
1  河豚很多庭園景觀餐廳   
基隆市中正區正濱路88號
02-2463-5857
11:30 - 22:00
河豚很多庭園景観餐庁

 基隆市中正区正浜路88号
 02-2463-5857
 11:30 - 22:00

2  藍媽媽海藻水餃   
基隆市中正區平一路50號
02-2462-7178
09:00 - 17:00
藍媽媽海藻水餃

 基隆市中正区平一路50号
 02-2462-7178
 09:00 - 17:00

3  漁品軒  
基隆市中正區北寧路71號
02-2469-7656
10:00 - 22:00
漁品軒

 基隆市中正区北寧路71号
 02-2469-7656
 10:00 - 22:00

4  圓頂義式咖啡館   
基隆市中正區北寧路252巷6之
4號  
02-2469-4838

正浜漁港（懐旧碼頭）
 基隆市中正区中正路と正浜路の

交差点
 オープンスペース。時間制限な

し 

8  和平島觀光魚市大街 
基隆市中正區和一路2巷   
開放式空間，無時間限制
和平島観光魚市大街

 基隆市中正区和一路2巷 
 オープンスペース。時間制限な

し 

9  社寮東砲台 
基隆市中正區和一路2巷底 
開放式空間，無時間限制
社寮東砲台

 基隆市中正区和一路2巷突き当
たり 

 オープンスペース。時間制限な
し 

13  龍崗步道
基隆市中正區北寧路2號(國立
臺灣海洋大學校園內)  
開放式空間，無時間限制
龍崗歩道

 基隆市中正区北寧路2号(国立台
湾海洋大学キャンパス内) 

 オープンスペース。時間制限な
し 

14  槓子寮砲台     
基隆市信義區教忠街141巷底 
開放式空間，無時間限制
槓子寮砲台

 基隆市信義区教忠街141巷突き
当たり 

 オープンスペース。時間制限な
し 

 02-2469-7656
 10:00 - 22:00 

18  提督魚脯  
基隆市中正區北寧路211號  
02-2427-2929
提督魚脯

 基隆市中正区北寧路211号
 02-2427-2929  

19  八斗子小卷醬  
基隆市中正區北寧路311-5 號
B1樓
02-2469-2107 
八斗子小巻醤

 基隆市中正区北寧路311-5 号B1
 02-2469-2107  

週日~四11:00 - 24:00   週五~
六11:00 - 02:00   (每月第一個
星期一和第三個星期一店休)
円頂義式咖啡館 

 基隆市中正区北寧路252巷6-4号
 02-2469-4838
 日~木11:00 - 24:00   金~土

11:00 - 02:00   (毎月第一月曜と第
三月曜休)

5  蔚藍海景飯店
基隆市中正區北寧路250之6號
02-2469-2169
ブルーオーシャンホテル

 基隆市中正区北寧路250-6号
 02-2469-2169  

6  基隆市原住民文化會館  
基隆市中正區正濱路116巷75
號
02-2462-0810 
09:00 - 17:00  每週一休館 
基隆市原住民文化会館

 基隆市中正区正浜路116巷75号
 02-2462-0810

09:00 - 17:00  毎週月曜休館 

7  正濱漁港（懷舊碼頭）  
基隆市中正區中正路與正濱路
交接處
開放式空間，無時間限制

10  和平島海角樂園 
基隆市中正區平一路360號   
6月~9月08:00 - 19:00   
10月~05月08:00 - 17:00   
和平島海角楽園

 基隆市中正区平一路360号
 02-2463-5999
 6月~9月08:00 - 19:00   10

月~05月08:00 - 17:00 

11  和平島天后宮 
基隆市中正區和一路84巷16號
02-2463-4153   05:00 - 18:00 
和平島天后宮

 基隆市中正区和一路84巷16号
 02-2463-4153
 05:00 - 18:00 

12  和平島天顯宮
基隆市中正區和平街118號 
02-2462-6801   08:00 - 22:00
和平島天顕宮

 基隆市中正区和平街118号
 02-2462-6801
 08:00 - 22:00 

15  漁貨直銷中心(碧砂休閒港區)  
基隆市中正區北寧路211號
02-2469-3606 
海産直売センター
(碧砂レジャー港エリア)

 基隆市中正区北寧路211号
 02-2469-3606  

16  國立海洋科技博物館 
基隆市中正區北寧路367號 
02-2469-6000 
平日09:00 - 17:00   例假日
09:00 - 18:00   每週一休館
国立海洋科技博物館

 基隆市中正区北寧路367号
 02-2469-6000
 平日09:00 - 17:00   休日09:00 - 

18:00   毎週月曜休館 

17  海味冠軍炒飯   
基隆市中正區北寧路71號  
02-2469-7656 
10:00 - 22:00
海味冠軍炒飯

 基隆市中正区北寧路71号

20  阿九鯊魚羹   
基隆市中正區和平島和一路159
號  
02-2462-1447 
11:00 - 21:00
阿九鯊魚羹

 基隆市中正区和平島和一路159
号

 02-2462-1447
 11:00 - 21:00 

21  社寮橋  
基隆市中正區
社寮橋

 基隆市中正区

基隆市原住民文化會館

地址：基隆市中正區正濱路116巷75號
電話：02-24620810、02-24292427
網站：http://www.kcich.org.tw
營業時間：每周二至周日上午9時至下午5時(每周一及春節等國定
假日休息)

地下一樓為教學教室與庫房；一樓為活動中心，有一小型舞臺與
多媒體播放系統；二樓為藝文、原住民生活
文物策展區；三、四樓為原住民文物陳
列室，陳列各式原住民族文物達二百
餘件；五樓係景觀餐廳，提供餐飲服
務。本會館內外皆提供免費參觀，竭
誠歡迎遊客蒞館指教！

基隆市原住民文化会館

住所：基隆市中正区正浜路116巷75号
電話：02-24620810、02-24292427
URL：http://www.kcich.org.tw
営業時間：毎週火曜から日曜の午前9時から午後5時まで(毎週月
曜及び春節等の祝日は休館)

地下1階は教室、倉庫。1階はイベントルームで、小ステージとプ
ロジェクター等を設置。2階は芸術文化、先住民生活文化財展示
エリア、3、4階は先住民の文化財展示室で、200点に及ぶ先住民
族の各種文化物を展示しています。5階は展望レストランです。
本館の内外全て見学無料です。皆様のお越しをお待ちしていま
す！

鄰近資訊
Food╱Accommodation╱Places to go
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借問站  友善服務真正讚

「借問一下，哪裡有好吃的？」、「借問一下，這裡的特產是什

麼？」。在旅行臺灣的旅途中有任何問題，來到借問站輕鬆的

「借問一下⋯⋯」，就會有讓人讚不絕口的驚喜！

為了以「歡喜相借問」的臺式0熱情服務，協助自由行旅客解決疑
難雜症，交通部觀光局特別與全臺友善店家與服務單位合作設立

「借問站」，讓遊客輕鬆暢遊臺灣。

來到「借問站」的門口，您會看見黃底黑字的圓形「借問站」招

牌，借問站裡除了有地圖資訊看板與友善的旅遊諮詢服務外，並

設有WiFi熱點與QR code引導至雲端提供各項旅遊服務。

「借問站」讓您的旅遊過程融入了「在地」與「人情味」，就是

想為旅人創造一遊再遊、一「遊」未盡的感動體驗，可看見臺灣

之美，也感受熱情臺灣。請大家「免拍謝」，快去借問一下！

 人生地不熟‧一問解千愁

借問站 （まちかど観光案内所）

フレンドリーなサービスにブラボー！

「すみません、どこに行ったら美味しい物が食べられますか？」、「すみま
せん、ここの特産は何ですか？」・・・台湾を旅行中に出くわす疑問や質問
なら、借問站におまかせ。「すみません」と何でも気軽に質問して、台湾旅
行をさらに楽しんじゃいましょう！

「借問站」は、「コミュニケーションが好きな台湾式」の親切なサービス。
自由に旅行する観光客の様々な疑問や問題を解決し、サポートします。これ
は、皆さんに台湾旅行をラクに楽しんでいただこうと、交通部観光局が全国
のフレンドリーなショップやサービス組織と協力し、設立したものです。

「借問站」の入り口に来ると、丸くて黄色い台紙に黒い文字で「借問站」と
書かれた看板が目に入ります。借問站の中には、地図案内板が設置され、フ
レンドリーな観光案内の他、Wi-FiスポットやQRコードを使ったクラウドで
の観光情報などを提供しています。

「借問站」で「地元感」と「人情味」を体験した旅行客の皆さんは、再び台
湾を訪れたくなることでしょう。一度では遊びつくせぬ感動を味わい、台湾
の美しさを目にし、更には台湾人の親切さに触れてみませんか？さあ、皆さ
んも遠慮せず早速利用してみましょう！

トラベルインフォメーションホットライン（24時間対応）：0800-011765

フレンドリーな台湾の旅をお楽しみください

24小時免付費旅遊諮詢服務熱線         0800-011765

24小時免付費旅遊諮詢服務熱線         0800-011765

借問站資訊周邊地區旅遊諮詢服務

台灣好行  輕鬆出遊好方式

「台灣好行（景點接駁公車）」服務將旅客從景點附近的臺鐵、

高鐵等交通場站接送至主要觀光景點，是想自行規劃行程又不想

開車或跟團的旅客，節能減碳與輕鬆出遊的好方式。

台湾好行トリップバス　楽旅に最適！

「台湾好行トリップ（景観接続バス）」は、旅行専用の交通サービスです。
台湾鉄道や高速鉄道の駅から主要観光スポットまで送迎します。長時間の車
の運転を好まない方や団体ツアーへの参加はちょっと苦手という方、またご
自身で旅行プランを立てたいという方々にも最適です。「台湾好行トリップ
（景観接続）バス」で、らく旅を体験し、低炭素旅行を実現させましょう。

台灣好行 • 台灣觀巴 

台灣觀巴 深度體驗悠遊臺灣之美

「台灣觀巴」集合全臺灣各大景點，規劃多種精采套裝行程，悠

遊臺灣特色風光、體驗在地文化，發現臺灣無限魅力！「台灣觀

巴」可直接至飯店、機場及車站迎送旅客並提供全程交通、導覽

解說、旅遊保險及低成行人數等貼心服務，讓您輕鬆體驗低碳小

旅行。 

台湾観光バス 台湾の美を探究する旅

「台湾観光バス」は、台湾全土の主要な観光スポットを網羅し、多種多様な
素晴らしい旅行プランをご提供しています。「台湾観光バス」に乗って美麗
島とも言われるフォルモサ台湾を旅すれば、台湾無限の魅力を発見できるは
ず！「台湾観光バス」は、ホテルや空港、駅までの送迎の他、観光、ガイド
解説、旅行保険などのサービスも提供しておりますので、気楽にエコ旅行が
満喫できます。

基隆原住民文化會館

位於基隆市中正區正濱路上，占地廣大共有9000多坪，於
2005年開幕啟用，成立目的在於讓台灣的原住民文化延
續發揚，保存著原住民們傳統的代表文物，同時推廣原住

民的藝文觀光活動。會館展出的原住民文物總共有15的族
群，多樣化且豐富的展示內容，讓你對原住民的文化色彩

有更深一層的了解與認識，廣場上的瞭望台可欣賞基隆的

海港美景，將台灣最北的城市與海港盡收眼底一覽無疑。

基隆原住民文化会館

基隆市中正区の正濱路にあり、9000坪以上の広大な面積を有する。
台湾の原住民文化の継承と発展高揚のため2005年に開館し、原住民
たちが代々受け継いできた代表的な文化財を保存すると同時に、原住
民の芸術文化観光活動をPRしている。館内で展示されている原住民
の文化財は15のグループに渡り、多様で豊富な展示は、原住民の文
化色彩に対するあなたの理解と認識をより一層深められるだろう。広
場の展望台からは基隆の美しい港が見渡せる。台湾最北の街と港をぜ
ひ見て欲しい。

北北基i-center旅遊服務體系

福隆遊客中心 新北市貢寮區福隆里興隆街36號 02-24991210

基隆遊客中心 基隆市安樂區基金一路208巷159號 02-24319343

觀音山遊客中心 新北市五股區凌雲路三段130號 02-22928888

三芝遊客中心 新北市三芝區埔坪里埔頭坑164-2號 02-86355143

白沙灣遊客中心 新北市石門區德茂里下員坑33-6號 02-86355100

金山遊客中心 新北市金山區磺港路171-2號 02-24988980

野柳遊客中心 新北市萬里區港東路167-1號 02-24922016

北北基i-center観光サービス体系

福隆ビジターセ
ンター 新北市貢寮区福隆里興隆街36号 02-24991210

基隆ビジターセ
ンター 基隆市安楽区基金一路208巷159号 02-24319343

観音山ビジター
センター 新北市五股区凌雲路三段130号 02-22928888

三芝ビジターセ
ンター 新北市三芝区埔坪里埔頭坑 164-2号 02-86355143

白沙湾ビジター
センター 新北市石門区徳茂里下員坑 33-6号 02-86355100

金山ビジターセ
ンター 新北市金山区磺港路 171-2号 02-24988980

野柳ビジターセ
ンター 新北市萬里区港東路 167-1号 02-24922016


