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株式会社エイチ・アイ・エス（本社：東京都新宿区 代表取締役社長：平林 朗 以下 H.I.S.）は、H.I.S.台湾支店が中心

となって運用する Facebook ページ「いいね！台湾」のファンを対象に、「台湾好きが決める！台湾行くなら絶対食べたいグルメ投票
キャンペーン」と題し、台湾グルメの王道である小籠包やマンゴーかき氷、担担麺などの中から、訪台時に必ず立ち寄ってしまう絶品グ
ルメに投票して頂きました。 
＼台湾好きが決める！台湾行くなら絶対食べたい台湾グルメランキング／：http://bit.ly/1Hab6b2 

 
本キャンペーン実施にあたり、「いいね！台湾」のファンに「アナタだからこそ知っている 

オススメの台湾情報」を募集したところ、ご参加頂いた方の約半数が 10 回以上 
台湾を訪れた経験があり、リピーターだからこそ知っている情報が多数集まりました。 
その回答から絶品グルメ 19 店舗 20 メニューを厳選し、投票頂いた結果は以下の 
通りです。 
 堂々の 1 位に輝いたのは、阿宗麺線（アゾンミェンシェン）の「麺線」で、カツオ出汁 
がきいたスープが人気の B 級グルメが多くの台湾好きからの支持を得ました。 

次いで 2 位に小籠包を世界に広めた名店、鼎泰豊（ディンタイフォン）の「小籠包」、 
3 位には冰讃（ピンザン）の「マンゴーかき氷」が輝きました。 

台湾は身近な海外旅行先として人気を誇り、今年の夏休みの海外旅行先 
ランキングでもホノルル、グアムに次いで 3 位にランクインしています。世界四大博物館の         故宮博物院（イメージ） 
一つで約 65 万点もの中国皇帝たちのコレクションを収蔵する世界遺産「故宮博物院」や、赤い提灯がノスタルジックな雰囲気を醸し
出す九フンなどの観光スポットはもちろんですが、屋台で楽しめる B 級グルメから高級レストランでの豪華料理といったバラエティ豊かな
台湾グルメも人気の理由です。 
 本キャンペーンの結果を受け、上位２位に輝いたグルメメニューをツアーに盛り込んだ新商品を造成し販売いたします。今回のランキ
ングを参考に、旅行の醍醐味の一つであるお食事もお楽しみ頂ければと考えております。 
 今後も H.I.S.はキャンペーンを通じて様々な観点からお客様の声に耳を傾け、お客様のご旅行がより快適で充実したものになるよ
う、情報のご提供に努めてまいります。 

 
≪投票キャンペーンランキング結果≫ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

【H.I.S. SNS 旅トレンド調査｜いいね！台湾編】 

台湾好きが決める！台湾行くなら絶対食べたい台湾グルメ 10 選 
あの名店の小籠包を抑え、栄えある 1 位は地元民も並ぶ B 級グルメの麺料理！ 

 1 位 阿宗麺線（アゾンミェンシェン）の「麺線」  
カツオ出汁がきいたスープが人気！豚の大腸が入った麺料理。 
見た目はソーメンのようですが茶色く、とろみとコクのあるカツオの出汁が良くきいたスープが人気です。 
西門店では行列ができるものの、テーブルがないため基本は立ったままお召し上がりいただくことで回転が速く 
長く待つことはないようです。台湾に来たら絶対外せないという声を多数獲得し、堂々の 1 位に輝きました。 
お客様の声：「味付けは出汁がきいており、日本にはない味で有るにも関わらず、どこか懐かしい。」 
住所：台北市峨嵋街 8 号之 1、最寄駅：MRT 西門駅出口 6 

 2 位 鼎泰豊（ディンタイフォン）の「小籠包」   
小籠包を世界に広めた名店！日本でもお馴染みの鼎泰豊。鶏ガラの出汁に秘伝の調味料をプラスしたスー
プが人気です。ほとんどの店員さんが日本語をある程度理解できるので、言葉が不安な方も安心です。台湾グ
ルメの中でもお馴染みの名店として、安定した票が集まりました。 
お客様の声：「ベタですが美味しいものは美味しい！」 
住所：台北市信義路二段 194 号、最寄駅：MRT 東門出口 5 
 

 3 位 冰讃（ピンザン）の「マンゴーかき氷」  
マンゴーの時期しか営業しないこだわりの店！味の付いたフワフワに削られた氷か、普通の氷か選べます。オーダー
を受けてから剥いてくれるマンゴーはとってもジューシー。オレンジ色に輝くマンゴーがこれでもかという程たっぷり入っ
ています！4 月～10 月くらいのマンゴーの時期にしか営業しない、こだわりのお店が人気を集めました。 
お客様の声：「美味しすぎて 1 日に 2 回食べました^_^」 
住所：台北市雙連街 2 号、最寄駅：MRT 淡水線 雙連駅出口 2 から徒歩 3 分 

1 位＆2 位を記念して特別ツアーをご用意！「阿宗麺線」で麺線 1 杯と「鼎泰豊」でのディナー付  
その他、淡水名物・海老ロールと梅ジュースを堪能し、「騒豆花」、「台北牛乳大王」、屋台が軒を連ねる「士林夜市」を巡ります。 
【7/9（木）発売開始】 成田発着 台湾グルメラリー付！台北 4 日間 4.98～11.9 万円 http://bit.ly/1eFd9Kk 
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【H.I.S.SNS 旅トレンド調査｜いいね！台湾編】 
台湾通が決める！台湾行くなら絶対食べたい台湾グルメランキング：http://bit.ly/1Hab6b2  

 
 

4 位 鬍鬚張魯肉飯(フーシュィ
ジャンルーロウファン)の「魯肉飯」 
安く気軽に食べられる庶民の味！ 
「魯肉飯」とは、豚肉のそぼろがけ 
ご飯で、安く気軽に食べられる庶民の
味です。豚のあご下の肉を 5 時間以
上かけて煮込んでいるとか。 
ファーストフード店のような気軽さが 
台湾好きに人気でした。 
お客様の声：「自分では再現できな
い、説明できない味。すっごくおいし
い！大好き！」 
住所：台北市寧夏路 62 号（美食
文化館）、最寄駅：MRT 雙連駅 
出口 1 

5 位 金品茶楼（ジンピンチ
ャロウ）の「小籠包」  
あっさりとした味が女性に人気！ 
MRT 中山駅から徒歩 10 分程
度の場所にあるお店。 
茶葉の取り扱いで有名な「金品
茗茶」が開いたレストランです。 
オススメは小籠包。スープと肉の
バランスが良く、皮も程よい薄さ。
小籠包はもちろん「どの料理を食
べても美味しい」といった小籠包
以外のメニューも好評でした。 
お客様の声：「あっさりさっぱり繊
細な味で美味しかったです♪」 
住所：台北市中山区長春路
16 号、最寄駅：MRT 中山駅 

6 位 アイスモンスターの 
「マンゴーかき氷」  
マンゴーかき氷の火付け役でかき
氷の名店。氷までマンゴーの味が
するかき氷が人気です。看板メニ
ューはもちろんマンゴーかき氷です
が、マンゴー以外にもイチゴやコー
ヒーなどメニューが豊富！色んな
味を試してみたいといった声が集
まりました。 
お客様の声：「ふわふわ、美味し
すぎてあっという間にたいらげちゃ
いました！」 
住所：台北市忠孝東路四段
297 号（忠孝店）、最寄駅：
MRT 国父紀念館駅出口 1 

7 位 佳徳糕餅の「パイナップ
ルケーキ」  
数々の受賞経験がある有名店！ 
MRT 松山線の南京三民駅近くに
あり、地元民にも大人気のお店で
す。パイナップルジャムはたっぷり、外
のクッキーはサクサクしていて絶品！ 
パイナップルケーキで数々の賞を受
賞し、誰もが知る有名店に絶賛の
声が集まりました。 
お客様の声：「このパイナップルケー
キの美味しさに感動。台北に行く時
は必ず買ってきます。」 
住所：台北市松山区南京東路 5
段 88 号、最寄駅：MRT 松山線 
南京三民駅出口 2 から徒歩 3 分 

8 位 春水堂（チュンスイタ
ン）の「タピオカミルクティー」  
タピオカミルクティー発祥の店！ 
毎年、その時期の最高のお茶を選
定し一括購入を行い、出荷日と購
入日を記録し、一定期間内で使い
切るようにしているんだとか。 
ベストな状況で提供できるよう調理
方法も全て計算されているそうです。 
本場台湾の味が好評でした。 
お客様の声：「松山空港から日本
へ帰国の際、最後の締めとして必ず
いただいています。」 
住所：台北市松山區敦化北路
340 の 9 号（松山空港 2 階） 

9 位 頼阿婆芋圓（ライアー
ポゥユィエン）の「お汁粉」 
モチモチの団子がどこか懐かしい！ 
人気の観光地・九フンにある人気
のお店。タロイモやサツマイモなど 4
種類のカラフルな団子が入った台
湾版のお汁粉で、温かい or 冷た
いから選べます。上品な甘さで 
くどくなく、優しい味で、一杯でもお
腹いっぱいになります。どこか懐かし
い味に票が集まりました。 
お客様の声：「これ、見た目以上
に美味しかったなぁ！」 
住所：新北市瑞芳区基山街
143 号、交通手段：舊道(旧
道)のバス停から徒歩 8 分 

10 位 明月湯包（ミンユエタ
ンパオ）の「小籠包」 
冷めても美味しいと評判！ 
黒豚肉のアンは脂身と赤味が 1：5
の比率で厳密に計られており、その
アンに豚皮、鶏などから取った煮凝り
を加え、モチモチの皮で包んだ小籠
包。テイクアウトされるお客様も多
く、冷めても美味しいと評判です。王
道の小籠包はもちろんのこと、甘い
デザート小籠包も人気でした。 
お客様の声：「これはこれは！！表
現できないくらい美味い。忘れられ
ないよ。」 
住所：台北市基隆路二段
162-4 号（本店）、最寄駅：
MRT 六張犁駅 

本件に関するマスコミからのお問い合わせ先 

株式会社 エイチ・アイ・エス 東日本地区 広報担当 ： 高司（タカジ） 

TEL：03-5908-2346  FAX：03-5908-2187 営業時間 平日）10:00～18:30、 土日祝） 休み 


