桃園 躍起
RISE TAOYUAN 創新 商機
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桃園招商手冊結合全新 AR 服務，只要下載貓熊標誌的 App【COCOAR2】，掃描拍攝【桃園招商手冊】封面，在
2018/11/1 至 2019/12/31 期間，即可連結至【桃園招商影片】，同步觀看影片！
Augmented reality (AR) was added to the Taoyuan Investment Guide. Please download the COCOAR2 app and use it to scan the cover
of this guide between November 1, 2018, and December 31, 2019, to be linked to the Taoyuan Investment Guide video for another look
at investing in Taoyuan.
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歡迎來桃園市

桃園市について
桃園市は台湾本島の北部にある都市で、2014 年に直轄市に昇格し、首都生活圏内に位置する台
湾六大都市の一つとなりました。面積約 1,221km2、人口約 221 万人、平均年齢約 38.6 歳で、
六大都市のうち最も若い都市です。

桃園市位於臺灣本島北部，2014 年升格為直轄市，為臺灣六都之一，位於首都生活圈內。
土地面積約 1,221 平方公里，人口約 221 萬人，平均年齡約 38.6 歲，是六都中最年輕的城市。

躍動桃園 引領新機
桃園是臺灣的國際交通樞紐，擁有絕佳地理位置及完整的產業鏈，厚實的產業基礎，帶動桃園躍升國際
舞台，引領開創商機。
桃園工廠數量多，約有 1 萬 1,000 家，上櫃、上市公司有近一半在桃園設有工廠或分公司，工業產值近
3 兆元，為全國第一；也擁有 17 所以科技大學為主的大專院校，培育年輕、高素質的工程師。
目前桃園正積極規劃產業園區、產學合作計畫和實驗場域，像是在中壢青埔特區，已完成第一階段的智
慧路燈設置；在觀音工業區，全國首創空氣盒子示範區，並推廣到全市，提高環保智慧監測功能；藉由
創新的環境和物聯網科技，提高企業設計生產效率，讓產品加值，吸引國內外大廠投資。
桃園正積極推動多項計畫，包括：「前瞻基礎建設計畫」，推動水環境、軌道建設、數位建設等；「桃
園航空城計畫」，增加機場能量、帶動產業投資，第一期產業專用區高達 287 公頃，將引進高產值、低
污染的 ICT（資通訊）、物流、航太、生技、綠能、電動車等六大產業；「亞洲 • 矽谷計畫」包括：「虎
頭山物聯網創新基地」、「亞矽創新研發中心」及「幼獅國際青年創業村暨馬達矽谷園區」，將發揮內
外連結和產業聚落特區，協助 ICT 企業轉型到 IoT（物聯網）服務。
我們的產業發展環境成熟、有計畫，更有積極的市府服務團隊，希望創造更多產業和就業機會，讓城市
與世界輕鬆接軌。歡迎勇於築夢的企業者，前進桃園、點亮未來，「選擇桃園，就是現在！」

桃園市市長

躍動する桃園 新機を導入
桃園市は世界の交通の要であり、絶好の立地条件と産業の基盤により世界各国とのつながりを加速
し、新たなビジネスチャンスを導入しています。
桃園市は工場が多く、約 1 万 1,000 軒あり、店頭取引企業や一部、二部上場会社は全国の半数近く
が桃園市に工場や支社を設置しています。工業生産額は全国一の約 NT$3 兆です。また、科学技術
系大学をはじめとする 17 校の大学があり、優秀な若いエンジニアを育成しています。
現在、桃園市は積極的に産業パーク、産学連携計画と実験場設立の計画を進めています。中壢の青
埔特区は第一段階としてスマート街灯の設置を完了しました。また、観音工業区に国内初のエアボ
ックスモデルエリアを設置し、さらに市内全域への普及を進め、環境モニタリングをスマート化し
ています。先進的な環境と IoT 技術により企業の予定稼働率を向上し、製品の付加価値を増大して
国内外の大企業の投資を呼び込んでいます。
桃園市は積極的に以下数々の計画を実施しています。「前瞻基礎建設計画」は水環境、軌道、デジ
タル関連の建設を推進します。「桃園エアトロポリス計画」は空港の機能を増大して投資を呼び込
みます。第一期産業専用区は 287ha もの敷地内に高生産額、低汚染の ICT（情報通信技術）、物流、
航空宇宙、バイオテクノロジー、グリーンエネルギー、電気自動車の六大産業を誘致します。「ア
ジア・シリコンバレー計画」は以下を含みます。「虎頭山 IoT イノベーション基地」、「アジア・
シリコンバレーイノベーション研究開発センター」、「幼獅国際青年起業村及びモーター・シリコ
ンバレーパーク」は、内外のつながりと産業クラスター特区を活用して ICT 企業の IoT（モノのイ
ンターネット）サービスへの構造転換に協力します。
桃園市は産業発展のための環境を完備し、計画と積極的な市政府の
サービスチームを導入して、より多くの産業と労働者にチャンス
を与え、世界とのリンクを促進したいと考えています。夢を追求
する企業の皆様、桃園市で明るい未来を築きませんか。
「桃園への進出は、今がチャンスです！」

桃園市長

迅捷
打造通往成功路徑

迅速

成功へのルートを築く

區位優勢 掌握全球商機
位居全球航線的黃金據點，擁有綿密便捷的交通網絡，讓桃園得以快速鏈結國內外重要城市，縮短與世界的距離。
投資桃園，快速掌握人流、物流、金流、資訊流四大商機關鍵，面向國際，拓展成功之路。

抜群のロケーション

世界の商機を導入

世界の航空路線の要に位置し、四通八達の交通網が完備する
桃園市は国内外の各都市と直結しています。桃園市への投資
は、人流、物流、金流、情報流の四要素をつかんで世界進出
を果たすための最短ルートです。
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世界不遠 商機近在眼前
世界と直結

商機は桃園にあり

北京
北京

首爾
ソウル

東京
東京

上海
上海

桃園
桃園

臺北
台北

澳門
マカオ

香港
香港

馬尼拉

曼谷

マニラ

バンコク

胡志明市
ホーチミン市

吉隆坡
クアラルンプール

新加坡
シンガポール

雅加達
ジャカルタ
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桃園
桃園

全球航線黃金據點
桃園為臺灣國門之都，位居全球航線的黃金據點，平均 3 小時內即可到達香港、上海、首爾、東京
及新加坡等亞太主要城市。桃園國際機場近幾年來成長快速，2017 年旅客運量已達 4,488 萬人次，
目前正在興建第三航廈及規劃興建第三跑道。

世界の航空路線の要
桃園市は台湾の空の玄関口で、世界の航空路線の要に位置し、平均 3 時間で香港、上海、ソウル、
東京、シンガポール等、アジア・太平洋地区の主要都市に到着します。桃園国際空港はここ数年
急速に成長し、2017 年に旅客輸送量が延べ 4,488 万人に達しました。現在、第三ターミナルの
建設と第 3 滑走路の建設準備に取り組んでいます。

綿密便捷的交通路網
桃園擁有海空聯運的優勢，桃園國際機場與鄰近的臺北港，是國內外產業進出亞洲的最佳位置。臺
灣高速鐵路、臺灣鐵路、高速及快速道路與陸續開通的桃園捷運系統，完整建構四通八達的高密度
路網，吸引臺北、新北及新竹等都會區的人口前來桃園工作、生活。

四通八達の交通網
桃園市は海運、空運の連絡が行き届き、桃園国際空港が隣接する
台北港と共に国内外産業のアジア進出の拠点となっています。高
速鉄道、台湾鉄道、高速・快速道路、駅増設中の桃園 MRT が十
全な交通ネットワークを成し、台北市、新北市、新竹市から人々
が集まり仕事をし、生活をしています。

捷運綠線模擬示意圖 MRT 緑線イメージ図
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桃園便捷交通網絡
桃園市の至便な交通網

飛往亞太各主要城市，平均航程僅需 3 小時。
遠雄自由貿易港區，是全國首座屬境內關外的航
空貨運園區兼自由貿易港區。

●

北臺灣最大國際港，可對接香港、馬尼拉、上海、
東京、新加坡等世界級城市港口。
每年貨櫃裝卸量約 150 萬貨櫃量 (TEU)。

●

桃園站每月進出旅客約 100 萬人次。
自高鐵桃園站出發，20 分鐘可達臺北；10 分鐘抵
達新竹；40 分鐘抵達臺中；90 分鐘即可抵達高雄。

●

桃園站每日進出旅客約 5.7 萬人次。
中壢站每日進出旅客約 5.6 萬人次。
鐵路地下化預定於 2028 年完成，並增設中路、永
豐、中原及平鎮等 4 站。

●

●

捷運桃園國際機場線 2017 年已通車，每日運量
約 6.4 萬人次，可紓解機場龐大的旅客運量與通

●

●

捷運綠線預定 2024 年完工通車。
捷運三鶯線延伸八德預定 2027 年完工通車。
捷運棕線預定 2028 年完工通車。

桃園國際機場

●

桃園国際空港

●

臺北港

●

台北港
●

高速鐵路

●

高速鉄道

●

臺灣鐵路

●

台湾鉄道

●
●

桃園捷運
桃園 MRT

勤需求。
●
●

高快速道路系統

●

高速・快速道路システム

●

公共自行車

●

公共レンタサイクル
(YouBike)

●

●

●

●

●
●

●
●
●

アジア太平洋の各都市に平均 3 時間で到着します。
遠雄自由貿易港区は、国内初の関税免除航空運輸パーク
兼自由貿易地域です。

台湾北部で最大の国際港であり、香港、マニラ、上海、
東京、シンガポール等、世界の主要都市の港と連結して
います。
年コンテナ取扱貨物量は約 150 万 TEU です。

桃園駅の月利用者数は延べ 100 万人です。
桃園駅から 20 分で台北に、10 分で新竹に、40 分で台
中に、90 分で高雄に到着します。

桃園駅の日利用者数は延べ 5.7 万人です。
中壢駅の日利用者数は延べ 5.6 万人です。
地下化鉄道は 2028 年に完成し、さらに中路、永豊、中
原、平鎮の 4 駅を増設する予定です。

MRT 空港線は 2017 年に開通しました。日輸送量は延
べ 6.4 万人で、膨大な利用者数と通勤のニーズに対応し
ています。
MRT 緑線は 2024 年に開通する予定です。
MRT 三鶯八徳延伸線は 2027 年に開通する予定です。
MRT 茶線は 2028 年に開通する予定です。

現有 5 條高速及快速道路，提供快速輸運服務。
高速公路：國道 1 號、國道 2 號、國道 3 號。
快速道路：66 號東西向快速道路、61 號西濱快速
道路。
現正推動四大新設交流道 （高原、幼獅、中豐、
五楊高架楊梅端），貫穿南北交通軸線。

●

自 2016 年啟用至今，總租賃次數已突破 1,000 萬
次，平均每月騎乘人數約 56 萬人次。
2018 年已完成設置 250 個租賃站，提供 6,000 輛
公共自行車。

●

2016 年の開始から、利用回数が延べ 1,000 万回を超
過し、月平均利用者数が延べ 56 万人に達しました。

●

2018 年現在、ステーション 250 ヶ所を設置し、自転
車 6,000 台を揃えています。

●

現有の高速、快速道路 5 本により迅速に輸送を行い
ます。
高速道路：国道 1 号、国道 2 号、国道 3 号。
快速道路：台 66 線東西向快速道路、台 61 線西浜快速
道路。
現在 4 大インターチェンジ（高原、幼獅、中豊、五楊
高架楊梅側）の建設を進め、南北縦貫交通を整えてい
ます。

資料來源：交通部、桃園市政府交通局、桃園市政府捷運工程局、桃園國際機場股份有限公司、臺灣高速鐵路股份有限公司、臺灣港務股份有限公司。
資料：交通部、桃園市政府交通局、桃園市政府捷運工程局、桃園国際機場股份有限公司、台湾高速鉄道股份有限公司、台湾港務股份有限公司
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臺北港
台北港

捷運機場線
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國

園

桃

園

桃

港

台北市

新北市

空

際

国

臺北市

MRT空港線

場

新北市

城

ス
リ
航 トロポ
園
桃 園エア
桃

空

臺北站
台北駅

高速鐵路
高速鉄道

捷運綠線
MRT緑線
A18高鐵桃園站
A19

捷運棕線

桃園市

桃園核心

桃園市

BRH01/G07
中路站

桃園站

永豐站
中壢区

中原站

中壢站
A23/GE07

迴龍站
BRH08/O21

桃園区

鳳鳴站

內壢站

中壢核心

MRT茶線

鐵路地下化
地下化鉄道

平鎮站

捷運三鶯延伸八德
MRT三鶯八徳延伸線

捷運綠線延伸中壢
MRT緑線中壢延伸線

捷運綠線延伸大溪
MRT緑線大渓延伸線

桃園軌道運輸系統 軌道運輸システム

北北桃 1 小時軌道生活圈
透過鐵路地下化及環狀捷運路網（機場捷運、捷運綠線、棕
線及三鶯線延伸八德），將完成桃園市「口字型」軌道運輸
路網建構，大幅縮短臺北市、新北市、桃園市距離，帶動桃
園發展，強化首都圈的相互連結，營造共生共榮的北北桃 1
小時軌道生活圈。
高快速道路系統 高速・快速道路

北北桃 1 時間軌道生活圏
地下化鉄道と環状 MRT ネットワーク（MRT 空港線、MRT 緑線、MRT 茶線、MRT 三鶯八徳延伸線）により桃園
市の「口字型」軌道ネットワークが完備し、台北市、新北市、桃園市往来の所要時間が短縮しました。これにより
桃園市と首都圏の連結が強まり、共に繁栄する北北桃 1 時間軌道生活圏ができました。

11

極致
具備優質產業基地

最高の選択
優良な産業の基地を具備

機能完善 優質投資環境
臺灣科技業與製造業實力深厚，半導體、光電、資通訊等產品全球市占率超過七成；桃園的工業產值居全國之冠，
同時也是電子製造、汽車零件及紡織產業重鎮。在 2017 年《天下雜誌》幸福城市大調查中，桃園市的經濟力為六
都第一，再次展現桃園在凝聚產業發展、提升經濟動能的實力。

万全な機能

良質な投資環境

台湾のハイテク産業と製造業は十分な実力を蓄え、半導体、
光電子、ICT 関連製品において 7 割以上の世界シェアを有し
ます。桃園市は全国一の工業生産額を誇る電子製品、自動車
部品、紡績産業の重鎮です。2017 年に《天下雑誌》が実施
した幸福な都市調査の経済力ランキングで桃園市は六大都市
中 1 位を獲得し、その産業、経済発展の動力を再度あらわに
しました。
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產業首都 投資首選
桃園是全臺第一工業科技大城，擁有 32 個報編工業區，具有多樣且完整的產業聚落，工業年產值約新
臺幣 2.6 兆元。過去在電子、工具機、紡織等領域建立深厚基礎，接著深耕汽車零件、資通訊、物流、
電動車、雲端等領域，串連既有產業資源，結合桃園在地域、資源上的優勢，進而朝向智慧化、綠色化
的產業趨勢發展。

工業區分佈圖
工業区分布図
化學製品製造
化学製品製造

金屬製品製造
金属製品製造

機械設備
機械設備

半導體工業
半導体工業

紡織
紡績

高科技低污染產業

觀音區 観音区
觀音工業區
観音工業区

大潭濱海特定工業區
大潭浜海特定工業区

環保科技園區
環境サイエンスパーク

桃園科技工業園區
桃園サイエンスパーク

日禕紡織報編工業區
日禕紡織用途指定届出工業区

東和鋼鐵報編工業園區
東和鋼鉄用途指定届出工業園区

低汚染ハイテク産業

高壓電線電纜
高圧電線・ケーブル

電力設備製造
電力設備製造

新屋區 新屋区
大洋工業區

造紙、機械

大洋工業区

製紙、機械

永安工業區

物流、貿易業

永安工業区

物流、貿易業

光電及太陽能
光電子及び太陽光発電

塑膠加工製造
樹脂加工製造

塑膠製品製造
樹脂製品製造

預拌
レディーミクスト

楊梅區 楊梅区
桃園幼獅工業區
桃園幼獅工業区

桃園高山頂段
桃園高山頂段

太平洋電線電纜申編工業區
太平洋電線電纜用途指定申請工業区

電腦、電子及光學製品
コンピューター、電子、光学製品

大興工業區
大興工業区

紡織成衣

華新麗華工業園區

既製服

華新麗華工業パーク

桃園幼獅擴大工業用地
桃園幼獅拡大工業用地

桃園下陰影窩段
桃園下陰影窩段
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産業の中心地 投資の第一選択肢
桃園市は 32 の用途指定届出工業区と様々な産業クラスターを有し、年生産高約 NT$2.6 兆を達成す
る台湾最大の工業都市です。これまでの電子、工作機械、紡績等の領域の基礎確立に続き、自動車部
品、ICT、物流、電気自動車、クラウドコンピューティング等の領域を開拓して既存の地域、資源面
の優位性と結びつけ、スマート化、グリーン化の動向に沿って産業を発展させます。

大園區 大園区

蘆竹區 蘆竹区

龜山區 亀山区

大園工業區

海湖坑口工業用地

林口工三工業區

大園工業区

海湖坑口工業用地

林口工三工業区

桃園許厝港段

林口工四工業區

桃園許厝港段

林口工四工業区

長榮產業園區

龜山工業區

長栄産業パーク

亀山工業区

沙崙產業園區

華亞科技園區

沙崙産業パーク

華亜サイエンスパーク

中壢區 中壢区
中壢工業區
中壢工業区

八德區 八徳区
美超微科技園區
美超微サイエンスパーク

龍潭區 龍潭区
龍潭渴望園區
龍潭渴望パーク

平鎮區 平鎮区
平鎮工業區
平鎮工業区

龍潭 ( 華映 ) 工業園區

龍潭 ( 華映 ) 工業パーク

竹科龍潭基地
竹科龍潭基地

龍潭烏樹林工業用地

大溪區 大渓区

龍潭烏樹林工業用地

桃園南興段
桃園南興段
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桃園十大優勢產業
桃園市の十大優位産業

智慧醫療 スマート医療

會展產業 MICE 産業

桃園為臺灣重要的國際醫療服務據點，以智慧
醫院、智慧照護、智慧健康三大領域發展智慧
醫療服務，提升醫療管理品質及效率。

機場捷運 A19 站旁將設置桃園會展中心，帶動
相關產業及周邊區域發展。

桃園市は台湾の重要な国際医療サービスの拠
点で、特に病院、介護、ヘルスケアの三大領
域においてスマート医療サービスを発展さ
せ、医療マネージメントの質と効率を向上し
ています。

生物科技 バイオテクノロジー
葡萄王生技、科達製藥、盛弘醫藥等知名生技
醫藥產業皆選擇桃園市投資設廠，產業能量充
沛。
葡萄王生技、科達製薬、盛弘医薬等、バイオ
医療の有名企業が桃園市に工場を設立し、十
分な能力を備えています。

MRT 空港線 A19 駅の横に桃園コンベンショ
ンセンターを設置し、関連産業と周辺地域を
活気づけます。

智慧紡織 スマート紡績
桃園為臺灣紡織重鎮，結合感測與雲端科技，
將紡織產業升級為智慧紡織，光隆實業、聚紡
等大廠皆在桃園設廠。
桃園市は台湾の紡績業の重鎮であり、センサ
ーとクラウドコンピューティングテクノロジ
ーの結合により紡績産業のスマート化を進め
ています。光隆実業、聚紡等の大手企業が桃
園市に工場を設置しています。

物聯網 IoT
桃園青埔為亞洲．矽谷推動方案示範場域，融
合軟硬體產業將桃園市發展為創新平台，建構
物聯網產業生態鏈。
桃園青埔はアジア・シリコンバレー計画のモ
デルエリアです。桃園市をソフトウェア・ハ
ードウェア産業を融合したイノベーションの
場として整備し、IoT 産業エコシステムを確
立します。

電動車 電気自動車
擁有最多汽車零組件製造業且產值為臺灣第
一，也擁有臺灣最高電動二輪車比例。
自動車部品メーカーが台湾最多で、生産高が
台湾一です。電動バイクの割合も台湾最大で
す。

物流倉儲 物流・倉庫保管
推動電子商務及現代化倉儲，完善物流產業發
展環境，桃園於 2015 年成立「臺灣物流產業
聯盟」，招募至今已逾 280 家會員。慶洲、長
榮集團、富邦媒體、國泰人壽皆選擇進駐桃園
投資物流中心。
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綠能產業 グリーンエネルギー産業
積極推動太陽能光電系統，擁有桃園環保科技
園區，為全臺首座 100% 全綠能光電屋頂工業
區，全力打造低碳綠能城市。

電子商取引と現代的な倉庫保管を実施して、
物流産業の発展環境を整備します。桃園市は
2015 年に「台湾物流産業聯盟」を設立し、
現在会員数は約 280 社です。慶洲、長栄グ
ループ、富邦媒体、国泰人寿は桃園市におけ
る投資先として物流センターを選んでいま
す。

太陽光発電システムを積極的に推進していま
す。桃園環境サイエンスパークは国内初の
100% 屋上型太陽光発電採用工業区です。低
炭素で環境にやさしい街作りに取り組んでい
ます。

航太產業 航空宇宙産業

新創產業 イノベーション産業

中華航空總部、長榮航空總部與國家中山科學
研究院均設在桃園，且境內航太產業零組件供
應商眾多，具有航太產業發展優勢。

打造桃園成為亞太青年創新創業發展基地，現
有青創指揮部、中壢新明青年創業基地及桃園
安東青年創業基地。

中華航空本社、長栄航空本社、国家中山科学
研究院が桃園市にあります。航空機部品を取
り扱う国内のサプライヤも多く、航空宇宙産
業の発展に有利です。

桃園市をアジア・太平洋の青年のためのイノ
ベーション・起業の拠点とし、青年起業指揮
部、中壢新明青年起業基地、桃園安東青年起
業基地を設置しています。

飛躍する桃園 商機を創新 RISE TAOYUAN

桃園大專院校及研究機構分布圖
桃園市の大学・専科学校・学院、及び研究機関分布図

中央警大
體大
開南
萬能科大
中央

龍華科大

元智

中原

健行科大

長庚
長庚科大

銘傳

陸軍專校
南亞 國防

台北商大

核研所
中科院
新生醫專

國立中央大學

行政院原子能委員會核能研究所

國家中山科學研究院

產官學跨域合作 多元人才在地紮根
桃園擁有 17 所大專院校及國家中山科學研究院、行政院原子能委員會核能研究所等學研機構，每年培育 2 萬 6,000 多
名年輕學子，且因地處北臺灣中心地理位置，可運用鄰近臺北、新竹的育成資源，並透過與中央政府、學界、企業的
合作，蓄積桃園產業人才資源，提供產業界源源不絕的戰力。

産・官・学連携 多様な人材
桃園市は 17 校の大学・専科学校・学院と国家中山科学研究院、行政院原子能委員会核能研究所等の学術研究機構
により毎年 2 万 6,000 名以上の人材を育成しています。台湾北部の中心に位置する桃園市は台北や新竹の育成資
源を利用し、中央政府、学界、企業との連携により常に産業人材を豊富に蓄え、戦力として産業界に送り出してい
ます。

國際智慧城市 打造宜居便利生活
桃園配合國家產業政策「亞洲 • 矽谷推動方案」，充份運用資通訊科技的產業優勢與技術能量，推動智慧城市旗艦
計畫，並於 2018 年成立一級機關「資訊科技局」，整合資通訊能量。2018 年桃園三度獲得國際智慧城市論壇 (ICF) 評
選為「全球 7 大智慧城市」(Top 7)，包括市民卡、智慧學校、數位學堂、智慧防災、智慧水情 APP 等都為得獎項目。

国際的スマートシティ 住みやすさと生活機能
桃園市は国家の産業プロジェクト「アジア・シリコンバレー計画」への協力として、ICT 産業の優位性と技術力を
十分に活用してスマートシティ旗艦計画を実施しています。2018 年に一級機関「資訊科技局」を設立して ICT の
能力を統合しました。2018 年までに桃園市は国際スマートシティフォーラム (ICF) において「世界 7 大スマート
シティ」(Top 7) に 3 回選ばれ、市民カード、スマート学校、デジタル学校、スマート防災、スマート水情報アプ
リ等の部門で受賞しました。
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桃園智慧城市應用
スマートシティ桃園市

智慧產業
推動產業智慧化，像是推動 O2O 智慧營運模式、建立物流產業資訊交流機制與
智慧農業產銷及數位服務體系，創造產業加值的商業營運模式，也透過輔導及
獎勵措施協助產業升級，提升產業競爭力。

スマート産業
産業のスマート化を推進しています。O2O スマート運営モデルの推進、物
流業情報交流システムとスマート農業生産・販売、デジタルサービス体系の
確立等、産業に付加価値を加えたビジネス運営モデルを創造し、指導及び奨
励措置により産業の高度化と競争力向上をサポートしています。

智慧治理
透過新應用科技即時掌握資訊，發掘潛在問題，例如「水情看桃園 APP」，讓
市民即時看到河川水位變化，也能即時通報災情；「環境污染監控中心」使用
IoT 行動工具，完成公害申報案件，並運用智慧環境監測系統，透過大數據分
析，找出污染來源；消防局「智慧行動派遣 119」系統，透過雲端資料，讓消
防員抵達現場前即可預知周邊狀況，讓救災人員安全獲得更大保障；「下水道
雲端智慧管理系統」能夠透過雲端呈現下水道設施，大幅降低管理成本。

スマート災害対策
即時に情報を把握して潜在する問題を掘り起こす新たな技術の応用です。
「水情看桃園アプリ」は、リアルタイムで河川の水位の変化を確認し、罹災
状況を即通報することができます。「環境汚染モニタリングセンター」は、
IoT モバイルツールを使用して公害を報告します。また、スマート環境モニ
タリングシステムを利用して、ビッグデータ分析により汚染源を探し出しま
す。消防局の「スマートモバイル派遣 119」システムは、クラウドデータに
より消防員に現場に到着する前に周辺の状況を大まかに把握させ、救助作業
の安全を確保します。「下水道クラウドスマート管理システム」は、クラウ
ド技術により下水道施設を表示して、管理費を大幅に低減します。

智慧生活
推廣行動下單支付、電子支付商業模式等多元繳費方式，優化購物方式與環境。
發行「桃園市民卡」及手機行動市民卡，實體發卡量已達 112 萬張。同時打造
智慧學校，營造創客的學習環境，提供機器人、人工智慧和程式語言等多元教
育課程。推出熱點熱區無線網路服務，設置超過 16,000 個 WiFi 熱點，民眾可以
在大眾運輸、洽公場所及旅遊景點等地點，免費使用「iTaoyuan」無線上網。

スマートライフ
モバイル装置による注文・支払い、電子決済等、様々な費用納付方法を普及
させ、購買の方法と環境を合理化しています。「桃園市民カード」とモバイ
ル版市民カードを発行しています。実体カードは発行量が 112 万枚に達し
ました。同時にスマート学校を構築してメーカーに学習環境を提供し、ロボ
ット、AI、プログラミング言語等、多様な課程を開講しています。16,000
ヶ所以上の WiFi ホットスポットを設置し、公共交通機関、公的施設、観光
地等で「iTaoyuan」の無料 Wifi ネットワークを提供しています。
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推動綠能產業發展 打造完善用水環境
桃園為發展宜居宜業、永續發展的城市，積極推動低污
染運具、太陽光電及風力發電系統等相關綠能產業，並
於 2018 年成立「綠能專案推動辦公室」，持續推動循
環經濟，全力打造桃園成為低碳綠能城市。
太陽光電是桃園的重點政策之一，桃園推動設置太陽光
電發電系統實施計畫，並在 126 處機關學校建置太陽光
電發電系統；推動用電契約容量 5,000KW 以上的電力用
戶設置綠能電力。此外，具有良好離岸風場的桃園市，
預定於 2025 年設置 1GW 的離岸風力發電系統。
桃園積極推動水環境建設，與經濟部水利署合作「地下
水智慧監測系統」及「智慧水錶」2 項計畫，不僅能節
約用水且能更有效地控管水資源。此外，配合已完成的
中庄調整池及預定 2019 年完成的「板新地區供水改善

グリーンエネルギー産業の発展
万全な水環境の創造
生活機能と産業の優位性を備え、長期的発展を目
指す桃園市は、積極的に低污染の交通機関、太陽
光発電、風力発電システム等、グリーン産業の発
展を促進しています。2018 年に「グリーンエネ
ルギープロジェクト推進オフィス」を設立して、
循環経済を推進し、低炭素で環境にやさしい街づ
くりに取り組んでいます。
桃園市は重点政策の一つとして太陽光発電システ
ム設置計画を推進し、126 ヶ所の公的機関と学校
に太陽光発電システムを設置しました。契約容量
5,000KW 以上の住宅について再生可能エネルギ
ー発電システムの設置を実施しています。また、
良質な洋上ウィンドファームを利用して、2025
年に 1GW の洋上風力発電システムを設置する予
定です。

計畫第二期」，水源供應能力可從現今的每日 102 萬噸
上修到每日 136.4 萬噸，且石門水庫的延壽計畫已正式
開工，加上未來新北市水源主要由翡翠水庫供應，可減
輕石門水庫負擔並解決桃園缺水問題。

桃園市は積極的に水環境インフラ建設を推進し、
経済部水利署と「地下水スマートモニタリングシ
ステム」、「スマート水道メーター」の 2 つの計
画でにおいて協力し、節水と水資源の効果的な管
理を実現します。このほか、すでに完成した中庄
調整池と 2019 年に完成予定の「板新地区供水改
善計画第二期」への協力として、現水源の供給量
1 日 102 万 t を 136.4 万 t に上方修正します。
また、石門ダムの寿命延長計画の工事を行ってお
り、将来新北市の主な水供給源を翡翠ダムに切り
換えて、石門ダムの負担を軽減しながら桃園市の
水不足を解決します。

域
場 ア
電 リ

發 エ
力 電
風 力発

岸
離 上風
洋
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推行電動車產業發展 實踐智慧交通運用
桃園是汽車工業重鎮，許多重要汽車大廠包括中華汽車 e-moving 及睿能創意 Gogoro 兩家大型電動機
車企業，都將據點設於桃園，加上桃園市政府積極推動無人車測試、車聯網及人工智慧等技術，適合
發展對環境友善的綠色運輸。為扶植電動車輛產業，桃園市政府提出補助優惠政策，鼓勵民眾淘汰二
行程機車並購買低污染電動機車，因此淘汰二行程機車速度，以及擁有電動機車比例也是全臺第一。
2017 年桃園市政府與企業合作，正式啟動第一輛國產化「自動駕駛電動車」計畫，並於 2018 年桃園
農業博覽會展出「自動駕駛電動車」，證明桃園具備自我生產自動駕駛電動車的實力。此外，桃園市
政府正著手規劃「UCar 共享電動車服務」，預定 2018 年提供電動車進行點對點的租借服務，並以虎
頭山物聯網創新基地作為自駕車測試平台，支持電動汽機車的發展。
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電気自動車産業の発展スマート交通の活用
桃園市は自動車工業の重鎮であり、中華汽車 e-moving、睿能創意 Gogoro の大型電動バイクメーカー 2 社
を始めとする多数の有名自動車メーカーが工場を設置しています。市政府も積極的に自動運転車のテスト、
コネクテッドカー、AI 等の技術向上を推進しており、環境にやさしいグリーン運輸の発展に適しています。
電気自動車産業を育成するために、補助優待政策を打ち出し、住民に 2 ストロークのオートバイから低污染
の電動バイクへの買い換えを呼びかけています。これにより、2 ストロークのオートバイの廃車が加速し、
電動バイクの所有率が国内最高に達しました。

2017 年、桃園市政府は企業と提携して、1 台目の国
産化「自動運転電気自動車」計画を発動しました。
2018 年、桃園農業博覧会に「自動運転電気自動車」
を出展して桃園市の確かな生産能力を証明しました。
このほか、桃園市政府は「UCar 電気自動車シェアサ
ービス」の計画にも着手しており、2018 年に電気自
動車の點対點レンタルサービスを開始する予定です。
さらに、虎頭山 IoT イノベーション基地を自動運転車
試験場として電気自動車・バイクの発展をサポートし
ます。
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新創
開創嶄新事業藍圖

スタートアップ
斬新な事業計画を切り拓く

產業凝聚 充沛創新動能
推動經濟發展需要具有前瞻性、未來性的政策計畫來帶動。「前瞻基礎建設計畫」為桃園的交通、環境、數位、
城鄉等建設，紮穩產業轉型的基礎；「桃園航空城計畫」以桃園機場為核心，桃園市政府與桃園航空城公司、中
華航空、桃園機場公司及臺灣建築中心共同簽署 MOU，藉由不同領域的合作，帶動多元產業投資及智慧城市發展；
「亞洲．矽谷推動方案」則引導出臺灣新經濟發展模式，讓桃園高科技產業向前邁進，創造更多創新商機。

産業集結

イノベーションパワー

経済発展は先見性、将来性のある政策的計画により導く必要
があります。「前瞻基礎建設計画」により、桃園市の交通、
環境、デジタル技術、都市等のインフラを建設し、産業の構
造転換の基礎を築きます。「桃園エアトロポリス計画」は、
桃園国際空港を対象とし、桃園市政府は桃園航空城公司、中
華航空、桃園機場公司、台湾建築センターとの MOU 締結と
異領域提携により様々な産業の投資とスマートシティの発展
を促進します。「アジア・シリコンバレー計画」は、新経
済発展モデルを導入して桃園市のハイテク産業の前進を図
り、イノベーションによるビジネスチャンスをより多く創
造します。
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桃園航空城 轉動全球經貿
開發範圍：
以桃園國際機場及機場捷運沿線車站為核心，整
體開發範圍達 3,151 公頃，市府開發第一期產業
專用區面積約 287.6 公頃。
開發目標：
提升國際機場航空能量、帶動產業投資、打造合
宜居住的智慧城市，以推動循環經濟、智慧城
市、綠色經濟的桃園航空城為目標。
辦理期程：
2018 年 3 月，內政部都市計畫委員會審議通過
「桃園國際機場園區及附近地區特定區計畫」。
預定 2020 年 4 月公告區段徵收及辦理後續公告
招商。
引進產業類別：
以三低一高（低污染、低耗能、低用水及高附加
價值）為原則，優先引進「核心發展產業」及「次
核心發展產業」。

核心發展產業

一次核心産業

1. 國際物流配銷相關產業

12. 供儲油、灌裝、環保、消防及其相關附屬設施使用

1. 国際物流配送関連産業
2. 地域技術サービスセンター（研究開発サービス業、知的財産権
サービス業等）
3. 創造産業（工芸品、映画、広告、プロダクトデザイン、ビジュ
アルコミュニケーションデザイン、デザイナーファッション、
デジタルコンテンツ、クリエイティブ雑貨等）
4. 航空補助関連産業（航空機エンジンのメンテナンス、航空機電
子部品の研究開発・製造、内装部品、機内食事業等）
5. バイオテクノロジー産業（研究開発・実験センター、医療器材
研究開発・製造等）
6. 高品質農業付加価値化展示販売関連産業（花卉流通センター、
活きうなぎ包装運輸販売センター、検疫、認証、選別・包装等）
7. クラウドコンピューティング産業（クラウド関連ソフトウェア
産業、クラウドプラットフォーム産業、クラウドインフラ産業
等）
8. スマート車両産業（動力部品、駆動部品、制動部品、その他部
品の研究開発等）
9. グリーンエネルギー産業（LED、太陽光発電、電気自動車バッ
テリー、電気自動車モーター等）
10. MICE 産業
11. 複合レジャー産業（大型テーマパーク及び付属施設、観光旅行、
レクリエーション等）
12. 石油貯蔵、缶装、環境保護、消防、その付属施設使用

次核心發展產業

二次核心産業

1. 國際人才培訓中心

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2. 區域技術服務中心（如研發服務業、智財服務業等）
3. 文化創意產業（如工藝、電影、廣告、產品設計、視
覺傳達設計、設計品牌時尚、數位內容、創意生活等）
4. 航空輔助相關產業（如航空發動機維修、航電零組件
研發製造、內裝零組件、空廚業等）
5. 生物科技產業（如研發實驗中心、醫材研發製造等）
6. 精緻農業加值展銷相關產業（如花卉配銷中心、活鰻
包裝運銷中心、檢疫、認證、分級包裝等）
7. 雲端運算產業（如雲端應用軟體產業、雲端運算平台
產業、雲端基礎設施產業等）
8. 智慧車輛產業（如動力零組件、傳動零組件、制動零
組件、相關零組件研發等）
9. 綠能產業（如 LED、太陽能光電、電動車輛動力電池、
電動車輛馬達等）
10. 工商會議及展覽產業
11. 複合休閒相關產業（如大型主題樂園及相關附屬設施、
觀光旅遊、相關娛樂活動等）

2. 金融保險相關產業
3. 批發及零售業
4. 國際貿易業
5. 運輸服務業
6. 倉儲物流業
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国際人材育成センター
金融保険関連産業
卸売・小売業
国際貿易業
運輸サービス業
倉庫保管・物流業

スケジュール：
2018 年 3 月、内政部都市計画委員会が「桃園国
際空港園区及び周辺地区特定区計画」を可決しま
した。2020 年 4 月に区画徴収の公告と後続の誘
致を実施する予定です。

預期成果：
創造 20-30 萬個就業機會。
帶動新臺幣 2.3 兆元的經濟效益。
桃園國際機場第三航廈預定 2022 年完工，第三
跑道預定 2025 年完工。2030 年，桃園國際機場

誘致する業種：
三低一高（低：汚染、エネルギー消費、水利用、高：
付加価値）を原則として、優先的に「一次核心産
業」と「二次核心産業」を誘致します。

貨物運輸量預計可達 450 萬噸，旅客運輸量 1 年
可達 6,000 萬人次。

桃園エアトロポリス
世界の経済貿易の折り返し地点

予想する成果：
20-30 万人の雇用機会を創出します。
NT$2.3 兆の経済効果をもたらします。
桃園国際空港の第三ターミナルが 2022 年に、第
3 滑走路が 2025 年に完成する予定です。2030
年、桃園国際空港は貨物輸送量が 450 万トン (D/
W)、旅客輸送量が年延べ 6,000 万人に達する見
込みです。

開発範囲：
桃園国際空港と MRT 空港線の駅を中心とする
3,151ha の範囲。市政府開発第一期産業専用
区の面積は約 287.6ha です。
開発目標：
桃園国際空港の航空機能の向上、産業投資の促
進、住みやすいスマートシティの創造。循環経
済、スマートシティ、グリーン経済を推進する
桃園エアトロポリスを目指します。

航空城計畫開發範圍
桃園エアトロポリス計画の開発範囲
桃園航空城 桃園エアトロポリス

市府開發第一期產業專用區，面積 287.6 公頃
市政府開発第一期産業専用区の面積は約
287.6ha です

桃園國際機場
桃園国際空港

產業專用區

產業專用區
產業專用區
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亞洲矽谷 翻轉臺灣產業新機
中央政府以打造一個「創新、就業、分配為核心價值，追求永續發展的新經濟模式」為政策方向，於 2016 年
通過「亞洲．矽谷推動方案」，桃園市政府配合中央政策成立「亞洲．矽谷桃園市政府計畫專案辦公室」，
建立以研發為本的創新創業生態系，連結全球與在地的先進科技研發能量，進而以物聯網促進產業升級，以
創新創業驅動經濟成長，帶動臺灣產業轉型、創新商機。

アジア・シリコンバレー 台湾産業に逆転勝利を
中央政府は「イノベーション、就業、分配をコアバリューに据えて長期的発展を目指す新経済モデル」を
方向として固め、2016 年に「アジア・シリコンバレー計画」を可決しました。桃園市政府はその政策への
協力として「アジア・シリコンバレー計画桃園市政府特別事務所」を設置し、イノベーション・起業エコ
システムを確立して世界と国内の先進技術研究開発の能力を連結しています。さらに IoT による産業の高
度化、イノベーション・起業による経済成長を促進して、産業の構造転換、イノベーションによるビジネ
スチャンスをもたらします。
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亞矽創新研發中心
亞矽創新研發中心臨近機場捷運 A19 站周邊，面積

亞矽創新研發中心
アジア・シリコンバレー
イノベーション研究開発センター

國際觀光旅館
国際観光ホテル

約 3.81 公頃。對內將整合國內物聯網創新能量，對
外主動積極招商，作為連結矽谷等國際創新中心之
單一窗口，成為桃園的軟體園區，並成為人才、資
金及企業進駐的基地，預定 2021 年營運。

冠德環球購物中心
冠徳環球ショッピングモール

桃園會展中心
桃園コンベンションセンター

桃園會展中心

A19 站
MRT 空港線 A19 駅

「亞洲 • 矽谷推動方案」以亞矽創新研發中心為推
動發展基地，並在周邊興建桃園會展中心，分為國
際會議中心及國際展覽館，並以國際會議為主，展
覽為輔之方向發展推動，提供企業辦理國際會議、

桃園國際棒球場
桃園国際野球場

展覽及研發交流等活動之重要場所，並結合多功能
使用，可舉辦各種演唱、集會、體育賽事等大型活
動，預定 2023 年營運。

國際觀光旅館
桃園青埔擁有機場、高鐵、桃園捷運的交通優勢，
隨著桃園市立美術館、桃園會展中心、亞矽創新研
發中心、冠德環球購物中心等開發計畫建設完成，
將衍生出旅客住宿的需求，該區域將缺乏支援及服
務型設施。因此，規劃於桃園會展中心旁，引進優
良廠商興建及營運國際觀光旅館，來滿足商務及觀
光住宿的需求，進而帶動區域發展及提升地方服務
品質，預定 2022 年營運。

桃園コンベンションセンター
「アジア・シリコンバレー計画」は、アジア・シ
リコンバレーイノベーション研究開発センターを
基地とし、周辺にコンベンションセンターと見本
市館を有する桃園コンベンションセンターを建設
します。コンベンションセンターをメインに、見
本市館をサブとして、国際会議、見本市、研究開
発・交流の場として活用します。また、コンサー
ト、集会、スポーツ大会等大型イベントの開催も
可能です。2023 年に運営を開始する予定です。

国際観光ホテル
アジア・シリコンバレー
イノベーション研究開発センター
アジア・シリコンバレーイノベーション研究開発
センターは MRT 空港線 A19 駅に隣接する敷地
面積約 3.81ha の施設です。国内業務として IoT
のイノベーション能力の統合、国外業務として企
業誘致を進め、シリコンバレーを始めとする世界
のイノベーションセンターと連結するワンストッ
プ窓口として機能しています。桃園市のソフトウ
ェア園区を構成し、人材、資金、企業を導入し、
2021 年より運営を開始する予定です。

桃園青埔は空港、高速鉄道、MRT 空港線等、交通
面の強みがあります。桃園市立美術館、桃園コン
ベンションセンター、アジア・シリコンバレーイ
ノベーション研究開発センター、冠徳環球ショッ
ピングモール等、開発計画項目の建設が完成した
後、ホテルが必要となります。当該地区は支援及
びサービス型施設が不足しています。そこで、桃
園コンベンションセンターの横に国際観光ホテル
を建設して運営する優良企業を誘致する計画を策
定しました。これによりビジネス、観光客の宿泊
のニーズを満たし、さらに地域の発展と地元のサ
ービスの質向上を促進します。2022 年に運営を
開始する予定です。
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亞矽創新研發中心
幼獅國際青年創業村
暨馬達矽谷園區

アジア・シリコンバレーイノベ
ーション研究開発センター

幼獅国際青年起業村及びモーター・
シリコンバレーパーク

虎頭山物聯網創新基地
虎頭山 IoT イノベーション基地

幼獅國際青年創業村
暨馬達矽谷園區
為響應「亞洲 • 矽谷推動方案」中「推動物聯網產業創
新研發」及「健全創新創業生態系」2 大主軸，規劃與「馬
達 • 矽谷計畫」結合以帶動馬達電機產業發展，並於園
區內設置青創空間供創業青年進駐使用，預定 2023 年營
運，讓桃園成為帶動臺灣智慧產業發展的引擎。未來將
結合「虎頭山物聯網創新基地」及「中原創業村」形成
創業廊道。

幼獅国際青年起業村及びモーター・シリ
コンバレーパーク

幼獅國際青年創業村暨馬達矽谷園區模擬示意圖
幼獅国際青年起業村及びモーター・シリコンバレーパー
クイメージ図

「アジア・シリコンバレー計画」中の「IoT 産業イノベ
ーション研究開発」及び「イノベーション・起業エコシ
ステムの完備」の 2 大主軸に呼応し、「モーター • シリコンバレー計画」中のモーター産業の発展を促進し、パ
ーク内に起業を目指す若者が使用できるスペースを設置します。2023 年に運営を開始し、台湾のスマート産業に
発展の動力を注ぎます。将来、「虎頭山 IoT イノベーション基地」と「中原起業村」を結合して起業回廊を構築し
ます。
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虎頭山物聯網創新基地模擬示意圖
虎頭山 IoT イノベーション基地イメージ図

虎頭山物聯網創新基地
以物聯網產業應用為主，規劃「自駕車實證平台」發展車聯網技術，提供自駕車開放體驗、系統構件測試平台、封閉
測試場域，奠定場域基礎及達成永續自主營運之目的，加速產業升級並輔導國內汽車零組件業者切入自駕車產業鏈之
機會。另建置資安網路弱點驗證平台、網路通訊層、資料運算層等建設，引進資服業者辦理講座，以提升製造業的資
安能力。未來將成為亞洲矽谷的實作場域，建構完整創業生態系的一站式服務基地。預定 2019 年營運。

虎頭山 IoT イノベーション基地
IoT を応用して「自動運転車実証プラットフォーム」においてコネクテッドカーの技術を活用し、自動運転車の体
験、システム部材テストプラットフォーム、クローズドコーステスト場を提供します。エリア内の基礎を固め、長
期的自主運営を実現し、産業の高度化を加速し、さらに国内の自動車部品業者に対して自動運転車産業チェーンへ
のアプローチを指導します。このほか、情報セキュリティー脆弱性検証プラットフォーム、ネットワーク層、コン
ピューティング層等を構築し、情報サービス業者によるセミナーにより製造業の情報セキュリティー能力を向上し
ます。将来、アジア・シリコンバレーの本拠地として、起業エコシステムを完備するワンストップサービス拠点を
構築します。2019 年に運営を開始する予定です。

29

PANTONE 308 C
企業色

企業標誌.ai

卓越
展現不平凡的未來

卓越性

非凡なビジョンを展開

選擇桃園 就是現在
桃園是啟動臺灣經濟的引擎，在產業發展、人口發展等層面皆交出漂亮成績，而面對國內外企業實際需求，設立
單一專人投資服務窗口，協助投資者辦理各種業務，並提供深度的投資服務專案及優惠獎勵補助。擁有絕佳優勢、
傲人成就的桃園，是您最佳投資夥伴。

R

桃園進出今がチャンス
桃園市は台湾の経済に動力をもたらし、見事に産業の発展、
人口増加を実現しました。また国内外の企業の実際のニーズ
に応じて、専門の係員が投資関連サービスを行うワンストッ
プ窓口を設立して、投資希望者の各種業務に協力し、きめ細
かい投資サービスと優遇・奨励等の補助を実施しています。
絶好の条件、抜群の実績を有する桃園市は、最高の投資パー
トナーです。
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多項工商業統計數值位居第一 多項目の商工業統計值が国内 1 位
桃園經濟概況
桃園市の経済慨況

1
1
２
1
1

有台茂、大江、廣豐、樹籽等 11 處工商綜合區，共計 67.53 公頃；全國第一

工商綜合區總面積

商工業総合区の総面積

台茂、大江、広豊、樹籽等、11 の商工業総合区があり、面積は計 67.53ha です
全国一

全國排名

32 個報編工業區，產值全國第一。產業供應鏈完整。

工業區數

32 の用途指定届出工業区、生産高全国一。産業のサプライチェーンが完備。

工業区の数

產值全國

公司登記總家數成長率

4.07％，六都排名第二

会社登記済み総数の増加率

4.07％、六大都市中 2 位

商業登記總家數成長率

3.93％，六都排名第一

商業登記済み総数の増加率

3.93％、六大都市中 1 位

工業年產值

約新臺幣 2.6 兆元，冠居全臺

六都排名

六都排名

工業の年生産高

約 NT$2.6 兆、国内トップ

全國排名

資料統計至 2017 年底；資料來源：行政院主計總處「105 年工業及服務業普查」、經濟部商業司、桃園市政府經濟發展局。
資料は 2017 年末までの統計値です。資料：行政院主計総処「2016 年工業及びサービス業一斉調査」、経済部商業司、桃園市政府経済発展局。

桃園工業產值排名

單位：新臺幣（億元）単位：億 NT$

桃園市の工業生産高ランキング
6,000
5,000

電子零組件
製造業

2,000

航空運輸業

電子部品製造業

4,000
3,000

航空運輸業

汽車及
其零件製造業
自動車及び自動車
部品製造業

年產值
年生産高
年產值
年生産高

5,850

年產值
年生産高

電腦、電子產
品及光學製品
製造業

石油及
煤製品製造業

コンピューター、
電子製品、光学製
品製造業

年產值
年生産高

化學材料製造業
化学材料製造業

石油及び石炭製品
製造業
年產值
年生産高

年產值
年生産高

2,368 2,096 2,043 1,631 1,497

1,000
0
單位：新臺幣（億元）単位：億 NT$

桃園各產業值全國佔比

桃園市の各産業の全国に占める割合
航空運輸業
航空運輸業

年產值
年生産高

2,368
75.1%

汽車及其零件製造業
自動車及びその部品
製造業

產業用機械設備維修
及安裝業

年產值
年生産高

2,096
40.6%

紡織業
紡績業

産業用機械設備メンテ
ナンス及び設置業

電力設備
及配備製造業
電力設備及びシステ
ム製造業

藥品及醫用化學製品
製造業
薬品及び医療用化学
製品製造業

年產值
年生産高

年產值
年生産高

年產值
年生産高

年產值
年生産高

511
28.4%

資料來源：行政院主計總處。資料：行政院主計総処。
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1,410
26.4%

1,047
26.1%

204
21.5%

單一專人投資服務窗口
為提供投資者完整且有效率的服務，2010 年桃園市政府成立「投資服務中心」，首創以專人、專案、單一窗口的方
式提供投資者全方位的協助；定期召開「投資會報」會議，橫向整合各局處行政資源共同協處，同時配合中央政府「排
除企業投資五缺障礙政策」，協助企業排除投資障礙。

専門係員によるワンストップ窓口
投資希望者に万全且つ効率的なサービスを提供する窓口です。2010
年、桃園市政府は「投資サービスセンター」を設立し、専門係員が投
資関連サービスを行うワンストップ窓口を初めて設置して投資希望者
を全面的にサポートしています。定期的に「投資報告」会議を開催
し、各部門の行政資源を横方向に統合して共同で対処。同時に中央政
府の「企業投資五難排除政策」に対応し、企業の障害解決に協力して
います。

投資服務中心 專業協助
投資サービスセンター専門性で解決
土地協尋
土地探しへの協力
用地變更
用地変更

建物興建
建物建設

工商登記
商工業登記

產業投資標的供需媒合平台〔經濟發展局〕
産業投資ターゲット需給マッチングプラットフォーム〔経済発展局〕

都市計畫審查〔都市發展局〕 都市再開発計画審査〔都市発展局〕
非都市計畫用地變更〔地政局〕 非都市再開発計画用地変更〔地政局〕
環境影響評估審查〔環境保護局〕 環境アセスメント審查〔環境保護局〕
交通影響評估審查〔交通局〕 交通アセスメント審査〔交通局〕
水土保持計畫審查〔水務局〕 水土保持計画審査〔水務局〕
產業園區報編〔經濟發展局〕 産業園区用途指定届出〔経済発展局〕
雜照建照使用申請〔建築管理處〕 雜照建設許可証使用申請〔建築管理処〕
公用事業申請〔經濟發展局〕 公益事業申請〔経済発展局〕

工商登記 VIP 服務〔經濟發展局〕 商工業登記 VIP サービス〔経済発展局〕
公司設立登記未達 5 億〔經濟發展局〕 会社設立登記 5 億未満〔経済発展局〕
公司設立登記 5 億以上〔經濟部商業司〕 会社設立登記 5 億以上〔経済部商業司〕
陸資外資來臺投資申請〔經濟部投審會〕 中国・外資による台湾投資申請〔経済部投審会〕
稅務登記 〔北區國稅區〕 税務登記〔北区国税区〕

人才招募
人材募集

就業人才媒合〔勞動局〕 就業者マッチング〔労動局〕
勞工職能訓練〔勞動局〕 労働者職能訓練〔労動局〕

經營管理
経営管理

投資獎勵補助〔經濟發展局〕 投資奨励補助〔経済発展局〕
地方產業創新研發推動計畫（地方型 SBIR）補助〔經濟發展局〕
地方産業イノベーション研究開発推進計画（地方型小規模企業イノベーション研究開発計画 SBIR）補助〔経済発展局〕

青年創業及中小企業信用保證融資貸款〔經濟發展局〕 青年起業及び中小企業信用保証貸付金〔経済発展局〕
推薦申請登錄創櫃板〔經濟發展局〕 創意カウンター推薦登録申請〔経済発展局〕

33

土地廠房供需媒合平台
為縮短國內外投資者找尋適合的土地與廠房的時間，桃園市政府成立「桃園市產業投資標的供需媒合平台」，結合民
間不動產仲介業者的資源，為企業即時提供廠房土地資訊，協助需地企業迅速掌握投資標的相關資訊。此外，建置「桃
園投資通」招商網站，提供企業實用的投資環境、投資商機及獎勵補助等資訊。

投資獎勵相關補助
桃園市政府提供多項投資獎勵補助，從不同面向領域協助企業降低成本，進而吸引優質企業進駐。例如桃園市產業發
展獎助措施、桃園市青年創業及中小企業信用保證融資貸款、桃園地方產業創新研發推動計畫（地方型 SBIR）、桃園
市發展綠能產業合作專案等。

土地・建物需給マッチングプラットフォーム
国内外の投資希望者の立地にかかる時間を短縮することを目的として、桃園市政府は「桃園市産業投資ターゲット
需給マッチングプラットフォーム」を設立しました。民間不動産仲介業者の工場と用地の情報を適時に提供し、企
業が迅速に投資ターゲットの情報を入手できるよう協力しています。このほか、企業誘致サイト「桃園投資通」で
投資環境、投資のチャンス、奨励・補助等、実用的な情報を企業に提供しています。

投資者への奨励の関連補助
桃園市政府は投資者に多種の奨励と補助を提供し、各領域から企業のコスト低減に協力して優良企業を誘致してい
ます。桃園市産業発展奨励措置、桃園市青年企業及び中小企業信用保証貸付金、桃園市地方産業イノベーション研
究開発推進計画（地方型小規模企業イノベーション研究開発計画 SBIR）、桃園市グリーンエネルギー産業発展提
携プロジェクト等がその例です。
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桃園市產業發展獎助措施
桃園市政府為吸引企業進駐桃園，鼓勵企業投資及設立營運總部，補助本市新設投資金額達新臺幣 5,000 萬元以上，
或增設投資金額達 3,000 萬元以上的公司、法人或企業營運總部。補助產業包括：國際貿易與物流、航空關聯、文化
創意、雲端運算、循環經濟、生技醫療、工商會議及展覽、複合休閒或研發中心等，透過提高預算規模、補助相關地
方租稅、租金等措施，給予企業全方位照顧，進一步促進產業發展。

桃園市産業発展助成措置
桃園市政府は企業を誘致し、企業の投資と運営本部設立を奨励するために、本市における新規投資額が NT$5,000
万以上、或いは増資額が NT$3,000 万以上である企業、法人または企業の運営本部に対して補助を行います。補
助対象産業：国際貿易と物流、航空関連、創造、クラウドコンピューティング、循環経済、バイオ医療、MICE、
複合レジャー、研究開発センター等。これからも市政府補助奨励金制度を拡充し、地方税減免、リース料減免等の
措置により企業を全面的にサポートし、産業の発展を促進します。

補助項目 補助項目

地價稅、房屋稅
地価税、家屋税

房地租金

補助內容 補助内容
最高補助 120 萬 / 年
企業總部加碼為 180 萬 / 年
最高補助額 NT$120 万 / 年
企業本部の追加額は NT$180 万 / 年

最高補助 40 萬 / 年
企業總部加碼為 60 萬 / 年

不動産リース料

最高補助額 NT$40 万 / 年
企業本部の追加額は NT$60 万 / 年

低利融資利息

年利率 1.5％內，最高補助 150 萬 / 年

低利融資

金利 1.5％以内、最高補助額 NT$150 万 / 年

勞工薪資

新增雇用設籍桃園市的勞工，滿 2 年後得申請補助，補助額度每案最高為 500
萬元 / 年。
依人數不同，每年每人最高補助新臺幣 5 萬∼ 6 萬 5,000 元不等。

労働者の賃金

勞工職業訓練費用
労働者職業訓練費用

新規雇用された桃園市市民労働者は、2 年後から補助を申請することができます。補
助額上限は 1 件につき最高 NT$500 万年です。
1 年 1 人 当 た り の 最 高 補 助 額 は 人数 に 応 じ て NT$5 万 ∼ 6 万 5,000 範 囲 で 支 給 さ れ
ます。

備註 備考

5 年為限
5 年を上限

5 年為限
5 年を上限

5 年為限
5 年を上限

薪資補助以 2 年為限
賃金補助は 2 年を上限

最高補助 50％，總補助金額最高為 30 萬元。
經本市公立就業服務機構推介，新增雇用中高齡失業勞工逾原雇用員工總數 1
％，總補助金額最高為 40 萬元。
最高 50％補助。補助金総額は最高 NT$30 万です。
本市公立就業サービス機構の推薦により新規雇用した中高年失業者が現従業員総数の
1％を超過する場合、補助金総額は最高 NT$40 万です。

桃園市青年創業及中小企業信用保證融資貸款
為協助本市中小企業發展，公司或商業登記設立於本市的中小企業符合相關資格可申請營運週轉金及廠設購置金；創
業個人或事業負責人符合相關條件者，得申請創業準備金。

桃園市青年起業及び中小企業信用保証貸付金
本市の中小企業の発展に協力するために、本市で会社または商業設立登記を行う中小企業が資格を満たす場合、運
転資金と工場・設備購入費用を申請することができます。起業する個人または事業責任者が条件を満たす場合、起
業準備金を申請することができます。
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補助產業 補助対象業種

補助項目補助項目

補助內容 補助内容

第一類：
國 際 物 流、 雲 端 及 資 通 訊、 綠 色 能
源、汽車及智能電動車、觀光旅遊、
文化創意、生物科技、會議展覽、醫
療照護、精緻農業、豆製品製造業、
社會企業或其他重點策略性產業
第一類：
国際物流、クラウドコンピューティング
と ICT、グリーンエネルギー、自動車と
スマート電気自動車、観光旅行、創造、
バイオテクノロジー、MICE、医療・看護、
精緻農業、豆製品製造業、社会的事業、
その他重点戦略性産業

創業準備金貸放額度最高 250 萬元。
營運周轉金及廠設購置金貸放額度最高新臺幣 500 萬元。
按中華郵政股份有限公司二年期定期儲金機動利率加年息 1.45％機動計
息為上限，實際計息以承貸銀行提供之放款利率為主。

創業準備金
營運周轉金
廠房、營業場所、機器、
設備購置金

起業準備金の貸付金額上限は NT$250 万です。
運転資金及び工場用設備購入費用の貸付金額上限は NT$500 万です。
中華郵政股份有限公司の二年定期預金の変動金利に 1.45％を追加して利息計
算した額を上限とし、実際の利息計算は貸付銀行が提供するレートを採用しま
す。

起業準備金
運転資金
工場、営業場所、機器、
設備購入費用

創業準備金貸放額度最高 100 萬元。
營運周轉金及廠設購置金貸放額度最高 200 萬元。
按中華郵政股份有限公司二年期定期儲金機動利率加年息 1.45％機動計
息為上限，實際計息以承貸銀行提供之放款利率為主。

第二類：
其他產業，但不含金融及保險業、煤
礦開採業、特殊娛樂業

起業準備金の貸付金額上限は NT$100 万です。
運転資金と工場用設備購入費用の貸付額上限は NT$200 万です。
中華郵政股份有限公司の二年定期預金の変動金利に 1.45％を追加して利息計
算した額を上限とし、実際の利息計算は貸付銀行が提供するレートを採用しま
す。

第二類：
その他の業種。ただし、金融及び保険業、
石炭採掘採業、特殊娯楽業は除外します。

桃園市地方產業創新研發推動計畫（地方型 SBIR）
桃園市政府為推動地方產業創新，鼓勵本市中小企業加強研發創新、技術深化轉型升級，公司或商業登記設立於本市
的中小企業，得提出在電子資通、食品及生技製藥、金屬機械、民生化工及創新服務等五大領域，具有「創新技術研
發」特質的計畫，申請相關補助。

桃園市地方産業イノベーション研究開発推進計画（地方型小規模企業イノベーション研究開発計画
SBIR）
桃園市政府は地方産業のイノベーションを推進し、本市の中小企業の研究開発とイノベーション、技術のブラッシ
ュアップ、構造転換と高度化を奨励するために、本市で会社または商業設立登記を行う中小企業が電子・情報通信、
食品及びバイオ製薬、金属機械、一般化学工業、イノベーションサービスの五大領域で「イノベーション技術研究
開発」に属する計画を申し出た場合、補助の申請を受け付けています。

補助項目

補助金額

補助期程

備註

補助項目

補助金額

補助スケジュール

備考

具有創新性或能提高國內產業技
術水準，或有助於促進產業永續
發展或綠色清潔生產概念之新技
術、產品。
イノベーションの性質を有する、或
いは国内産業の技術レベル向上また
は産業の長期的発展の促進につなが
る、或いはグリーン / クリーン生産
を コ ン セ プ ト と す る 新 技 術、 新 製
品。
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最 高 補 助 總 經 費 50
％，並以新臺幣 100
萬元為上限。
補助額上限は経費総額
の 50 ％、NT$100 万
です。
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計畫最長為 10 個月，
且不得短於 6 個月。
計画は最長 10 ヶ月以
内、半年以上です。

若屬物流運輸、產業智慧化 ( 物聯網 )、智慧電動車、綠
色環保、航空關聯等重點扶植產業將酌予加分最多 3%。
執行地點位於觀音區、新屋區者，得直接加分 2％，並可
與前項累計。
物流運輸、産業スマート化 (IoT)、スマート電気自動車、環境保
護、航空関連等の重点育成産業であれば、斟酌のうえ最高 3%
までポイントアップします。
設立地区が観音区、新屋区である場合、直接 2％ポイントアッ
プし、前項との累計を採用します。

桃園市發展綠能產業合作專案
桃園市為打造低碳綠色城市，與彰化銀行、華南銀行及永豐銀行合作推出「桃園市推展綠能產業專案貸款」，全力支
持在地產業轉型，開放設籍、設立於桃園市之企業，申請設置再生能源設備、產業綠色智慧管理、製程改善及低碳技
術等之貸款。更多資訊可上彰化銀行官網（www.bankchb.com）、華南銀行官網（www.hncb.com.tw）及永豐銀行官
網（bank.sinopac.com）提出申請或洽桃園各分行詢問。

桃園市グリーンエネルギー産業発展提携プロジェクト
桃園市は低炭素の環境にやさしい街を創造するために、彰化銀行、華南銀行、永豊銀行と共に「桃園市グリーンエ
ネルギー産業進展特別貸付金」を実施しています。これにより、全力で地域産業の構造転換をサポートし、桃園市
で登記を行い、会社を設立した企業を対象として再生エネルギー発電設備設置、産業グリーン化・スマート化管
理、製造プロセス改善、低炭素技術等の費用の貸付金申請を受け付けています。詳細については、彰化銀行（www.
bankchb.com）、華南銀行（www.hncb.com.tw）、永豊銀行 (bank.sinopac.com) の各ホームページから申請
するか、或いは桃園市にある各支店までお問い合わせください。

桃園市推動設置太陽光電發電系統實施計畫
為鼓勵於本市廣泛設置太陽光電發電系統，打造低碳城市之優質居住型態，並帶動太陽光電發展與系統設置技術，於
每一年度編列經費補助計畫，將於年度底（11 至 12 月）公告辦理。

桃園市太陽光発電システム設置推進実施計画
本市で広く太陽光発電システムを普及させ、より住みやすい低炭素都市を実現するとともに、太陽光発電とシステ
ム設置技術を向上するため、毎年経費補助を計画し、年末に（11、12 月前後）公告を行います。

請掃描 QR code 立即觀看：
QR コードをスキャンしてご覧ください。
中央投資獎勵措施【投資臺灣入口網 / 獎勵措施】。
中央投資奨励措置【台湾投資ポータルサイト / 奨励措置】。
中文版
中国語版

英文版
英語版
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光隆實業創立於 1966 年，為突破傳統羽絨產業，於 2009 年成立研發部門，除了持續控管羽絨品質，也開發防潑水、
防塵蟎等高機能性羽絨，是羽絨產業中，唯一整合上游羽絨原料精洗生產，以及下游成衣及家居紡織製造的企業。
近二十年來光隆實業朝向多角化與國際化發展，在日本、波蘭及韓國等世界各地建立生產及銷售據點。選擇將研發
暨物流中心設立在桃園中壢，除了因為桃園是臺灣最大的紡織產業聚落所在地，也因為桃園擁有鄰近機場及臺北港
的便捷位置，方便企業根據不同需求選擇適當的物流方式。
決定在桃園設立研發暨物流中心之際，光隆實業也決定留下一棟能夠使用 40 年且融合周邊田野環境的綠建築。建
立綠色循環與生態友善能源系統，回收 90% 以上生物廢水再利用，讓這棟具有羽毛曲線意象的建築，符合低碳、綠
色的標準。同時為響應桃園市政府提倡在地企業重視環保政策，獲得桃園市政府鍋爐改善計畫補助，落實企業社會
責任。光隆實業在桃園市政府的協助下，快速且如期取得相關執照並順利開幕營運。2018 年「光隆集團研發暨物流
中心」正式啟用，不僅將羽絨及成衣研發團隊匯聚一起，也讓年輕人成家的夢想能在桃園實現，並持續朝智能化生
產目標前進。

光隆実業は 1966 年に設立され、従来の羽毛産業の限界を突破するために、2009 年に研究開発部門を設立して品
質管理を続けながら、防水、撥水、防塵、防ダニ等、優れた機能性を持つ羽毛を開発しました。羽毛産業の中でも
唯一川上川下を統合した既製服、家庭用繊維製品メーカー企業です。20 年にわたり多角経営とグローバル化を目
指し、日本、ポーランド、韓国等世界各地に生産・販売拠点を設立しました。研究開発及び物流センターの設置場
所に桃園中壢を選択したわけは、桃園市にある台湾最大の紡績産業クラスターです。また、桃園市は桃園国際空港
と台北港に近接し、ニーズに合わせて輸送方法を選択することもできます。
桃園市に研究開発及び物流センターを設立することを決定した際、40 年の耐用が可能で周囲の自然環境に融けこ
むグリーン建築を採用することにしました。リサイクルと生態保護が可能なエネルギーシステムを建設し、90%
以上の廃水を生物処理によりリサイクルし、羽毛のラインをかたどったこの建物の低炭素、環境保護対応を図って
います。同時に桃園市政府が呼びかける地域産業の環境保護重視に呼応して、桃園市政府のボイラー改善計画の補
助要件を満たし、確実に社会責任を果たしています。光隆実業は桃園市政府の協力のもと、順調に予定期日に許可
証を獲得して運営を開始しました。2018 年、「光隆グループ研究開発及び物流センター」が開幕しました。羽毛
と既製服の研究開発チームが結集したほか、若者の向上心も満たし、さらに、スマート生産を目指して前進してい
ます。
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1970 年代在「客廳即工廠」的政策推動下，洋傘產業每年為臺灣創造超過百億的外銷佳績。從洋傘學徒做起的李
銘智，在 1984 年創立了國巨洋傘，並於 1990 年主攻以外銷為主的高級仕女洋傘市場，勇於研發創新、堅持品質，
陸續開發出晴雨傘、刺繡抗 UV 洋傘等兼具多功能與藝術創作的洋傘，身為業界先驅，連全球知名品牌的洋傘，如
YSL、 Lavin、 Burberry 等，也都找上國巨代工製造。
桃園擁有優越的地理位置及豐富的產業資源，還有未來桃園航空城的發展商機，因此即便前往世界各地設廠，國巨
洋傘仍堅持將研發設計及營運總部留在臺灣並設於桃園。2016 年國巨洋傘於桃園市大園區斥資三億打造「國巨洋傘
文創園區」，以生態、節能、減廢、健康等理念為基礎，建造擁有銀級綠建築標章的文創館，未來民眾將可在館內
參觀生產線、藝品展、文創商品及 DIY 體驗，除了生產製造，也具有觀光工廠的功能，未來將以推廣、實踐環境教
育為己任。對桃園市投資服務中心單一窗口全程服務，國巨洋傘體會特別深刻。桃園市政府透過多次跨局處會議協
助國巨洋傘釐清設置觀光工廠法規、交通動線規劃及其他行政相關流程申辦疑義，幫助國巨洋傘投資設廠的每一步。
未來國巨洋傘文創園區完工啟用，不僅提供當地居民上百個就業機會，也將抱持根留臺灣、永續經營的信念，再次
打造洋傘的無限可能。

1970 年代、「客間は工場」政策のもと、洋傘産業は年 NT$ 百億を上まわる輸出実績を達成していました。洋傘
職人に師事した李銘智氏は、1984 年に国巨洋傘を設立し、1990 年に輸出向け高級女性用洋傘市場をターゲット
として、果敢に新製品開発と品質向上に取り組み、晴雨兼用傘、刺繍入り抗 UV 洋傘等、多機能なアート洋傘を次々
と開発しました。業界をリードしながら、YSL、 Lavin、 Burberry 等、世界の有名ブランドから製造を受注して
います。
桃園市は優れた条件と豊富な産業資源を有し、桃園エアトロポリスによる発展のチャンスも潜めています。このた
め、グローバルに製造を展開しながらも、設計開発と運営本部は台湾桃園市に置いています。2016 年、国巨洋傘
は NT$3 億を投資して桃園市大園区で「国巨洋傘文創園区」の建設を開始し、生態、省エネ、廃棄物低減、健康
を基本理念とするシルバーグリーン建築標章の文創館を建設しています。将来、館内で生産ライン参観、作品展、
デザイン雑貨販売、DIY 体験を実施し、製造と観光工場の機能を両立させ、環境教育の普及、実践の使命を担いま
す。桃園市投資サービスセンターワンストップ窓口のトータルサービスについて、国巨洋傘は特別な感慨を抱いて
います。桃園市政府は各部門と会議を繰り返して、観光工場設置に関連する法規、交通計画、その他事務手続きの
方法を明確に指導し、投資の各段階をサポートしてくれました。将来、国巨洋傘文創園区が完成した暁には、当地
の住民に百以上の就業機会を提供し、本拠地国内、長期的経営の信念を維持しながら更なる洋傘の可能性を創造し
ます。
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Ansett Aviation Training（以下簡稱 Ansett）是南半球規模最大飛行模擬器訓練中心，為世界各地的飛行員、航空公司
提供飛行模擬機訓練、機組人員訓練以及飛航訓練顧問服務，在澳洲已有 40 年經驗，是全球飛航訓練服務的領導品
牌之一。目前 Ansett 在全球已有五個據點且將亞洲業務總部設於桃園，成立澳亞飛航訓練中心，是臺灣第一家由外資
投資設立的國際飛航訓練企業。桃園是航空相關產業進駐首選城市，澳亞飛航訓練中心選擇落腳在距離桃園國際機場
僅約 10 分鐘車程的蘆竹區，交通便捷，可大幅降低臺灣及亞太地區各航空公司的培訓費用。在桃園市投資服務中心
的全力協助下，Ansett 得以快速釐清飛航訓練基地設置的相關法規及行政流程，在 2015 年完成公司登記並於 2016 年
7 月順利開幕，2018 年順利引進第二架全動式飛行模擬機，配合國內航空公司近年引進的新型飛機提供訓練服務，解
決其大量訓練需求，亦提升了臺灣飛安品質。而為鼓勵企業創新投資、促進產業發展，澳亞飛航訓練中心也在 2017
年及 2018 年獲得桃園市政府「桃園市產業發展自治條例」補助。
現階段澳亞飛航訓練中心以服務臺灣航空公司及東亞、東南亞機師模擬機訓練為主，至今 Ansett 仍持續增資並積極在
臺投資布局，預計未來將持續引進模擬機設備及空服員緊急疏散模擬機系統，提供完善的機師、飛行員和空服員訓練
服務為目標。期待能與桃園既有的航空產業優勢相輔相成，為臺灣帶來更多高品質的飛航訓練計畫。

アンセット飛行訓練センター（以下、アンセット）は南半球で最大の模擬飛行訓練センターで、世界各地のパイロ
ット、航空会社向けのシミュレーター訓練、航空機関士訓練、飛行訓練コンサルティングサービスを実施します。
オーストラリアで 40 年の経歴を有し、世界の飛行訓練サービスをリードするトップブランドです。現在、アンセ
ットは世界に５拠点を展開し、アジア営業本部を桃園市に置いてアンセット飛行訓練センターを設立しています。
初めて台湾に国際飛行訓練所を設立した外国企業です。桃園市は航空産業の入居に最適な都市で、アンセット飛行
訓練センターが位置する蘆竹区は桃園国際空港から車でわずか 10 分の距離にあり、アクセスしやすく、台湾とア
ジア・太平洋地区の各航空会社の訓練コスト低減に役立っています。桃園市投資サービスセンターの全力の協力の
もと、アンセットは飛行訓練基地設置に関連する法規と事務手続きの流れを即明確に把握し、2015 年に登記を完
了して 2016 年 7 月に運営を開始しました。2018 年、2 機目のフル・フライトシミュレーターを導入し、国内の
航空会社に新型機による訓練サービスを提供し、莫大な訓練のニーズを解決するとともに飛行の安全性向上に貢献
しています。企業のイノベーション投資を奨励し、産業の発展を促進するために、アンセット飛行訓練センターは
2017 年、2018 年に桃園市政府の「桃園市産業発展自治条例」の補助を申請しました。
現段階で、アンセット飛行訓練センターは主に台湾の航空会社と東南アジア、東南アジアの航空機関士に模擬飛行
訓練サービスを提供しています。現在もアンセットは増資を続け、台湾で積極的に投資を展開しています。将来、
飛行シミュレーターと乗務員緊急避難シミュレーターを導入して、航空機関士、パイロット、乗務員のトータルな
訓練サービスを提供します。桃園市の強みである航空産業と相互に協力、補完しながら、台湾で高品質な飛航訓練
計画を多数提供することが期待されます。
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附錄

投資服務窗口

桃園市投資服務中心
提供單一窗口服務，照顧企業投資桃園全週期服務，
包括從土地協尋、建物興建、工商登記到人才招募等。
電 話：+886-3-332-5668
傳 真：+886-3-333-8368
地 址：33001 桃園市桃園區縣府路 1 號 2 樓
E-mail：invest.service@mail.tycg.gov.tw
網 址：invest.tycg.gov.tw（桃園投資通招商網）
edb.tycg.gov.tw（桃園市政府經發局）
vsip.tycg.gov.tw（桃園 MIT 網）

Appendix/Investment Service Contacts
Taoyuan Investment Service Center
Provides investors with a single window for all stages of investment in
Taoyuan, from land seeking, building construction and business
registration to talent recruitment.
Tel: +886-3-332-5668
Fax: +886-3-333-8368
Address: 2F., No. 1, Xianfu Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City, 33001
Email: invest.service@mail.tycg.gov.tw
Website: invest.tycg.gov.tw (Taoyuan Investment Service Center)
edb.tycg.gov.tw (Department of Economic Development, Taoyuan)
vsip.tycg.gov.tw (Made in Taoyuan)

下載貓熊標誌的 App【COCOAR2】，掃描拍攝【桃園招商手冊】封底，即可觀看桃園市政府舉辦的【企業聯繫會議活動剪輯】！
Please download the COCOAR2 app and use it to scan the back cover of this guide to watch clips from Corporate Affiliation Conferences held by
Taoyuan City Government.

* 本刊攝影及圖片提供單位（名稱順序依筆劃排序）
大同公司、中華汽車工業股份有限公司、中華智慧運輸協會、友達光電股份有限公司、台灣 YKK 股份有限公司、台灣科慕股份有限公司、台灣高速鐵路股份有限公司、
台灣積體電路製造股份有限公司、台灣默克股份有限公司、左右國際股份有限公司、光隆實業股份有限公司、行政院原子能委員會核能研究所、亞洲．矽谷計畫執行中
心、東和鋼鐵企業股份有限公司、永聯物流開發股份有限公司、美商 3M 臺灣子公司、美超微電腦股份有限公司、桃園市政府、桃園國際機場股份有限公司、國巨洋傘
欣業有限公司、國立中央大學、國家中山科學研究院、華亞園區管理顧問股份有限公司、路得寶交通股份有限公司、達德能源股份有限公司、睿能創意股份有限公司、
澳亞飛航訓練中心股份有限公司、豐達科技股份有限公司。
* The photos herein are courtesy of the following institutions and companies (in alphabetical order):
3M Taiwan Ltd., Ally Logistic Property (ALP), Asia Silicon Valley Development Agency, Ansett Aviation Training, AU Optronics Corp., China Motor Corporation e-moving, Gogoro Taiwan Limited,
HWA YA Corporation, Intelligent Transportation Society of Taiwan, Institute of Nuclear Energy Research, Kwong Lung Enterprise Co., Ltd., Merck Ltd., National Central University, National ChungShan Institute of Science & Technolegy, National Aerospace Fasteners Corporation (NAFCO), Road Pro. Co., Ltd., RandL International Co., Ltd., Super Micro Computer Inc., TATUNG Co., Taoyuan
City Government, Taiwan High Speed Rail Corporation Ltd., The Chemours (Taiwan) Company Ltd., Tung Ho Steel Enterprise Corp., Taoyuan International Airport Corporation Ltd., Taiwan
Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., wpd Taiwan Energy Co., Ltd., YKK Taiwan Co., Ltd., Yamaiji Umbrella Manufacturing Co., Ltd.
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TAOYUAN
桃園市政府經濟發展局

33001 桃園市桃園區縣府路一號 2 樓

Department of
Economic Development, Taoyuan

2F., No. 1, Xianfu Rd., Taoyuan Dist., Taoyuan City
33001, Taiwan (R.O.C.)
Tel : +886-3-3325668

桃園市投資服務中心

Fax : +886-3-3338368

Taoyuan Investment Service Center

E-mail : invest.service@mail.tycg.gov.tw

本刊採環保大豆油墨印製

躍

す

る

桃

園

商

機

を

創

新

