卡蹓英雄館
地址：連江縣南竿鄉馬祖村101-1號
電話：0836-25025
網站：http://www.kaliu.com.tw/front/bin/home.phtml
營業時間：07:00-23:00
2012年以民宿色彩全新登場的馬祖國軍英雄館，讓這座曾是軍管的
戰地島嶼，有了承先啟後的時代意義。昔日戰亂時代的國軍英雄
濟濟一堂，今日旅遊年代的卡蹓英雄笑傲四方，住在這裡，你就是
卡蹓英雄；歡迎入住，讓馬祖為你頒授榮耀勳章。

卡蹓英雄館
住所：連江縣南竿鄉馬祖村101-1号
電話：0836-25025
URL：http://www.kaliu.com.tw/front/bin/home.phtml
営業時間：07:00-23:00
2012年に民宿としてオープンした新馬祖國軍英雄館には、
過去の戦場島嶼として新たな時代意義を与えられています。
その昔、国军英雄たちはここに集結し、
現在、旅行者の貴方はここに留まっています。
是非、馬祖の魅力を感じて感じてみて下さい。

鄰近資訊
Food╱Accommodation╱Places to go
1

鄉園食品店
連江縣南竿鄉馬祖村97號
0836-22062

8

津津休閒小站
連江縣南竿鄉馬祖村95號

9

力安食堂
連江縣南竿鄉馬祖村88号
0836-25109 11:00~20:30

鄉園食品店
連江縣南竿鄉馬祖村97号
0836-22062

2

津津休閒小站
連江縣南竿鄉馬祖村95号

3

超群西點麵包城
連江縣南竿鄉馬祖村93號
0836-22251 07:00~21:00

阿婆臭豆腐
連江縣南竿鄉馬祖村91號

10

建澍飲食店
連江縣南竿鄉馬祖村65號
0836-22554
11:00~14:00、17:00~20:00

11

馬啡祖茶館
連江縣南竿鄉馬祖村55號
0836-22202

12

甜甜屋
連江縣南竿鄉馬祖村98號
0836-25197
甜甜屋食堂
連江縣南竿鄉馬祖村98号
0836-25197

吃吃看餐廳
連江縣南竿鄉馬祖村68號
0836-22065
11:00~14:00、18:00~20:00

15

13

16

比薩大王
連江縣南竿鄉馬祖村66號
0836-25889 09:30~21:00

17

星辰小說
連江縣南竿鄉馬祖村62號

18

星辰
連江縣南竿鄉馬祖村62号

19

口福食品店
連江縣南竿鄉馬祖村35號

明星樓餐廳
連江縣南竿鄉馬祖村50號
0836-22143 11:00~22:00

20

今日食堂
連江縣南竿鄉馬祖村33号

23

海天酒店
連江縣南竿鄉馬祖村4-2號
0836-26899

24

21

媽祖宗教文化園區

25

連江縣南竿鄉馬祖村

華大購物廣場
連江縣南竿鄉馬祖村73號

29

鴻門特產店
連江縣南竿鄉馬祖村59號
0836-22560

26

馬港天后宮
連江縣南竿鄉馬祖村

真善美特產店
連江縣南竿鄉馬祖村100號
0836-22398

永興特產店
連江縣南竿鄉馬祖村76號
永興土產店
連江縣南竿鄉馬祖村76号

欣欣特產藝品中心
連江縣南竿鄉馬祖村56號
0836-25785

欣欣土產店
連江縣南竿鄉馬祖村56号
0836-25785
30

雲津茶坊
連江縣南竿鄉馬祖村8號2樓
0836-26228、0928-411-118
雲津茶坊
連江縣南竿鄉馬祖村8號2号
0836-26228、0928-411-118

31

真善美土產店
連江縣南竿鄉馬祖村100号
0836-22398
27

滿分
連江縣南竿鄉馬祖村74號

滿分
連江縣南竿鄉馬祖村74号

鴻門土產店
連江縣南竿鄉馬祖村59号
0836-22560

媽祖宗教文化園区
(媽祖巨神像/祈福坑道/天后宮步道)
連江縣南竿鄉馬祖村

馬港天后宮
連江縣南竿鄉馬祖村

28

華大購物廣場
連江縣南竿鄉馬祖村73号

(媽祖巨神像/祈福坑道/天后宮步道)

22

合歡特產行
連江縣南竿鄉馬祖村87號
0836-22113
合歡土產店
連江縣南竿鄉馬祖村87号
0836-22113

海天ホテル
連江縣南竿鄉馬祖村4-2号
0836-26899

明星樓レストラン
連江縣南竿鄉馬祖村50号
0836-22143 11:00~22:00

今日餐飲
連江縣南竿鄉馬祖村33號

三隻腳民宿
連江縣南竿鄉馬祖村23號
0836-25580

三隻腳民宿
連江縣南竿鄉馬祖村23号
0836-25580

口福麵包店
連江縣南竿鄉馬祖村35号

ピザ王樣
連江縣南竿鄉馬祖村66号
0836-25889 09:30~21:00

14

閩東之珠餐廳
連江縣南竿鄉馬祖村22號
0836-22900 11:00~22:30

閩東の珠レストラン
連江縣南竿鄉馬祖村22号
0836-22900
11:00~22:30

吃吃看レストラン
連江縣南竿鄉馬祖村68号
0836-22065
11:00~14:00、18:00~20:00

馬啡祖茶館
連江縣南竿鄉馬祖村55号
0836-22202

7

香林小館
連江縣南竿鄉馬祖村70號
0836-25370 10:00~21:00

香林食堂
連江縣南竿鄉馬祖村70号
0836-25370 10:00~21:00

建澍食堂
連江縣南竿鄉馬祖村65号
0836-22143
11:00~14:00、17:00~20:00

6

和田屋麵館
連江縣南竿鄉馬祖村78號
0836-25616 10:00~21:00

和田屋麵館
連江縣南竿鄉馬祖村78号
0836-25616
10:00~21:00

阿婆臭豆腐
連江縣南竿鄉馬祖村91号

5

大眾飲食店
連江縣南竿鄉馬祖村80號
0836-22185 09:00~22:00
大眾食堂
連江縣南竿鄉馬祖村80号
0836-22185 09:00~22:00

超群麵包城
連江縣南竿鄉馬祖村93号
0836-22251 07:00~21:00
4

力安複合式餐坊
連江縣南竿鄉馬祖村88號
0836-25109 11:00~20:30

馬祖釀商行
連江縣南竿鄉馬祖村109號
0836-22468
馬祖釀商行
連江縣南竿鄉馬祖村109号
0836-22468

32

馬港公車站
馬港ステーションコ

借問站 （まちかど観光案内所）

借問站 友善服務真正讚

フレンドリーなサービスにブラボー！

「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！

「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！フレンドリーな台の旅をおしみくだ
さい。
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

周邊地區旅遊諮詢服務

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。

人生地不熟•一問解千愁
フレンドリーな台湾の旅をお楽しみください

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！

24小時免付費旅遊諮詢服務熱線

0800-011765

借問站資訊

台灣好行 • 台灣觀巴

離島i-center旅遊服務體系
澎湖遊客中心

澎湖縣馬公市光華里171號

06-9216445

南海遊客中心

澎湖縣馬公市光復里新營路25號

06-9264738

北海遊客中心

澎湖縣白沙鄉赤崁村37之4號

06-9933082

岐頭遊客中心

澎湖縣白沙鄉岐頭村16-5號

06-9931527

後寮遊客中心

澎湖縣白沙鄉後寮村104之18號

06-9933437

吉貝遊客中心

澎湖縣白沙鄉吉貝村182之2號

06-9911487

小門地質館

澎湖縣西嶼鄉小門村11號

06-9982988

西嶼西臺遊客中心

澎湖縣西嶼鄉外垵村1鄰1之15號

06-9981577

望安綠蠵龜觀光保育中心

澎湖縣望安鄉東安村1號之4

06-9991368

七美遊客中心

澎湖縣七美鄉南港村26-4號

06-9971954

馬公機場旅遊服務中心

澎湖縣湖西鄉隘門村126-5號

06-9228115

南竿遊客中心

連江縣南竿鄉仁愛村95-2號

0836-25630

北竿遊客中心

連江縣北竿鄉坂里村47號

0836-56531

東引遊客中心

連江縣東引鄉樂華村160-1號

0836-77267

莒光遊客中心

連江縣莒光鄉福正村1號

0836-89388

離島i-center観光サービス体系
澎湖ビジターセンター

澎湖県馬公市光華里171号

06-9216445

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いします。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。

卡蹓英雄館
2012年以民宿色彩全新登場的馬祖國軍英雄館，讓這座曾是
軍管的戰地島嶼，有了承先啟後的時代意義。昔日戰亂時代
的國軍英雄濟濟一堂，今日旅遊年代的卡蹓英雄笑傲四方，
住在這裡，你就是卡蹓英雄；歡迎入住，讓馬祖為你頒授
榮耀勳章。

南海ビジターセンター

澎湖県馬公市光復里新営路25号

06-9264738

北海ビジターセンター

澎湖県白沙郷赤崁村37之4号

06-9933082

岐頭ビジターセンター

澎湖県白沙郷岐頭村16-5号

06-9931527

後寮ビジターセンター

澎湖県白沙郷後寮村104之18号

06-9933437

卡蹓英雄館

吉貝ビジターセンター

澎湖県白沙郷吉貝村182之2号

06-9911487

2012年に民宿としてオープンした新馬祖國軍英雄館には、
過去の戦場島嶼として新たな時代意義を与えられています。
その昔、国军英雄たちはここに集結し、
現在、旅行者の貴方はここに留まっています。
是非、馬祖の魅力を感じて感じてみて下さい。

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。

小門地質館

澎湖県西嶼鄉小門村11號

06-9982988

西嶼西台ビジター
センター

澎湖県西嶼鄉外垵村1鄰1之15号

06-9981577

望安アオウミガメ保育
センター

澎湖県望安郷東安村1-4号

06-9991368

台湾観光バス 台湾の美を探究する旅

七美ビジターセンター

澎湖県七美鄉南港村26-4号

06-9971954

馬公空港トラベルサービ
スセンター

澎湖県湖西鄉隘門村126-5号

06-9228115

南竿ビジターセンター

連江県南竿郷仁愛村95-2号

0836-25630

北竿ビジターセンター

連江県北竿郷坂里村47号

0836-56531

「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。

東引ビジターセンター

連江県東引郷楽華村160-1号

0836-77267

莒光ビジターセンター

連江県莒光郷福正村1号

0836-89388

24小時免付費旅遊諮詢服務熱線

0800-011765

