
使いやすいキッチンがある物件～特集！ 
 
旧正月あけましておめでとうございます。 
旧正月の連休は、皆様はどうやってお過ごしされたでしょうか。 
台湾の伝統では、旧正月連休の間は家族と一緒に家で過ごし、年
菜（台湾のおせち料理）を食べます。 
現在飲食店やホテルでも豪華な年菜を販売していますが、台湾では
家族と一緒に家で年菜を作ることで、旧正月の雰囲気を感じながら
新しい一年を迎えます！ 
 
今回の特集は、料理しやすいキッチンがある物件のお勧めでございま
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$45,000 (税込)      No.D2565 

間取り 1LDK 1Bath 

契約面積 約27坪 

築年数 ２０13年 

所在階数 7F/14F 

最寄駅 
MRT淡水信義線/ 
        中和新蘆線 

民権西路駅 （徒歩約3分） 

③ 台北市中山区 NT$40,000 (税込)      No.D3603 

間取り 3LDK 2Bath 

契約面積 約17.49坪 

築年数 ２０00年 

所在階数 5F/13F 

最寄駅 
MRT淡水信義線 
雙連駅 （徒歩約10分） 

② 台北市中山区 NT$60,000 (税込)      No. D0880 

間取り 3LDK 2Bath 

契約面積 約25坪 

築年数 2005年 

所在階数 10F/12F 

最寄駅 
MRT淡水信義線 
雙連駅 （徒歩約10分） 

④ 台北市大同区 NT$38,000 (税込)      No. D3607 

間取り 1+1LDK 1Bath 

契約面積 約14坪 

築年数 2012年 

所在階数 2F/10F 

最寄駅 
MRT淡水信義線/ 
        松山新店線 
中山駅 （徒歩約7分） 

https://goo.gl/maps/mMMS7o6Kyyb7EBws7
https://goo.gl/maps/SiDy3bQi6URXny2x6
https://goo.gl/maps/AER2f8h2JoGZCiXo9
https://goo.gl/maps/XQ8wgdq3kvGr5tik6


⑤ 台北市大同区 NT$62,000 (税込)      No.Ｃ1268 

間取り 2LDK 1Bath 

契約面積 約34坪 

築年数 ２０12年 

所在階数 3F/１3F 

最寄駅 
MRT淡水信義線∕ 
    板南線 
台北駅 （徒歩約3分） 

⑦ 台北市中正区 NT$56,000 (税込)      No.C1083 

間取り 2LDK 1Bath 

契約面積 約33坪 

築年数 ２０12年 

所在階数 11F/15F 

最寄駅 
MRT松山新店線/ 
     中和新蘆線 
古亭駅（徒歩約2分） 

⑥ 台北市中山区 NT$80,000 (税込)      No. C1196 

間取り 2LDK 2Bath 

契約面積 約32坪 

築年数 2015年 

所在階数 2F/7F 

最寄駅 
MRT松山新店線/ 
    中和新蘆線 
松江南京駅 （徒歩約5分） 

⑧ 台北市松山区 NT$40,000 (税込)      No. A0709 

間取り 2LDK 1Bath 

契約面積 約26坪 

築年数 1985年 

所在階数 12F/17F 

最寄駅 
MRT文湖線 
中山國中駅 （徒歩約3分） 

https://goo.gl/maps/BNZZ5FZ6RmgiYGPM6
https://goo.gl/maps/wxvdUJmgkC7agC3u8
https://goo.gl/maps/ked9jw4GKndjQJ4n9
https://goo.gl/maps/vAJTyLvRPQKB12Zw7


⑨ 台北市松山区 NT$42,000 (税込)      No.B1816 

間取り 2LDK 2Bath 

契約面積 約13坪 

築年数 2006年 

所在階数 6F/11F 

最寄駅 
MRT松山新店線 
台北小巨蛋駅 （徒歩約8
分） 

⑪ 台北市信義区 NT$80,000 (税込)      No.B2241 

間取り 2LDK 1Bath 

契約面積 約26坪 

築年数 ２０07年 

所在階数 19F/19F 

最寄駅 
MRT淡水信義線 
象山駅 （徒歩約8分） 

⑩ 台北市中山区 NT$45,500 (税込)      No. D3617 

間取り 2LDK 1Bath 

契約面積 約30坪 

築年数 2013年 

所在階数 2F/11F 

最寄駅 
MRT中和新盧線 
中山國小駅 （徒歩約3分） 

⑫ 台北市中正区 NT$60,000 (税込)      No. E0645 

間取り 3LDK 2Bath 

契約面積 約16坪 

築年数 2005年 

所在階数 7F/8F 

最寄駅 
MRT淡水信義線/ 
        中和新蘆線 

東門駅 （徒歩約9分） 

https://goo.gl/maps/hNB2fjGGnReAUZw39
https://goo.gl/maps/cM1FKgt8WPFiY57H8
https://goo.gl/maps/cBaqk4xdAvF7ASFC9
https://goo.gl/maps/KTcmCSDooiQhJexr8


⑬ 台北市士林区 NT$82,000 (税込)      No.F1125 

間取り 3LDK 2Bath 

契約面積 約45坪 

築年数 1981年 

所在階数 6F/7F 

最寄駅 
MRT淡水信義線 
明德駅 （徒歩約24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 台北市士林区 NT$80,000 (税込)      No. F1120 

間取り 3LDK 2Bath 

契約面積 約58坪 

築年数 2011年 

所在階数 5F/12F 

最寄駅 
MRT淡水信義線 
芝山駅 （徒歩約15分） 

⑯ 台北市北投区 NT$77,000 (税込)      No. F2007 

間取り 3LDK 2Bath 

契約面積 約62坪 

築年数 2015年 

所在階数 5F/23F 

最寄駅 
MRT淡水信義線 
石牌駅 （徒歩約10分） 

https://goo.gl/maps/gzimjVifKe6V6ZRC6
https://goo.gl/maps/XHh6cDG4wPLJT8UH8
https://goo.gl/maps/SX7tigkLP3MFiMMN7
https://goo.gl/maps/CsJnSNzNUhMoG8vr5


台湾でよくある年菜では下記二品を紹介させて頂きたいと思います。 
 
◆長年菜： 
 カラシナを鶏や豚肉と一緒に煮て、少し苦みが出たら出来上がりで
す。カラシナを噛み切れずに食べると、長生きができるという一説がご

ざいます。 
◆白鯧（マナガツオ）: 

  日本のタイと同じく、マナガツオの中国語は縁起がいいとの事で、
旧正月料理の中で最も人気な料理となります。また必ず食べ残しをす
る必要がございます。魚が残ることは「年年有魚（餘）」で、毎年余

裕が沢山ある(毎年余裕のある生活が送れる)という意味です。 
 料理方法としては簡単に塩焼きや、照り焼きなどで、ネギと唐辛子
と一緒に食べることが人気です。 
お料理好きな方は是非、お試しくださいませ。 
  

今回ご紹介した物件を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。 


