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今年の秋はあべのハルカスが台湾に染まる！

「ようこそ台湾ワールドへ」
「食べる」「観る」「感じる」「つなぐ」をテーマに、

台湾グルメやランタン装飾、二胡の生演奏会などをお楽しみいただけます！
～２０２１年１０月６日（水）から１０月３０日（土）まで～

日本一高いビル「あべのハルカス」では、本年１０月６日（水）から１０月３０日（土）まで、
「食べる」「観る」「感じる」「つなぐ」をテーマに、台湾旅行気分をお楽しみいただけるイベン
ト「ようこそ台湾ワールドへ」を開催いたします。
「あべのハルカス」は、２０１７年３月に台湾で一番高いビル「台北１０１」と友好協定を締結

しており、この度、台湾観光協会大阪事務所との共同企画として「台北１０１」等と連携し、「あ
べのハルカス」から台湾の魅力を発信できればと考え、本イベントを実施することとなりました。

本イベントでは、台湾の魅力の１つである「食べる」をテーマに、「あべのハルカス」館内の各
施設（あべのハルカス近鉄本店・大阪マリオット都ホテル・カフェチャオプレッソ・ハルカス３０
０（展望台））において、定番の豆花や台湾茶などのほか、トレンドの台湾カステラやダージーパ
イなど、多種多様な台湾グルメをご用意いたします。

また、本場台湾のランタン約２１０基と直径約１.２ｍの巨大ランタンのほか、台湾で約１５５年
間、代々手描きのランタンを作り続けている「北港 森興燈籠店」の五代目「林聰賢さん」が手掛
けた「あべのハルカス」の開業７周年を祝うオリジナルランタンが登場いたします。ランタンには
邪気払いや無病息災といった意味が込められており、「あべのハルカス」から縁起の良い明るいメ
ッセージを発信できればと考えています。
そのほか、日本でも馴染みがある二胡の生演奏や、台湾で評判の占い師とオンラインでつなぐ占

いイベントなど、台湾の雰囲気もお楽しみいただけます。
さらに、館内各所の会場を「つなぐ」、台湾の文化や旅の知識をテーマにしたクイズラリーを実

施いたします。

本イベントを通して、台湾ファンの方はもちろん、台湾を訪れたことがない方にも、台湾の魅力
と雰囲気をお楽しみいただければと考えています。
イベントの詳細につきましては、別紙のとおりです。
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【台湾スイーツ「豆花」】 【手描きのオリジナルランタン】

２０２１年９月２９日

近鉄不動産株式会社

【ランタン装飾 イメージ】



●「食べる」
１．あべのハルカス近鉄本店 ウイング館地２階 イベントホール

マンゴーかき氷や台湾ドーナツ、台湾カステラなど人気の台湾グルメが期間限定で登場します。
【提供期間】１０月６日（水）～１０月１２日（火）

２．カフェチャオプレッソ １７階

３．大阪マリオット都ホテル １９階
（１）LOUNGE PLUS（ラウンジプラス）：豆花 台湾紅茶セット（日月潭紅茶）

（２）COOKA（クーカ）：鶏排（ジーパイ）、台湾まぜそば ※ブッフェメニューにて提供

４．ハルカス３００（展望台） ５８階 天空庭園（屋外ブース）

別紙
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鶏排は台湾屋台の人気メニュー。
五香粉（特製のミックススパイス）のエスニックな香りが特徴の漬けダレ
に漬け込み、特製の衣でカリッと揚げた台湾風唐揚げです。
鶏胸肉を１枚使った巨大なサイズに圧倒されること間違いなしです。

【販売価格】ランチ4,300円～ ディナー7,800円～（税・サ込）
※大人（ブッフェ料金）

【提供期間】１０月１６日（土）～１０月３１日（日）

大豆固形分の高い豆乳を使用することで濃厚かつ口溶けの良い豆花に仕上
げました。
８種類の厳選した具材が華やかに彩り、てんさい糖で作った生姜シロップ
が全体を引き立ててくれます。台湾の鶯歌で作られた茶器で提供する台湾
紅茶（日月潭紅茶）と一緒に、是非、ご賞味ください。

【販売価格】2,800円（豆花単品 1,800円）（税・サ込）
【提供期間】１０月６日（水）～１０月３１日（日）

「ようこそ台湾ワールドへ」１０月６日（水）～１０月３０日（土）の詳細について

台湾をテーマにしたチャオプレッソオリジナルドリンクの杏仁フォーム
ティーが登場します。
日本でも人気の高い杏仁デザートをイメージした杏仁クリームを３種類の
TEAにトッピングしました。
台湾発祥のチーズティ―のように、ウーロン茶、ジャスミン茶、抹茶のそ
れぞれの味わいと口当たりの良い杏仁クリームをお楽しみいただけます。
チャオプレッソの中でもあべのハルカス店限定販売です。

【販売価格】各４８０円（税込）

台湾屋台に見立てた屋外ブースで、五香粉とスパイスを効かせた台湾屋台
の定番メニュー「ダージーパイ」や八角が効いたやわらか豚バラ肉をはさ
んだ台湾バーガー「ルーローまん」のほか、台湾の紅茶を使ったドリンク
など、オリジナルメニューをご用意いたします。

・ダージーパイ
・ルーローまん
・マンゴーティーソーダ
・スカイサンセット

【販売価格】各６００円（税込）



●「観る」
１．ランタン装飾

台湾から取り寄せたランタン約２１０基と、あべのハルカス７周年にちなみ
７色にともる直径約１.２ｍの巨大ランタンが登場いたします。

【展示場所】 ２階 ウエルカムガレリア（約６０基）
１６階 ロビー（約１５０基＋巨大ランタン１基）

２．手描きのオリジナルランタン８基の展示
１８６６年に創業し、約１５５年間、代々ランタンを一から作り上げて
いる「北港 森興燈籠店」の五代目・林聰賢さんが手掛けたオリジナル
ランタンを８基展示いたします。
白色と黄色のランタンに、つがいの龍と、一～七の漢数字を含んだ台湾で
縁起がいいとされる四字熟語のほか、七周年を祝う「七周年慶」が描かれ
ています。

【展示場所】 １６階 ロビー

３．二胡の生演奏
日本でも馴染みがある二胡は、２本の弦を馬の尾の毛を張った弓で演奏します。
台湾で親しまれている曲を、二胡の美しく情感豊かな音色で披露いたします。

【実施日時・場所】
１０階 神農生活 １０月 ９日（土）、１０日（日）
１７階 オフィスロビー １０月１６日（土）、１７日（日）、

２３日（土）、２４日（日）、３０日（土）
各日１３：００～、１５：００～ （各回３０分程度）

【二胡 演奏者 魏麗玲（ウェイ リーリン） 】
１０歳より二胡をはじめ、国立芸術音楽専科にて、二胡・琵琶・ピアノなどを
学び、台湾と日本の交流を深めることに貢献されています。

※参加無料
※新型コロナウイルス感染予防対策のため、人数を制限する可能性があります。

●「感じる」
１．台湾雑貨の販売

台湾茶の「茶嘉葉」や「田田製作所」のピアスなど、台湾好きが喜ぶ魅力いっぱい
の雑貨がウイング館９階催会場に集結します。

【実施期間】 １０月６日（水）～１０月１２日（火）

２．神農生活 限定イベント
（１）神農生活 お楽しみ袋の販売

オープン半年記念の感謝を込めて、お楽しみ袋を限定５０個で販売します。
さらに、素敵な賞品が当たるお楽しみ抽選会を開催します。
※なくなり次第終了となります。

【実施期間】 １０月６日（水）～１０月１２日（火）

（２）神農生活 特設ショップの設置
１６階ロビーで神農生活の雑貨や食材の出張販売を行います。

【販売日時】１０月 ９日（土）、１０日（日）、
１６日（土）、１７日（日）、
２３日（土）、２４日（日）、３０日（土）

各日１１：００～１７：００
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【神農生活 イメージ】

【ランタン装飾 イメージ】

【手描きオリジナルランタン 制作風景】

【魏麗玲さん】

【茶嘉葉】

【ピアス】



（３）豆花専門店「南所豆花」 特設ショップ
「南所豆花」は台南出身の林峰旭さんが２０２０年４月に大阪市内にオープンした豆乳豆花の専門
店です。
期間限定で１６階ロビーにて出張販売いたします。
本場の豆乳豆花をお土産としてお持ち帰りください。

【販売日時】１０月２０日（水）～２６日（火） 各日１１：００～１７：００

３．台湾占い師によるオンライン占い
台湾とあべのハルカスの会場をオンラインでつなぎ、「四柱推命」という占い方法で、会場の皆さまの
運勢を占います。

【実施日時・場所】
１７階 オフィスロビー
１０月１６日（土）、１７日（日）、２３日（土）、２４日（日）、３０日（土）
各日１４：００～、１６：００～ （各回３０分程度）

【占い師】
台湾の占い横丁にブースを持つ、当たると評判の占い師「徐實琴先生」が
出演します。
日本語堪能で口調もやさしく穏やかで声を聴いているだけでも癒されます。

※参加無料
※新型コロナウイルス感染予防対策のため、人数を制限する可能性があります。

●「つなぐ」
１．ハルカスセブン台湾観光クイズラリー

台湾の文化や旅の知識をテーマにしたクイズを、館内を巡りながら解いていただけます。

【実施期間】 １０月６日（水）～１０月３０日（土）

【ラリー用紙配布場所・クイズスポット】
２階 ウエルカムガレリア （応募箱設置場所）

１０階 神農生活① （応募箱設置場所）
１０階 神農生活②
１６階 展望台・美術館ロビー （応募箱設置場所）
１７階 カフェチャオプレッソ
１７階 写真展コーナー
１９階 ラウンジプラス

【参加方法】
（１）ボーディングパスに見立てたラリー用紙を用いて、上記７ヶ所のクイズスポットの問題を解く。
（２）７ヶ所のクイズに解答し、２階 ウエルカムガレリア、１０階 神農生活、１６階 ロビーに

設置している応募箱へ投函する。
（３）ご応募いただいた中から抽選で、豪華賞品をプレゼント。

【当選発表】
１１月中旬（予定）
※賞品の発送をもってかえさせていただきます。

【クイズラリー用紙 イメージ】

【徐實琴先生】
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【賞品 一例】
・台湾観光賞
京焼・清水焼のオリジナルおちょこ １０名様

・台北１０１賞
台北１０１ オリジナルグッズ詰め合わせ ２名様

・あべのハルカス賞
神農生活 食品詰め合わせ ５名様
あべのハルカス美術館 ペアチケット ５組１０名様
カフェチャオプレッソ 食事券1,000円分 １０名様
大阪マリオット都ホテル
（１）COOKA ランチブッフェペア食事券 １組２名様
（２）ZK ディナーペア食事券 １組２名様
ハルカス３００（展望台） ペアチケット ５組１０名様

２．あべのハルカス 公式Twitter × 台湾観光協会大阪事務所 公式Instagram コラボキャンペーン
【応募方法】
・あべのハルカス 公式Twitterの場合
（１）あべのハルカス公式Twitter（@abenoharukas）をフォロー
（２）対象のツイートを「リツイート」する

・台湾観光協会大阪事務所 公式Instagramの場合
（１）台湾観光協会大阪事務所公式Instagram（@taiwan_mikke）をフォロー
（２）対象のポストを「いいね」する

【賞 品】台北マリオットホテル ペア宿泊券（１組２名様）
※有効期限は２０２２年末となりますが、新型コロナウイルスの感染拡大状況等により延長
する場合がございます。

【当選発表】１１月中旬（予定）
台湾観光協会大阪事務所公式Instagramからの当選連絡をもってかえさせていただきます。

３．台北１０１ コラボ企画
台北１０１とあべのハルカスは、２０１７年３月９日に友好協定を締結しています。
台北１０１の模型や人気のお土産グッズを展示します。

（１）台北１０１ PRブース
【実施日時】 ２０２１年１０月６日（水）～１０月３０日（土）
【場 所】 １６階 シャトルエレベーターホール

（２）Instagramコラボライブ
【実施日時】 ２０２１年１０月８日（金）２１：００～２１：３０ ※日本時間
【内 容】 友好協定を締結している台北１０１とあべのハルカスが、Instagram上でコラボ

ライブ配信。両施設の紹介を通じ、視聴者に旅行気分を味わっていただけます。

４．台湾へ想いをつなぐ写真展
台湾の行ってみたい場所を調査したアンケート結果を発表いたします。
アフターコロナにおける台湾旅行プランを写真展を通じてご提案いたします。

【実施期間】 １０月６日（水）～１０月３０日（土）
【展示場所】 １７階
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【写真展 イメージ画像】

【台北マリオットホテル イメージ写真】

【台北１０１賞 グッズ イメージ】

【台湾観光賞 おちょこ】



「ようこそ台湾ワールドへ」 フロア別イベント一覧
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場所 内容
開催日時

１０月６日（水）～１０月３０日（土）
期間が異なる場合のみ記載

近鉄百貨店
あべのハルカス近鉄本店
（地２階～１４階）

●食べる
・地２階 イベントホール
・１０階 神農生活、茶市場、食習

台湾グルメの販売

●観る
・２階 ウエルカムガレリア

ランタン装飾
・１０階 神農生活

二胡の生演奏

●感じる
・９階 催会場

台湾雑貨の販売
・１０階 神農生活

お楽しみ袋の販売

・台湾グルメの販売 地２階
１０月６日（水）～１２日（火）

・二胡の生演奏
１０月９日（土）、１０日（日）
各日１３：００～、１５：００～
（各回３０分程度）

・台湾雑貨の販売、お楽しみ袋の販売
１０月６日（水）～１２日（火）

展望台・美術館ロビー
（１６階）

●観る
・ランタン装飾

●感じる
・神農生活、南所豆花 特設ブース

●つなぐ
・台北１０１ コラボ企画

・神農生活 特設ブース
１０月９日（土）、１０日（日）、

１６日（土）、１７日（日）、
２３日（土）、２４日（日）、
３０日（土）
各日１１：００～１７：００

・南所豆花 特設ブース
１０月２０日（水）～２６日（火）

各日１１：００～１７：００

カフェチャオプレッソ
（１７階）

●食べる
・杏仁フォームティー３種を提供

オフィスロビー
（１７階）

●観る
・二胡の生演奏

●感じる
・オンライン占い

●つなぐ
・台湾へ想いをつなぐ写真展

・二胡の生演奏、オンライン占い
１０月１６日（土）、１７日（日）、

２３日（土）、２４日（日）、
３０日（土）

二胡の生演奏
各日１３：００～、１５：００～
（各回３０分程度）

オンライン占い
各日１４：００～、１６：００～
（各回３０分程度）

大阪マリオット都ホテル
（１９階）

●食べる
・LOUNGE PLUS
豆花、台湾紅茶セットを提供

・COOKA
鶏排、台湾まぜそばを提供

・LOUNGE PLUS
１０月６日（水）～３１日（日）

・COOKA
１０月１６日（土）～３１日（日）

ハルカス３００（展望台）
（５８階）

●食べる
・５８階 天空庭園（屋外ブース）
ダージーパイ、ルーローまん等の販売

あべのハルカス全館
●つなぐ
・ハルカスセブン台湾観光クイズラリー



日本一高いビル「あべのハルカス」は、台北金融大楼股份有限公司（本社：台湾 台北市）が運営する
台湾で一番高いビル「台北１０１」と、認知度向上や相互誘客を目的とした友好協定を２０１７年３月
に締結しています。
ともに展望台を有する超高層複合ビルで共通点も多く、相互誘客の取組みなどが実施できることから、

友好協定の締結に至りました。
「あべのハルカス」と「台北１０１」は、友好協定の締結を契機に、日台の観光友好の更なる促進のた

め、相互誘客イベントやキャンペーンを共同で、継続的に実施しています。
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台北１０１とあべのハルカスの友好協定について

「神農生活」（運営会社：神農市場有限公司）は、ニューヨーク発祥の“食に関するセレクトショッ
プ”に強くインスピレーションを受け、料理を食べることや作ることが好きな人のために“夢のような食
材が集まる場所を提供したい”と考えて生まれたブランドです。自分達が良いと認めたこだわりの商品を
集めたライフスタイルショップであり、台湾国内の老舗メーカーとコラボしたPB商品も開発しています。

現在、台湾では、花博店（台北、２０１３年開業）と南西店（台北中山駅前、２０１８年開業）の２
店舗を展開しています。洗練された空間デザインやディスプレイに加えてパッケージデザインなども優れ
ており、台湾国内だけでなく日本人旅行客からも注目されSNSなどにも多数登場し、多くの方々から絶
大な支持を得ています。

台湾の家庭料理が楽しめるレストラン「食習」や、日本最大級の品数を取り揃えた台湾茶のセレクト
ショップ「Oolong Market 茶市場」も同時にオープンし、台湾を存分に楽しめる３つのゾーンが誕生し
ました。コロナ禍で海外旅行に行けない今、台湾の食、雑貨などのライフスタイルに触れることで、台湾
旅行気分を手軽に楽しめます。

ご参考

神農生活について

【あべのハルカス近鉄本店 １０階 フロアマップ】



８

１９９９年に設立し、北陸から沖縄までの西日本エリアの台湾観光プロモーションを展開しています。
（東日本エリアは東京事務所が管轄。）
２０１３年より、「台湾見っけ！」をテーマに、公式Instagramや公式Facebookで台湾の魅力や旅行

情報、キャンペーン情報などを積極的に発信しています。台湾旅行が好きな方と活発なコミュニケーショ
ンをとるために、多彩なイベントも開催しています。

台湾観光協会 大阪事務所について


