
片道乗車券
（トークン）

団体乗車券

入
場

乗車券のご案内 運行情報

環状線/板南線
の改札外乗換

年中
無休06:00 24:00

始発時刻 終電時刻

自転車持ち込み
片道乗車券

お忘れ物のご案内

MRTご利用時の注意事項

出
場

NT$ 80 / 枚
持ち込み料金を含んだ乗車券で、距離に関係なく一律
運賃となります。

利用可能時間：
休日終日、平日��:��~��:��および��:��~終電

文湖線全駅、環状線全駅、淡水駅、台北駅、忠孝新生
駅、忠孝復興駅、南京復興駅、大安駅を除く全��駅に
て、自転車の持ち込み・乗り継ぎをしていただけます。

発売額：片道運賃を基準

10名以上の場合は、それぞれ運賃の2割引

40名以上の場合は、それぞれ運賃の3割引

発売箇所：各駅のインフォメーション窓口
利用条件：
発売当日のみ有効です。使用開始後の払い戻しはで
きません。

発売箇所：各駅の自動券売機
発売当日のみ有効です。下車前途無効となるため、
片道区間のみをお求めのお客様におすすめです。
使用方法：
入場時、自動改札機にタッチしてください。
出場時、自動改札機の乗車券投入口に入れてください。

NT$ 150 / 枚

発売箇所：各駅のインフォメーション窓口
利用条件：お選びいただいたご利用日に、駅の自動
改札機が利用できます。カードのご利用をいただい
てからは、お選びいただいたご利用日の営業時間
内であればご乗車回数の制限なく台北MRTをご利
用いただけます。�回のご乗車でお一人様のみがご
利用になれます。

一日乗車券

��/��/��
時間券

駅構内（改札内）での滞在時間：
乗車駅と降車駅が異なる場合：�時間以内、
                                   同一駅の場合：��分以内。  
滞在時間を超過した場合は、追加運賃をお支払いください。各駅
のインフォメーション窓口、または自動改札機にて、当社の示す最
低片道運賃が差し引かれます。 
�歳未満の幼児・乳児（身長���センチ以上の場合は身分証明書
の提示が必要）、身長���センチ未満のこどもは、乗車券のある乗
客に同伴された場合、無料となります。
警察犬、身体障害者補助犬（盲導犬、聴導犬、介助犬）を除き、愛
玩用小動物（ペット）は、頭や手足などが出ない完全なケースに
入れたうえで、乗客�名につき�つまで持ち込むことができます。

喫煙、痰の吐き捨て（ビンロウの汁やかすを含む）、ポイ捨て（タバコの吸い殻、

ガム、果物類やその皮、種、汁、かす、その他の一般ゴミ）、飲食禁止エリア内で

の飲食（水を含む）、ガムやビンロウを噛む行為。

新北投駅
��-��������

剣潭駅
��-��������

西門駅
��-��������

台北���/世貿駅
��-��������

龍山寺駅
��-��������

淡水駅
��-��������

対象となる乗り換え駅で一旦、改
札口を出場してから、��分以内に
お乗り換えください。
片道乗車券で一旦、出場される場
合、黄色の自動改札機をご利用く
ださい。ICカード乗車券でお乗り換
えの方はすべての自動改札機をご
利用いただけます。

乗り換え先のすべての自動改札機
から入場できます。

対象となる乗り換え駅

［台北MRTご利用ガイド］
▪路線図

▪駅周辺の観光
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「台北捷運GO」のアプリをダウンロードし、「温馨服務」→「遺
失物協尋」→「協尋登録」画面にて、お忘れ物情報を登録しま
す。お忘れ物が見つかった場合、当社は、SMSまたはお電話に
て確認のご連絡をいたします。

お問い合わせ02-218-12345（24時間）

傘などのお忘れ物は各駅にてお受け取りいただけます。

発売箇所：各駅のインフォメーション窓口
利用条件：お選びいただいたご利用日に、駅の自動
改札機が利用できます。�回のご乗車でお一人様の
みがご利用になれます。カードを初めて駅でご利用
いただいてから��/��/��時間は、営業時間内であ
ればご乗車回数の制限なく台北MRTをご利用いた
だけます。

��時間券 NT$ 180 / 枚

��時間券 NT$ 280 / 枚

��時間券 NT$ 380 / 枚

文 湖 線

淡 水 信 義 線

松 山 新 店 線

中 和 新 蘆 線

板 南 線

環 状 線

北投-新北投

七張-小碧潭

約�~�分 約�~��分 約��分

ラッシュ時*路線 オフピーク時
運転間隔

��時以降

約�~�分

約�~�分

約�~��分 約��~��分

約�~�分 約��~��分

約��~��分

*ラッシュ時（平日��:��~��:��および��:��~��:��）

喫煙 飲食

体調不良 降車優先リュック 思いやり
席を必要とされる方、

配慮や援助が
必要な方へのご理解と
ご協力をお願いします。

他の方のご迷惑
にならないよう、

手にお持ちください。

降車されるお客
様を待ってから

ご乗車ください。

風邪の症状がある方、
体調不良の方は、

マスクの着用
をお願いします。

ポイ捨て痰の吐き捨て

注意事項

ツーリストサービスセンター

1.

2.

駅構内および車内では以下の行為が禁止されています。
違反した場合、罰金が科されます。

NT$ 100 / 枚
デポジットなしのため、入金（チャージ）
後に使用可能となります。
発売箇所：MRT各駅にインフォメーションカウン
ター (EasyCard、iPASSのみ) 、コンビニエンスス
トアなどを設置しております。
利用条件：

入金（チャージ）して繰り返し使用可能です。
ご乗車ごとに片道運賃が引かれます。
残額が不足した場合、一度のみ立て替えが可
能です。出場後、すぐに入金（チャージ）してくだ
さい。
一度のご乗車で�名のみご利用可能です。複数
枚のカードを同時にタッチしないでください。

乗継割引：
交通系ICカードを使って�時間以内に台北MRT
とバス、淡海LRT、安坑LRT間で乗り継ぎをされ
る場合、乗継割引が適用されます。
EasyCardを使って�時間以内に台北MRTと
YouBike間で乗り継ぎをされる場合、乗継割
引が適用されます。

入金（チャージ）方法：
「自動券売機」、「悠遊卡（EasyCard）券売機」で

入金（チャージ）できます。投入金額はすべて入
金（チャージ）となり、お釣りは出ません。
各駅のインフォメーション窓口でも入金（チャ
ージ）できます。

払い戻し：各ICカード業者にお問い合わせください。

ここにタッチしてください。
画面のメッセージをご確認
ください。
ゲートが開いたら通過
できます。

IC カード
乗車券
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中国宮殿風の館内には中国五千年の歴史を網羅
した文物が所蔵されています。
士林駅�番出口から「紅��、���、���、���、小
��、小��」バスに乗り、故宮博物院で下車
https://www.npm.gov.tw

紅樹林自然保留区

典型的な河口域の淡水紅樹林には、マングロー
ブ樹種のメヒルギが生い茂り、トビハゼ、シオマ
ネキ、水鳥などが生息する豊かな生態系が保た
れています。
紅樹林駅�番出口
https://conservation.forest.gov.tw/0000106

MRT駅周辺の観光スポット 観光情報はあくまでも参考であり、詳しくは各観光スポットの公式サイト、または現地情報をご確認ください。

圓山花博公園

台北��� 行天宮

国立故宮博物院

台北市立美術館

林家花園

忠烈祠

士林官邸

中正紀念堂 龍山寺

台北市立動物園

運動、教育、訓練および避難訓練体験などの施
設を備えたレジャー会館です。
復興崗駅�番出口から徒歩�分
https://btresort.metro.taipei

台北市児童新楽園

国父紀念館

猫空
ロープウェイ

台北小巨蛋
（台北アリーナ）

北投会館

台北市観光旅行サイト
http://www.travel.taipei

新北市観光旅行サイト
https://newtaipei.travel
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紅樹林駅
Hongshulin

士林駅
Shilin

龍山寺駅
Longshan Temple

大直駅
Dazhi

圓山駅
Yuanshan

行天宮駅
Xintian Temple

府中駅
Fuzhong

復興崗駅
Fuxinggang

士林駅
Shilin

剣潭駅
Jlintan

台北小巨蛋駅
Taipei Arena

台北���/世貿駅
Taipei 101/
World Trade Center

国父紀念館駅
Sun Yat-Sen
Memorial Hall

中正紀念堂駅
Chiang Kai-Shek
Memorial Hall

圓山駅
Yuanshan

動物園駅
Taipei Zoo

園内はテーマ別に「圓山公園エリア」、「美術公園
エリア」、「新生公園エリア」に分かれています。
圓山駅�番出口から直接圓山公園エリアへ。
また、「紅��」バス、または徒歩でその他の公
園エリアへ移動可能
http://www.expopark.taipei

高速エレベーターに乗り、わずか��秒で��階の
展望台に到着。台北市内を一望できます。
台北���/世貿駅�番出口
https://www.taipei-101.com.tw

行天宮は「関聖帝君（関公）」を祀っている廟で、
台湾北部エリアで参拝客の最も多い廟の一つ
です。
行天宮駅�番出口を出て、松江路と民権東路の
交差点から徒歩�分
https://www.ht.org.tw

台湾初の現代美術館で、台湾および世界の現代
芸術作品を展示しています。
圓山駅�番出口から花博公園「圓山公園エリア」
を通り抜け、中山北路三段を左に進む
https://www.tfam.museum

清朝時代に建てられた立派な装飾を誇る建物
は、当時としては珍しい大型の建築物で、現在
台湾で唯一完全な形で保存されている中国伝
統の園林建築です。
府中駅�番出口から府中路を文昌街まで進み、
交差点を右折。西門街の交差点を左折して約
��メートル
http://www.linfamily.ntpc.gov.tw

����年に北京にある故宮の太和殿を模して建
てられ、圓山エリアのランドマークの一つとなっ
ています。
大直駅から「���」バスに乗り、忠烈祠駅で下車
https://afrc.mnd.gov.tw/faith_martyr

園内には中国式庭園や西洋式庭園、バラ園、新
蘭亭、噴水などがあり、季節ごとに美しい花々が
楽しめます。
士林駅�番出口から福林路方向へ徒歩��分
https://www.culture.gov.taipei/frontsite/
shilin/index.jsp

敷地内にはギャラリー、講堂、中国式庭園など
があり、市民の憩いの場となっています。
中正紀念堂駅�番出口
https://www.cksmh.gov.tw

����年に建てられ、国の古跡に指定されていま
す。完全な状態で保存されている台湾の民間信
仰のお寺の一つです。
龍山寺駅�番出口を出て、西園路に沿って北へ
徒歩�分
http://lungshan.org.tw

自然保護、研究、教育、レクリエーションの要素
を兼ね備えた社会教育施設となっています。
動物園駅�番出口から徒歩ですぐ
https://www.zoo.gov.taipei

教育とレジャー、レクリエーションを兼ね備えた
親子で楽しめるテーマパークです。
剣潭駅�番出口から「��、紅��、児楽�号線、���

（休日運休）」バス
士林駅�番出口から「���区、紅��、���、児楽１
号線（平日運休）」バス
芝山駅�番出口から「児楽１号線（平日運休）」バス
https://www.tcap.taipei

中国古代の宮殿式建築で、市民のアウトドア、レ
ジャーの場となっている他、芸術文化の展示な
ども行われています。
国父紀念館駅�番出口
https://www.yatsen.gov.tw

台湾最長のロープウェイで、遠方には台北���
が望めます。猫空では散歩をしながら、お茶や
軽食などが楽しめます。
動物園駅�番出口から徒歩で猫空ロープウェイ
駅へ
https://www.gondola.taipei

スポーツ、コンサート、各種イベントに使用され
るメインホールの他、台湾で唯一国際基準を満
たした室内スケートリンクが併設されています。
台北小巨蛋駅�番出口
https://www.arena.taipei

台北旅行券を選ぼう

士林駅
Shilin

猫空ロープウェイ
Maokong Gondola

路線図

路線図は参考用であり、実際の位置と
は異なります。
Routes are depicted schematically 
and do not reflect the exact location.


