
PAPAGOイチオシの物件が集まる街

古亭×台電大楼駅
周辺マップ

@台北旅遊網





①同安街エリア
Graceハウス同安街A館 Graceハウス厦門街

Graceハウス同安街B館
Chrisハイツ



【同安街エリア概要】

閑静な住宅街が広がるエリア。
お店も多く、夜まで営業してい
るため、女性の1人歩きも安心。

ローカルな屋台料理から、
ハイエンドレストランまで、
食の選択肢が豊富。

建設中のタワマンが多く、
今後ますますの発展が期待される。
（弊社管理物件からは離れており、
騒音の心配なし）

自然の多く、落ち着いた雰
囲気。

スーパー2軒に、
コンビニ・ドラックストアも
数店舗あり、便利。

リーズナブルだがこじゃれ
たカフェが急増中。





コーヒー1杯40元と
リーズナブルなカフェ。
WIFIもあるので、
勉強や仕事にも最適。

高級レジデンスの1階のオー
プンした豆花店。
セレブの舌も満足の豆花を
お試しあれ。

小酒館早午餐(金門街24巷35號)

【同安街エリア店舗紹介】

紀州庵(同安街63-2號)

1917年開業の日本料亭。台北市の指定古跡。
現在はリニューアルされカフェとして営業中。
http://kishuan.org.tw/

夏慕尼新香榭鐵板燒(南昌路二段112號)

ステーキで有名な王品グループの経
営するおしゃれな鉄板焼き。コース
メニューで1000元強からと高くな
い。https://www.chamonix.com.tw/

朝～昼はブランチ、
夜はこじゃれた
バーとして営業。
このエリアはお酒
が飲めるところは
少ないので希少。

Firewood Cafe(同安街20號)

友蓁豆花店(同安街63-2號)

同安51冰品豆花(同安街51號)

各種フレッシュフルーツを使ったドリン
クと、かき氷、台湾伝統スイーツの豆花
と仙草を食べれるスイーツ専門店。見た
目はローカルだが味は確か。夏場には人
気のマンゴーかき氷もあり。

http://kishuan.org.tw/
https://www.chamonix.com.tw/


香味純水工水餃(同安街28巷2號)

ローカルな朝ご飯屋さん。
大根餅や蛋餅などおなじみのメ
ニューが勢ぞろい。台湾の朝ごはん
は日本人の口にもよく合う。トース
トやコーヒーもある。

大財福鎖店(汀州路二段247號)

台湾で餃子と言えば水餃子。リーズナ
ブルでうまい！お持ち帰りも出来るの
で冷凍して食べたい時にゆでるのも
OK！餃子以外のメニューも充実。

日本では値段の張る中国医療も台湾で
はお得！肩こりや不眠症などの悩みに
ものってくれる。保健証がある方はぜ
ひ通ってみて！

同安中醫診所(同安街41號)

鍵を失くすのが心配なら、ここで合鍵を
作っておけば安心。合鍵は1つ50元程度か
らと日本よりはるかに安い。KEY INした時
もすぐに駆け付けてくれる。

狸小路髮學館(羅斯福路二段142-2號)

カット300元の庶民的な美容院。
日本人経営の美容院もあるが、
代金も高いので
安く済ませたい方にはお薦め。
学生書があれば学割もあり。

85℃咖啡(同安街57號)

台湾中にあるドリンクスタンドのチェーン店。
スタンドとはいえ、イートインコーナーもあ
り、ケーキも注文できる。もちろんタピオカ
ミルクティーもあり。
https://www.85cafe.com/

番茄地早餐(同安街22號)

https://www.85cafe.com/


【同安街エリアのPAPAGOオススメ物件】
（クリックすれば、物件情報にジャンプします）

Graceハウス厦門街
女性向けの可愛いデザインのお部屋がメイン。
スーパー・コンビニ徒歩10秒の好立地。

Graceハウス同安街A館
2019年にリフォームが完成した物件。
バルコニーのあるお部屋が多い。

※Graceハウス同安街A館のすべての
物件を見る。

※Graceハウス厦門街のすべての物件を見る。

18,000台湾ドル/月【物件番号:3ZZ678】

18,000台湾ドル/月【物件番号:3ZZ679】

18,000台湾ドル/月【物件番号:3ZZ362】

17,000台湾ドル/月【物件番号:3ZZ162】 16,000台湾ドル/月【物件番号:3ZZ146】

16,000台湾ドル/月【物件番号:3ZZ160】

動画はコチラ！

https://papago-taiwanheya.com/house/house_detail/3ZZ362
https://papago-taiwanheya.com/house/house_detail/3ZZ678
https://papago-taiwanheya.com/house/house_detail/3ZZ679
https://papago-taiwanheya.com/house/house_detail/3ZZ162
https://papago-taiwanheya.com/recommendedrooms#grancetongana
https://papago-taiwanheya.com/recommendedrooms#gracexiamen
https://papago-taiwanheya.com/house/house_detail/3ZZ160
https://papago-taiwanheya.com/house/house_detail/3ZZ146
https://www.youtube.com/watch?v=cDiIif4ur2s&feature=emb_logo


Graceハウス同安街B館
学生にもお薦めなお手軽お部屋から、大き目で快適な
お部屋までが揃う。

※Graceハウス同安街Bのすべての物件を見る。→

Chrisハイツ
閑静な住宅街に位置する女性限定物件。
低価格帯のお部屋が多く、予算が限られている方に人気。

※Chrisハイツのすべての物件を見る。

【同安街エリアのPAPAGOオススメ物件】
（クリックすれば、物件情報にジャンプします）

18,000台湾ドル/月【物件番号:3ZZ411】 14,000台湾ドル/月【物件番号:3ZZ401】

13,000台湾ドル/月【物件番号:3ZZ409】 13,000台湾ドル/月【物件番号:3ZZ186】

16,500台湾ドル/月【物件番号:3ZZ332】

14,000台湾ドル/月【物件番号:3ZZ167】

18,000台湾ドル/月【物件番号:3ZZ392】14,000台湾ドル/月【物件番号:3ZZ166】

15,000台湾ドル/月【物件番号:3ZZ400】

16,500台湾ドル/月【物件番号:3ZZ405】

https://papago-taiwanheya.com/house/house_detail/3ZZ166
https://papago-taiwanheya.com/house/house_detail/3ZZ392
https://papago-taiwanheya.com/house/house_detail/3ZZ167
https://papago-taiwanheya.com/recommendedrooms/grancetonganb
https://papago-taiwanheya.com/recommendedrooms#grancetonganb
https://papago-taiwanheya.com/house/house_detail/3ZZ332
https://papago-taiwanheya.com/house/house_detail/3ZZ411
https://papago-taiwanheya.com/house/house_detail/3ZZ409
https://papago-taiwanheya.com/recommendedrooms/chrishights
https://papago-taiwanheya.com/recommendedrooms#chrishights
https://papago-taiwanheya.com/house/house_detail/3ZZ401
https://papago-taiwanheya.com/house/house_detail/3ZZ186
https://papago-taiwanheya.com/house/house_detail/3ZZ405
https://papago-taiwanheya.com/house/house_detail/3ZZ400


②師大夜市エリア



【師大夜市エリア概要】

学生が多いエリアな
ので、勉強に必要な
文房具等を売るお店
も多い。

ガイドブックにも掲載されて
いる著名なナイトマーケット。
毎日お昼くらいからお店が空
きはじめ、深夜の1時くらい
まで賑わう。ピークは18～23
時くらい。

食べ物屋以外にもショップも多数あり。デ
パートより安値。

屋台料理を
中心に、数
百種類にも
およぶロー
カルフード
を味わえる。
ほとんどの
料理は100
元以下！

外国人が多いエリアなので、台湾料理以
外にも様々な国の料理が楽しめる。こち
らはインドカレーのお店。

カフェバーや、ジャズバーなどお酒
が飲めるお店もいくつかある。

おしゃれなカフェ
も急増中。
勉強にもどうぞ。





【師大夜市エリア店舗紹介】

好好味冰火菠蘿油(龍泉街19-1號)

香港式メロンパンの専門店。ア
ツアツのメロンパンにひんやり
としたバターが病みつきになる
カロリーモンスター！
http://www.hohomei.com.tw/

Banana Crepe (龍泉街19號)

台湾で日本式のクレープが
食べられる数少ないお店。
台湾式クレープを美味しい
が、たまには柔らかい生地
が恋しくなる時は。

最近、人気のワンランク上の
紅茶を売りにしたドリンクス
タンド。ちなみに、青い看板
は100元カット。

可不可熟成紅茶(師大路119號) 阿諾可麗餅(師大路39巷1號)

台湾でクレープと言えばこのお店。
知らない人はいない名店中の名店。

許記生煎包(師大路39巷12號)

行列のできる肉まんの屋台。
1つが小さいのでぺろっと行け
ちゃう。

金興發生活百貨(師大路39巷4~10號)

ほしいものは何でも揃う百貨店。
シャンプー、洗剤、食器に文房具など、
台湾生活初日にはここでお買い物を！
寝具も置いてます。

好男人理容院(師大路62號)

ブリティッシュスタイルの理髪店。
高級だが腕は確か。GOOGLE MAP
での評価がめちゃくちゃ高い。

夜中の2時まで営業している
カフェバー。DJを呼んでの定
期的なイベントもあり！
https://theshrine.business.site/

THE SHRINE CAFE & BAR
(師大路132號)

http://www.hohomei.com.tw/
https://theshrine.business.site/


泰順ハウス
英語の出来る管理人さんがいるので安心。
清潔で、特に短期研修の学生から人気が高い！

陳小姐之家
古亭・台電大楼駅エリアでは
最安値の物件が揃う。
学生寮に近いイメージ。

※陳小姐之家のすべての物件を見る。

【師大夜市エリアのPAPAGOオススメ物件】
（クリックすれば、物件情報にジャンプします）

※泰順ハウスのすべての物件を見る。

17,000台湾ドル/月【物件番号:3DA192】

↑動画はコチラから！
24,000台湾ドル/月【物件番号:3DA199】

22,000台湾ドル/月【物件番号:3DA193】 12,000台湾ドル/月【物件番号:3DA325】 12,000台湾ドル/月【物件番号:3DA327】

13,000台湾ドル/月【物番号:3DA213】 14,500台湾ドル/月【物番号:3DA287】

https://papago-taiwanheya.com/recommendedrooms/mschen
https://papago-taiwanheya.com/recommendedrooms#mschen
https://papago-taiwanheya.com/recommendedrooms/taishun
https://papago-taiwanheya.com/recommendedrooms#taishun
https://papago-taiwanheya.com/house/house_detail/3DA192
https://papago-taiwanheya.com/house/house_detail/3DA199
https://papago-taiwanheya.com/house/house_detail/3DA193
https://papago-taiwanheya.com/house/house_detail/3DA325
https://papago-taiwanheya.com/house/house_detail/3DA327
https://papago-taiwanheya.com/house/house_detail/3DA287
https://papago-taiwanheya.com/house/house_detail/3DA213
https://www.youtube.com/watch?v=-quKCJLhirE&feature=emb_logo


ラッキーハウス浦城館
主に留学生を対象とした家族経営の
アパート。異国美食街に位置。
部屋数が多く、すべて同タイプのお部屋。

ラッキーハウス師大館
ナイトマーケットから少し外れたところに
あり静か。留学生だけでなく台湾人の入居
者も多い。駅徒歩3分が魅力的。

14,000台湾ドル/月【物件番号:3DA154】

15,000台湾ドル/月【物件番号:3DA348】

15,000台湾ドル/月【物件番号:3DA501】 15,000台湾ドル/月【物件番号:3DA503】

※ラッキーハウス浦城館のすべての
物件を見る。

※ラッキーハウス師大館のすべての
物件を見る。

https://papago-taiwanheya.com/house/house_detail/3DA501
https://papago-taiwanheya.com/house/house_detail/3DA348
https://papago-taiwanheya.com/house/house_detail/3DA503
https://papago-taiwanheya.com/house/house_detail/3DA154
https://papago-taiwanheya.com/house/house_detail/3DA154
https://papago-taiwanheya.com/house/house_detail/3DA154
https://papago-taiwanheya.com/recommendedrooms/luckypucheng
https://papago-taiwanheya.com/recommendedrooms#luckypucheng
https://papago-taiwanheya.com/recommendedrooms#luckypucheng
https://papago-taiwanheya.com/recommendedrooms/luckyshida
https://papago-taiwanheya.com/recommendedrooms#luckyshida
https://papago-taiwanheya.com/recommendedrooms#luckyshida


③台電大楼駅エリア
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【台電大楼駅エリア概要】

奥に見えるビルが台
湾電力公社。
前のビルは億ション。

師大路に入口にある3番出口が
一番使い勝手がある。

行列のできるラーメン屋が
2軒ある。
ラーメン激戦区になるか⁉

お手軽なビジネスホテルもあ
り、お部屋が決まる前のステ
イに最適。

師大路の入口付近に
は屋台が立ち並ぶ。

学生が多いの
でドリンクス
タンドが目立
つ。



https://www.facebook.com/heiankyo.fans

都会の中のオアシス。客家
の文化に関する物が展示さ
れている。散歩にも最適。
https://ssl.thcp.org.tw/

https://www.facebook.com/heiankyo.fans
https://ssl.thcp.org.tw/


【師大夜市エリア店舗紹介】

永豐盛(師大路111號)

いつ見ても行列が出来ているマ
ントウのお店。マントウとは中
華蒸しパンのことでオーソドッ
クスな台湾の朝ごはんの１つ。

三味糖餅(龍泉街19號)

韓国の伝統的なお菓子であ
るホットクが食べられるお
店。正直、本場韓国のお店
よりおいしいと思う。

東京渋谷にある奇跡の青いラーメ
ン「吉法師」が台湾に進出。イン
スタ映えのために行ったが、味も
最高だったとの声が続出。

真劍拉麵
(師大路126巷1號)

雞二拉麵
(羅斯福路三段139號)

台湾でも最近は二郎系ラーメンが大
人気。台湾での二郎系の火付け役と
もいえるお店。初めての人は小から
注文すべし。

漿樣子台北師大店
(師大路104號)

その名の通り「濃い豆乳」を売
りにしている豆乳専門店。オリ
ジナル以外にもチョコ味やコー
ヒー味など色々な味が楽しめる。

龍涎居雞膳食坊(羅斯

福路三段135號)

漢方薬を贅沢に使ったチキンスープ
のチェーン店。日本ではなかなか味
わえない正に中華の味。チキンライ
スもお薦め。

錢都日式涮涮鍋
(羅斯福路三段95號)

日式と書いてはあるが、日本とは
少し違うスタイルのしゃぶしゃぶ
のお店。野菜不足の時に重宝する。
https://www.chientu.com.tw/

路地裏にある隠れ家的なイタリアン。
すぐとなりにピザハットもあるが、
ピザを食べるならコチラがお薦め。

佬披薩LAPIZZA
(師大路105巷8號)

https://www.chientu.com.tw/


Graceハウス晉江街館
すべて1階のお部屋なので、階段を上るの
が億劫な方にお薦め。向かい側にはおしゃ
れなカフェあり。

CHIRIS金門別荘
男性限定。バス、トイレ共同で家賃が安め
のお部屋が多い。

555レジデンス
創造的なデザインが印象的なレジデンス。
管理人さんがとってもフレンドリー。

【台電大楼駅エリアのPAPAGOオススメ物件】
（クリックすれば、物件情報にジャンプします）

16,000台湾ドル/月【物件番号:3ZZ125】

17,000台湾ドル/月【物件番号:3DA260】

10,000台湾ドル/月【物件番号:3DA407】 12,000台湾ドル/月【物件番号:3DA389】

17,000台湾ドル/月【物件番号:3ZZ643】

17,250台湾ドル/月【物件番号:3DA406】

15,000台湾ドル/月【物件番号:3ZZ644】

※Graceハウス晉江街館のすべての
物件を見る。

※555レジデンスのすべての物件を
見る。

※CHIRIS金門別荘のすべての物件を見る。

https://papago-taiwanheya.com/house/house_detail/3ZZ125
https://papago-taiwanheya.com/house/house_detail/3DA260
https://papago-taiwanheya.com/house/house_detail/3DA407
https://papago-taiwanheya.com/house/house_detail/3DA389
https://papago-taiwanheya.com/house/house_detail/3ZZ643
https://papago-taiwanheya.com/house/house_detail/3DA406
https://papago-taiwanheya.com/house/house_detail/3ZZ644
https://papago-taiwanheya.com/recommendedrooms/grancejinjiang
https://papago-taiwanheya.com/recommendedrooms#grancejinjiang
https://papago-taiwanheya.com/recommendedrooms#grancejinjiang
https://papago-taiwanheya.com/recommendedrooms/555
https://papago-taiwanheya.com/recommendedrooms#555
https://papago-taiwanheya.com/recommendedrooms#555
https://papago-taiwanheya.com/recommendedrooms/chrisjinmen
https://papago-taiwanheya.com/recommendedrooms#chrisjinmen


④古亭駅周辺×
杭州南路エリア
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【古亭駅周辺×杭州南路エリア概要】

台湾の昔な
がらの街並
みが味わえ
るエリア。

中華圏ならではのダイナミッ
クな北京ダックの丸干し。

古亭駅の6番出口が
このエリアへの入口。

大道り沿いには日本でもお馴染みのお店が多い。

学生が多
く予備校
が目立つ。

日本料理のお店や、日本
の製品を多く扱っている
スーパーなどもあり。

安くてうまい
ローカル料理
の屋台街。 こんなレトロな

写真館があるの
もこの街の魅力。



ヨガで有名なTUREグループの
経営するジム。他の事ジムに
比べて、ヨガクラスが充実。
短期でも入会可。
http://www.truefitness.com.tw/

http://www.truefitness.com.tw/


【古亭駅周辺×杭州南路エリア店舗紹介】
九三美食坊
(杭州南路二段93巷2號)

台湾式居酒屋である【快炒】の
お店。みんなでワイワイガヤガ
ヤとビールを飲むのにお薦め。

好神燒肉(龍泉街19號)

焼き肉とお鍋の食べ放題のお店。
ランチは450元で食べ放題とコ
スパ抜群。学生には嬉しい。

吳記南京板鴨
(羅斯福路二段44號) 爭鮮壽司(羅斯福路二段51號)

台湾の回転ずしの先駆者。最近
はスシローやくら寿司なども進
出してきているが、価格が安く
未だに根強い人気を誇る。

山嵐拉麵(師大路104號)

札幌の名店。背油たっぷりの濃
厚な味わい。替え玉がたったの
10元とお財布にやさしい。

池上木片便當
(杭州南路二段85號)

台湾でお弁当と言えば池上弁当。
台東のブランド米「池上米」を使
用している安くておいしいお弁当。

JASONSスーパー
(羅斯福路二段41號)

台湾では成城石井的な地位にあ
るスーパー。お値段は高いが、
輸入品を中心に高品質な商品が
揃う。日本の調味料などもあり。

決してキレイとは言えないが、
腕は確かなマッサージ屋さん。
お仕事や勉強で疲れた時には、
ぜひどうぞ！

美德中式按摩館
(潮州街26巷3弄2號)

懐にやさしいお弁当屋さん。
北京ダック弁当はやったの85元。
本格的な北京ダックは勿論おいしい
けど、軽く食べたい時にはぜひ！



Graceハウス潮州館
小さめのワンルームから1LDKまで、
生活に合わせたお部屋が選べる。

【古亭駅周辺×杭州南路エリアのPAPAGOオススメ物件】
（クリックすれば、物件情報にジャンプします） Graceハウス師大グラウンド館

女性限定のシェアハウス型レジデンス。バス・トイレ共用の部屋が
メインのため、お財布にやさしい。

Graceハウス永康街
2LDKの物件が2部屋。
ご家族やお友達とのルームシェア向け。

16,000台湾ドル/月【物件番号:3DA189】

16,000台湾ドル/月【物件番号:3DA183】

27,000台湾ドル/月【物件番号:3DA254】

11,000台湾ドル/月【物件番号:3DA316】 17,000台湾ドル/月【物件番号:3DA324】

30,000台湾ドル/月【物件番号:3DA298】30,000台湾ドル/月【物件番号:3DA299】

※Graceハウス潮州館のすべての
物件を見る。

※Graceハウス師大グラウンド館の
すべての物件を見る。

※Graceハウス永康街のすべての
物件を見る。

https://papago-taiwanheya.com/house/house_detail/3DA189
https://papago-taiwanheya.com/house/house_detail/3DA183
https://papago-taiwanheya.com/house/house_detail/3DA254
https://papago-taiwanheya.com/house/house_detail/3DA316
https://papago-taiwanheya.com/house/house_detail/3DA324
https://papago-taiwanheya.com/house/house_detail/3DA299
https://papago-taiwanheya.com/house/house_detail/3DA298
https://papago-taiwanheya.com/recommendedrooms/grancechaozhou
https://papago-taiwanheya.com/recommendedrooms#grancechaozhou
https://papago-taiwanheya.com/recommendedrooms#grancechaozhou
https://papago-taiwanheya.com/recommendedrooms/granceground
https://papago-taiwanheya.com/recommendedrooms#granceground
https://papago-taiwanheya.com/recommendedrooms#granceground
https://papago-taiwanheya.com/recommendedrooms/graceyongkang
https://papago-taiwanheya.com/recommendedrooms#graceyongkang
https://papago-taiwanheya.com/recommendedrooms#graceyongkang


⑤重慶南路×和平西
路エリア



【重慶南路エリア概要】

高級マンションが多く、今でも建設ラッシュが進んでいる。
芸能人も多く、隠れ家的なお店もたくさん。

一方で、西側に少し行くと、萬華と呼ばれる昔なが
らの下町エリアに出るため、人懐っこい地元民が切
り盛りするお店が多いのも特徴。

コンビニもローカルコンビ
ニ。（もちろん711やファミ
マもあるのでご心配なく）

スペインバー。外国人が多
く、インターナショナルル。

スーパーや伝統市場もあるので、生活機能
よし。





【重慶南路×和平西路エリア店舗紹介】

輕晨日和
(和平西路一段50號)

小奇麗な朝ご飯屋さん。要職か
ら中華まで幅広いラインアップ。

華王刷刷鍋
(重慶南路三段60號)

達文西咖啡
(和平西路一段77號)

爭劉家沙茶魷魚焿
(汀洲路一段277號)

「沙茶」という独特のスパイス
を使ったイカのトロトロスープ
のお店。お馴染みのルーロー
ファンなどもあり。

C.C.Work商務中心
(和平西路一段15號)

古亭駅のすぐ横に位置するコー
ワーキングスペース。起業のス
タートアップにお薦め。

我家牛排
(和平西路一段30號)

台湾で一番有名なステーキハウス。
台湾風の味付けで少し変わってい
るので、一度試してみては？

台糖便利商店
(福州街46號)

台湾の製糖会社である「台糖」
の嵩下にあるローカルコンビニ。
711やファミマに比べ、ローカ
ル色の強い商品ラインナップ。

日本人の旦那さんと台湾人の
奥さんが経営するお好み焼き
と焼きそばのお店。安いが、
うまい！

紅葉日式愛好燒
(晉江街18巷18弄4號)

バリスタの授業も受けられる
コーヒー豆の専門店。
https://www.dvccoffee.com/

下町情緒あふれるしゃぶしゃぶ
屋さん。日式と書いてあるが、
日本人からすると台湾式。

https://www.dvccoffee.com/


Easyルーム重慶南路
繁華街から少し離れているが、その分家賃
もお手軽。バルコニー付きの部屋もあり。

【重慶南路×和平西路エリアのPAPAGOオススメ物件】
（クリックすれば、物件情報にジャンプします）

15,000台湾ドル/月【物件番号:3ZZ501】

13,000台湾ドル/月【物件番号:3ZZ082】

13,000台湾ドル/月【物件番号:3ZZ081】

※Easyルーム重慶南路のすべての
物件を見る。

https://papago-taiwanheya.com/house/house_detail/3ZZ501
https://papago-taiwanheya.com/house/house_detail/3ZZ082
https://papago-taiwanheya.com/house/house_detail/3ZZ081
https://papago-taiwanheya.com/recommendedrooms/easystay
https://papago-taiwanheya.com/recommendedrooms#easystay


お問合せ先

・オフィス：台北市中山區松江路182號7F-1
(MRT松江南京駅もしくは行天宮駅より徒歩5分)

・WEBSITE：https://papago-taiwanheya.com/
・メール：papago.heya@onelinecst.com.tw
・電話：+886-2-25111415 ｜ +886-958475900（日本語可）

https://papago-taiwanheya.com/
mailto:papago.heya@onelinecst.com.tw

