

〈高雄泊〉

〈高雄泊〉

朝： ○
昼：×
夕：×

朝： ○  昼：×
夕：×
朝： 弁当
昼：機内
夕：

お1人様5000円追加  海鮮料理の夕食付！オプション

ホテルにて朝食　終日自由行動

朝食は車内にてお弁当。現地係員とともにホテルより空港へ
高雄国際空港発（8:45 予定）　　阿蘇くまもと空港着（12:15 予定）

ホテルにて朝食　終日自由行動

オプション
高雄市内半日観光（所要時間 4～ 5時間）

お1人様5000円追加  客家料理の昼食付！

9月～ 12 月
日曜日発 39,800円３日間

週末利用！
9 月～ 12 月
金曜日発

44,800円
※12/23・12/30発除く

※10/9発除く

３日間

9月～ 12 月
火曜日発 42,800円4日間

他のコースも
ございます
詳しくはウェブで！

九州産交 旅行センター

ポイント

フリープラン高雄3日間・4日間

熊本⇔高雄往復

助成制度を使って
台湾の旅をもっとお得に！

※9/21以降の申込み分より


