
あったかいバスタブ付き物件～特集！ 
 
天気が寒くなり、お仕事が終わって、 
帰宅後に暖かいバスタブに入たくなるでしょう。 
台湾は日本とは違い、普段生活にバスタブに入る習慣があまりない
ため、バスタブ付く物件は少ないです。 
 
今回の特集として、バスタブ付きの人気物件をおすすめます。 
お引越しを検討している方は是非、ご検討くださいませ。 

台灣世達志不動産顧問股份有限公司 

TEL:02-2511-0508 



① 台北市中山区 NT$60,000 (税込)      No.D3246 

間取り 2LDK 1Bath 

契約面積 約23坪 

築年数 ２０16年 

所在階数 8F/12F 

最寄駅 
MRT淡水信義線 
雙連駅 （徒歩約１0分） 

③ 台北市中山区 NT$50,000 (税込)      No.D1848 

間取り 1LDK 1Bath 

契約面積 約20坪 

築年数 ２０09年 

所在階数 14F/18F 

最寄駅 
MRT淡水信義線 
雙連駅 （徒歩約8分） 

② 台北市中山區 NT$45,000 (税込)      No. D3444 

間取り 1LDK 2Bath 

契約面積 約24坪 

築年数 2006年 

所在階数 2F/12F 

最寄駅 
MRT淡水信義線 
雙連駅 （徒歩約7分） 

④ 台北市中山区 NT$50,000 (税込)      No. D2926 

間取り 1LDK 1Bath 

契約面積 約29坪 

築年数 2009年 

所在階数 6F/14F 

最寄駅 
MRT淡水信義線/ 
        中和新蘆線 
民權西路駅 （徒歩約6分） 

https://goo.gl/maps/9ULFzCFoZseskFtN9
https://goo.gl/maps/9zHLfDGzShP4GEdm8
https://goo.gl/maps/Fg7FHVctH8eV5cnY9
https://goo.gl/maps/syhuR6xSAKime8mK9


⑤ 台北市信義区 NT$52,000 (税込)      No.B0476 

間取り 1Studio 1Bath 

契約面積 約15坪 

築年数 ２０08年 

所在階数 16F/19F 

最寄駅 
MRT淡水信義線 
台北101/世貿駅 （徒歩約
3分） 

⑦ 台北市中山区 NT$48,000 (税込)      No.D3594 

間取り 1LDK 1Bath 

契約面積 約18坪 

築年数 ２０15年 

所在階数 5F/12F 

最寄駅 
MRT文湖線 
中山國中駅（徒歩約10分） 

⑥ 台北市中正區 NT$42,000 (税込)      No. C1409 

間取り 1LDK 1Bath 

契約面積 約21坪 

築年数 2016年 

所在階数 11F/18F 

最寄駅 
MRT松山新店線 
北門駅 （徒歩約8分） 

⑧ 台北市中正区 NT$55,000 (税込)      No. D3372 

間取り 1+1LDK 1Bath 

契約面積 約23坪 

築年数 2006年 

所在階数 4F/11F 

最寄駅 
MRT板南線 
善導寺駅 （徒歩約1分） 

https://goo.gl/maps/GsJVLdRXdhMktxW17
https://goo.gl/maps/7RoMnC8S5HtTTczr7
https://goo.gl/maps/TQaEhT7Cm7KwdkaM7
https://goo.gl/maps/FgZkk11Qg3XWDDMx7


⑨ 台北市大同区 NT$75,000 (税込)      No.Ｃ１３６０ 

間取り 2LDK ２Bath 

契約面積 約４２坪 

築年数 ２００９年 

所在階数 ７F/1８F 

最寄駅 
MRT淡水信義線/板南線 
台北駅 （徒歩約３分） 

⑪ 台北市大同区 NT$65,000 (税込)      No.D3592 

間取り 3LDK 2Bath 

契約面積 約60坪 

築年数 ２０12年 

所在階数 3F/15F 

最寄駅 
MRT中和新蘆線 
大橋頭駅 （徒歩約6分） 

⑩ 台北市大同區 NT$50,000 (税込)      No. D3184 

間取り 2LDK 1Bath 

契約面積 約22坪 

築年数 2011年 

所在階数 4F/9F 

最寄駅 
MRT淡水信義線/ 
        松山新店線 
中山駅 （徒歩約1分） 

⑫ 台北市士林区 NT$80,000 (税込)      No. F1997 

間取り 3LDK 2Bath 

契約面積 約51坪 

築年数 2008年 

所在階数 4F/13F 

最寄駅 
MRT淡水信義線 
芝山駅 （徒歩約5分） 

https://goo.gl/maps/cCxABcuvh39H3eGYA
https://goo.gl/maps/pp64zJ6RD7zMHKj8A
https://goo.gl/maps/vjxTUKCqbXquaDNcA
https://goo.gl/maps/QpUKU9oLet1E8jR16


⑬ 台北市士林区 NT$95,000 (税込)      No.F1662 

間取り 3LDK 2Bath 

契約面積 約59坪 

築年数 ２０17年 

所在階数 14F/21F 

最寄駅 
MRT淡水信義線 
芝山駅 （徒歩約5分） 

⑮ 台北市北投区 NT$80,000 (税込)      No.F1531 

間取り 2+1LDK 2Bath 

契約面積 約45坪 

築年数 ２０15年 

所在階数 3F/14F 

最寄駅 
MRT淡水信義線 
石牌駅 （徒歩約3分） 

⑭ 台北市北投區 NT$82,000 (税込)      No. F1823 

間取り 2+1LDK 2Bath 

契約面積 約38坪 

築年数 2013年 

所在階数 11F/11F 

最寄駅 
MRT淡水信義線 
明德駅 （徒歩約1分） 

⑯ 新北市淡水区 NT$50,000 (税込)      No. G0083 

間取り 3LDK 2Bath 

契約面積 約45坪 

築年数 2003年 

所在階数 16F/25F 

最寄駅 
MRT淡水信義線 
紅樹林駅 （徒歩約6分） 

https://goo.gl/maps/queABvy4widsswmS9
https://goo.gl/maps/DMJ7QQxdpeWiraPr8
https://goo.gl/maps/Yr4gRvH5335Dj7gCA
https://goo.gl/maps/maKkisyKdj94AitT8


お風呂に入るメリット： 
◆カロリー消耗 
 暖かいお湯で、汗を大量にかけることで、カロリー消費できます。 
 
◆ぐっすり眠れる 
 暖かいお風呂から出ると、体の温度は下がり、メラトニンが大量
に発生し、眠りを誘う作用があり、寝やすくになります。 
 
また、お好きな入浴剤を入れ、心身ともに癒すことができるでしょう。 
台湾も12月に入ると、やっと冬の感じがありますね。 
年末に向け何かとご多用かと存じますが、お身体にお気をつけて良
き新年をお迎えください。 
 
今回ご紹介させて頂きた物件は現在空室となり、旧正月前お引越し
できる物件でございます。 
ご内覧になりたい場合、遠慮なくお申し付けくださいませ。 


