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，掃
描拍攝【
【 桃園招
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商
手冊】封面，在
手冊】
手冊】封面，
封面，在
在 （一）至
至 （一）期間，即可連結至【 桃園招商影片】，同步觀看影片！
LogoTypeA

LogoTypeB

LogoTypeB

2017 桃 園 企 業 誘 致 パ ン フ レ ッ ト で は 新 し い AR サ ー ビ ス を 提 供 し て い ま す。 パ ン ダ の マ ー ク の App
【COCOAR2】をダウンロードし、App 内のカメラ機能から【2017 桃園企業誘致パンフレット】の表紙を
を
撮影すると、2018 年 1 月 1 日から 2018 年 12 月 31 日の期間内、【2017 桃園企業誘致ムービー】をご覧
いただけます。
いただけます
いただ
けます。
。
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ベスト チ ンス

桃園許你
一份改變的勇氣

絕 佳 機 會

一個夢想
一股前進的力量
桃園は、あなたに「夢」と
「勇 」と「力」を与えます。

亞洲矽谷．創新升級,19(677$2<8$1
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B

est
chance

絕佳機會
推往世界的加速器

啟動臺灣經濟的引擎
世紀，全球化衝擊方興未艾，企業唯有站穩全球航線的黃金據點方能有效搶得商機。桃園市作為國門
之都，是臺灣面向世界的櫥窗，匯聚人流、物流、金流、資訊流，擔負起將臺灣推往世界的重責大任，
如同加速器般讓臺灣躍上國際舞臺，引領風潮。
綿密而便捷的交通網絡，優勢的國際樞紐位置，讓桃園得以快速鏈結國內外各重要城市，與東京、首
爾、香港、新加坡、上海等國際城市往來無比便利。加上領先全臺的產業群聚能量，以及全球電子製
造、光電顯示及半導體產業的產業布局，桃園勢必將成為國際城市與全球大型企業的合作據點，進一步
帶動高科技產業投資臺灣、鏈結世界。
「桃園航空城」及「亞洲•矽谷」計畫是使桃園進一步成為引領臺灣經濟向上的火車頭。「桃園航空
城」將強化本市亞太城市軸心區位優勢，更獲.30*評選為全球百大最值得投資的基礎建設。「亞洲•矽
谷」則聚焦「推動物聯網產業創新研發」及「健全創新創業生態系」兩大主軸，厚植產業新聚落成長潛
能，搶占全球物聯網巨大商機。
從產業面來看，桃園市工業年產值約兆元，冠居全臺年； 年更二度獲選全球七大智慧城市。
未來我們將持續為市民建構更智慧化的軟硬體設施，打造宜居宜業環境，更要吸引國際企業及營運總部
投資進駐，促使創新與研發人才在桃園萌芽紮根。
桃園是「啟動臺灣經濟的引擎」，我們將建置完善的交通建設、推展具前瞻
性的國家級旗艦計畫、打造便利的智慧城市，使擁有絕佳優勢的桃園，成為
國際上最閃耀的星星，歡迎更多企業與人才鎖定這個美好且充滿希望的城
市，「投資桃園就是現在」。

桃園市市長
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ベスト チ ンス

ベスト チャンス

世界進出への加速装置

絕 佳 機 會

啟動台湾経済的引擎択
21世紀の企業は、しっかりと地に足をつけてその方向を見定めることができる「ゴールデンポイン
ト」に立って、ビジネスチャンスを見据えるなければ、グローバル化の波に押し流されてしまいま
す。台湾最大の空港の所在地である桃園市は、常に人材、物流、金融、情報などに向かって、グロー
バル化された世界中で台湾が果たさなければならない重大な役割を担っています。
台湾の交通ネットワークの中心とも言っても良い桃園は、東京、ソウル、香港、シンガポール、上海
などの国際都市や、国内外のその他の都市までの移動も便利です。また、桃園には電子製造業、光学
機械産業、半導体産業など、台湾が世界に誇る産業が集中しているため、桃園は国際都市とグローバ
ル企業の拠点として無くてはならない存在となっているばかりか、ハイテク産業の台湾に対する投資
引き寄せ、台湾を世界に繋ぐ足がかりとなっています。
「桃園航空都市」および「アジア．シリコンバレー」計画は、桃園が台湾経済の牽引役として活躍す
るためのプロジェクトと言っても過言ではありません。「桃園航空都市」では、KPMGから「投資
を行うに適した世界100大基礎建設」に選ばれた桃園は、アジアパシフィックの中心となれる潜在能
力を秘めています。また「アジア．シリコンバレー」では、「IoT産業イノベーションの研究開発」
および「イノベーション·起業エコシステム（生態系）」を二つの柱として、産業の潜在能力を引き
出し、グローバル市場におけるIoTの巨大なビジネスチャンスを掴んでいきます。
桃園市の工業年間生産高は約2.87兆台湾ドルで、全国では連続14年で一位となっています。また、
2017年には、世界七大スマート都市に選出されました（二度目）。桃園はこれからも市民のための
スマート都市を構築し、住みやすくまた工業も発展しやすい都市環境を整えていくことで、より多く
の国際企業とその運営本部が桃園に投資を行い、より多くのイノベーションと研究開発の人材が桃園
で花を咲かせることを信じてやみません。
桃園は、「台湾の成長のエンジン」です。私たちには充実した交通ネットワークと、国家レベルのフ
ラグシップ計画、人に優しく便利なスマート都市としての機能など、全てが揃っており、国際社会上
での煌く星となっています。さあ皆さん、希望の都市桃園にぜひ投資をしてください。「桃園への投
資、それは今です」。

桃園市長

亞洲矽谷．創新升級,19(677$2<8$1
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 世界離我們很近 

世界との距離が縮まる都市·桃園
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E

xcellent
advantages
獨特優勢拓展成功路徑
エクセレント アドバンテージ
成功への近道

位在臺灣西北部的桃園，擁有國門之都的優勢區位，陸海空交通系統綿密完善，
產業聚落多元完整，匯聚人流、資訊流、金流、物流等豐沛能量，產值冠居全
國，是經略亞太，鏈結世界的關鍵樞紐。
台湾の北西部に位置する桃園は台湾最大の国際空港を持つ都市として、陸海空
すべての交通環境が整っており、産業提携の多様性だけでなく、豊富な人材、
情報、金融、物流などについても、台湾の他の地域を凌駕しています。桃園は
アジアパシフィックを通じて世界につながっているのです。
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エクセレント
アドバンテ ジ
獨 特 優 勢

共創宜居
宜業城市
居住と産
業が共存
する都市

桃園，擁有得天獨厚的地理位置、良好的創業投資環境，產業型態豐沛多元，從汽車、紡織
等傳統產業，到資通訊、雲端運算等高科技產業，與時俱進，不斷轉型向上發展，創造出卓
越的招商成果。
桃園はその地理的優勢から、良好な創業·投資環境が整っているばかりでなく、自動車、
紡績産業などの従来型産業のほか、通信、クラウドサービスなどのIT産業など産業の形態
も多元的です。常に進化を続けている桃園は、企業誘致においても成果をあげています。

桃園基本概況
桃園の基本データ

自然人文
人口など

人口總增加率

％（較年底）；全國第一

人口増加率

1.97％（2015年比で低下）； 全国一位

移入移出淨增加率

％；全國第一

転出転入率

1.45％；全国一位

平均年齡
平均年齢

工商綜合區總面積
工商地区総合面積
經濟概況
経済概要

歲；六都最年輕
38.3歳；直轄市（台北、新北、桃園、台中、台南、
高雄）で最小
有臺茂、大江、廣豐、樹籽等處工商綜合區，共計
公頃；全國第一
台茂、大江、広豊、樹籽など11箇所の商工総合エリ
アなど計67.53ヘクタール； 全国一位

工業區數

個報編工業區，產值第一
產業供應鏈完整

工業区数

30箇所の登録工業エリア；工業生産高全国一位
充実したサプライチェーン

資料統計至年底；
資料來源：行政院主計總處、內政部戶政司。
2016年末までの統計
資料出処：行政院主計総処、内政部戶政司

亞洲矽谷．創新升級,19(677$2<8$1
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桃園招商亮麗展現
桃園企業誘致の成果
工業年產值
工業生産値（年）

公司登記總家數成長率
企業登記総数成長率

約

％



兆元

冠居全臺年
約2.87兆台湾ドル
連続14年で全国第一位

六都排名第一
直轄市中第一位

外商企業投資明智選擇
桃園に投資を行っている外資企業

國內企業投資最佳首選
桃園に投資を行っている国内企業

如國泰人壽、華泰名品城、雄獅鉛
筆、永聯物流、利百代、友達光電、
泰豐輪胎等
国泰人寿、華泰名品城、雄獅鉛筆、
永聯物流、利百代、友達光電、泰豊
輪胎など

商業登記總家數成長率
商業登記総数成長率

％
六都排名第二
直轄市中第二位
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如德商科德寶；荷蘭商臺灣杜邦；馬來西亞商中華機
械；新加坡商利樂包裝；美商0、美超微、美光；澳
商澳亞飛航；以及超過家日商如八景島、優衣庫、
臺灣國際藏壽司、臺灣四葉食品、國瑞汽車、臺灣華可
貴等
ドイツ企業Freudenberg；オランダ企業DuPont；
マレーシア企業Capital Machinery；シンガポール
企業Tetra Pak；アメリカ企業3M、Supermicro、
Micron；オーストラリア企業Ansett Aviation
Asia；横浜八景島、UNIQLO、くら寿司、よつ葉乳
業、トヨタ自動車、YKKなど200を超える日本企業
ほか

企業總部設立於桃園
桃園に設置されている企業本部

共計



家

登記資本額約億元，
其中資本額億元以上企業共家
5,017社 登記資本額約339億台湾
ドル
資本額1億台湾ドル以上の企業51社

エクセレント
アドバンテ ジ

已簽約促參案件
桃園政府との間で締結された開発案

件 ，民間投資金額共約新臺幣 億元，

獨 特 優 勢

如桃園國民運動中心委託營運計畫案、桃園國際棒球場
及周邊園區27案、桃園科技工業園區第二期委託投資開
發案等

1 9 件 ； 桃園国民運動センター委託営運計画

案、桃園国際野球場および周辺地区開発OT案、桃園
科技工業園区第二期委託投資開発案など、民間からの
投資額は計約

456.76 億台湾ドル

觀光工廠
観光工場



家

投資金額  淨增加額
投資額（増額分）

如大溪老茶廠、桃園酒廠、歐萊德綠建
築總部、中臺環境教育資源中心等

約

28工場；大溪老茶工場、桃園酒工場、
欧萊德綠建築本部、中台環境教育資源
センターなど



億元

約1,834.7億台湾ドル

創造就業人數 
淨增人數
就業人数（増員分）



市府招商成果
市政府による企業
誘致の成果

人

人

資料統計至年月；資料來源：桃園市政府經濟發展局。
註：「 」為桃園市投資服務中心∼年度招商成果。
2017年3月までの統計；資料出処：桃園市政府経済発展
注：表中の「*」は桃園市投資サービスセンターにおける
2016年度から2017年度までの企業誘致の成果

亞洲矽谷．創新升級,19(677$2<8$1
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エクセレント
アドバンテ ジ
獨 特 優 勢

綿密完善
貫八方
八方に広がる交通ネットワ
ーク
國門之都桃園，位於亞太的核心區位，平均小時內即可飛往香港、
上海、首爾、東京、新加坡等亞太各大主要城市，坐擁連結世界的關
鍵位置；也是臺灣對內聯外重要的交通樞紐，高鐵、鐵路、國道公路
等交通網絡綿密，無論商旅或貨物均可暢通無阻的通往各縣市。

陸海空多元網絡 便捷無阻
陸海空多元的交通系統，包含鄰近台北港，具獨步全台的雙港運輸優
勢；縱貫南北的高速鐵路打造臺灣成為一日生活圈；陸續開通的捷運
系統，未來將與鐵路交織成目字型的路網；年月甫啟用的公共
自行車（<RX%LNH），不僅成為市民喜愛的交通工具，也是桃園邁向
低碳城市的路上，不可或缺的要角，有效串聯產業廊帶，形成便捷交
通網絡。

台湾最大の国際空港を持つ桃園は、香港、上海、ソウル、東京、シ
ンガポールなど、アジアの主要都市まで、すべて平均三時間圏内と
なっており、アジアパシフィックおよび世界の中心地として機能し
ています。また、国内交通においても、台湾高速鉄道、台湾鉄道、
高速道路などのネットワークに組み込まれているため、ビジネスト
リップによる移動、物流を問わず、国内外のスムーズで充実した交
通網を利用することができます。

陸海空の多元的なネットワークでスムーズな移動
と物流
桃園の交通ネットワークは陸海空の全てにおいて多元的な発展を遂
げています。近隣には台湾で唯一の二重港である台北港のほか、台
湾を南北に貫く高速道路網も通っており、台湾中を一日で移動する
ことができます。また、将来は鉄道網ともリンクして、「目の字」
交通ネットワークを形成する予定です。2016年2月からは公共自
転車YouBikeも運営を開始し、市民の大切な交通手段となってい
るだけでなく、グリーンな交通ネットワークを形成する上で大切な
役割を果たしています。桃園はその便利な交通ネットワークを活か
して、産業ベルトの中心としての地位を確立しています。

亞洲矽谷．創新升級,19(677$2<8$1
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航空運輸

航空運輸

公路系統

● 現有條高速及快速道路，有效串聯交通動脈：

桃園國際機場



高速公路：國道號 中山高速公路 、國道號 福
爾摩沙高速公路 、國道號  機場支線及桃園環線



快速道路：號東西向快速道路、號西濱快速
道路。

● 飛往亞太各主要城市，平均航程僅需小時。

機場系統－鶯歌系統

● 桃園航空自由貿易港區，是全國首座屬境內關外
的航空貨運園區兼自由貿易港區。

桃園国際空港
● アジア各主要都市までの平均飛行時間2.55時間
● 桃園航空自由貿易港区は、台湾初の経済特区航
空貨物園区兼FTZ（フリー トレード ゾーン）

港埠系統

港·埠頭

台北港
● 貨輪平均小時可抵達香港、馬尼拉、上海、東
京、新加坡等世界級城市港口。
● 從臺北港出港小時可抵達平潭自貿區。

台北港
● 香港、マニラ、上海、東京、シンガポールな
ど、世界の港まで平均53時間
● 台北港から中国（福建）自由貿易試験区平潭エ
リアまで3時間

高速鐵路

高速道路など

台湾新幹線

● 桃園站每月進出旅客約萬人次。
● 自高鐵桃園站出發，分鐘可達臺北都會區；
分鐘抵達新竹；分鐘抵達臺中；個半小時即可
抵達高雄。

● 現正推動三大串聯路網計畫及四大新設交流道 高
原、幼獅、中豐、五楊高架楊梅端 ，貫穿南北交
通軸線。
● 桃園を通る3本の高速道路と2本の快速自動車道
が台湾中の交通とリンクしている
高速道路：国道1号(中山高速道路)、国道3号(フ
ォルモサ高速道路)、国道2号～空港支線および
桃園環状線(空港システム～鶯歌システム)
快速自動車道：66号東西方向快速自動車道路、
61号西浜快速自動車道路
● 現在、三大道路ネットワーク計画の促進と、四
大新設インターチェンジ(高原、幼獅、中豊、五
楊高架楊梅側)の建設を急いでおり、完成すれば
台湾を南北を貫く交通網の主幹道路となる

捷運系統

地下鉄鉄

● 捷運桃園國際機場線（藍線）年已通車，貫
穿桃園、新北及臺北三大直轄市，分鐘內即可
直通臺北，實現北北桃日生活圈。每日運量約
萬人次，可紓解機場％的運量。
● 桃園国際空港線（藍線）が2017年に運行を開始
し、桃園から新北市、台北市を35分で結ぶ地下
鉄システムとなっており、毎日の利用客数は5.4
万人で、空港への交通量の約25％を担っている

● 桃園駅の乗降車数は毎月91万人
● 桃園駅から台北まで20分、新竹まで10分、台中
まで40分、高雄まで1時間半

臺灣鐵路

台湾鉄道

● 流量高的縱貫線北段 基隆與新竹 主要車站之一。
● 桃園は南北に走る鉄道網北部段（基隆から新竹)
における主要駅

公共自行車

公共自転車YouBike

● 自年啟用至今，總租賃次數已突破萬次，
周轉率全國居冠。
● 已建置逾個租賃站，提供輛公共自行車，
涵蓋個行政區。
● 年底將完成設置個租賃站，提供輛公
共自行車。
● 2016年の使用開始から現在までで550万回の利
用があり、利用率は全国一位
● 桃園市内の8つの行政区での設置ポイントは130
箇所以上、2800台の公共自転車が設置されてい
る
● 2019年末までに、設置ポイントを300に、公共
自転車を8000台に増設

資料來源：交通部、桃園市政府交通局、桃園國際機場股份有限公司
資料出処：交通部、桃園市政府交通局、桃園国際空港股份有限公司
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重要運輸節點 物流人流通暢無礙
企業透過便利交通網絡取得原物料，因應市場需
求，快速中轉貨品至國內外各大城市，是各企業
設置據點的最佳選擇。近家的物流廠商匯聚
在此，創造約新臺幣逾億元的年產值，近期
嘉里大榮、好市多、美超微、永聯物流攜手國泰
人壽、1,.(與台灣利豐物流合作，均於桃園設立
物流中心，顯見桃園物流產業持續蓬勃發展。
為推動桃園市物流產業發展，桃園市政府於
年與經濟部商業司、中華民國物流協會、台灣全
球運籌發展協會等個產官學相關單位，簽署台
灣物流產業聯盟合作意向書，透過產官學研力
量，建構完善物流產業發展環境，共同推動物流
產業在桃園市發展。
完善的運輸設施、便捷的交通網絡，不僅促進物
流產業的發展，更帶動商流及人流，縮短旅客與
國家、城市及城鎮間的距離，滿足辦公、休閒、

重要な物流基地
物流、人材交流の重要ポイント
桃園には、原材料の調達および製品の運送に便利な交通ネット
ワークが備わっているため、企業が拠点を設置するのに適して
います。現在2000を超える物流業者が桃園に拠点を置き、年
間1,900億台湾ドルの売上を上げています。最近では、嘉里大
栄、コストコ、美超微、永聯物流と国泰人寿が、NIKEと台湾
利豊物流が協力して桃園に物流センターを設置しました。桃園
の物流産業はこれからも発展していくことでしょう。
桃園市政府は、2015年に行政院経済部商業司、中華民国物流
協会、台湾全球運寿発展協会など、10を超える団体と「台湾物
流産業聯盟合作意向書」を締結、産学連携により桃園市におけ
る物流産業の促進と、より完全な物流産業の発展を目指してい
くこととなりました。
桃園市の整った交通機関と便利な交通ネットワークは、物流産
業の発展だけでなく、ビジネスチャンスや人材を集結させ、ま
た旅客の外国、国家、地方都市感への移動もスムーズにするこ
とで、ビジネス、バケーション、通勤、観光など、すべての面
における需要を満たすことができます。

通勤、觀光等多元需求。

亞洲矽谷．創新升級,19(677$2<8$1

13

能量薈萃
共繁榮

桃園連結北臺灣傳統產業到高科技產業領域，產業型態包括食品、

多様な産業群

桃園工業產值高達新臺幣兆元，年居全國之冠，堪稱全國第

紡織、化學、汽車、物流、光電、航太、生技、綠能、醫療等。

工業重鎮 投資首選
一的工業大城，其中在電子零件、工具機、紡織、資通訊、汽車、
物流、食品等產業發展亮眼，目前已成為全球電子製造、光電顯示
及半導體產業的重鎮，包括友達光電、中華映管等企業大廠，均匯
聚於此。
全國五百大製造業，有超過三分之一的企業都選擇在桃園設廠，
包括0、可口可樂（&RFD&ROD）、杜邦（'XSRQW）、豐田汽車
（7R\R\D）等全球知名百大品牌企業。

引領經濟脈博朝向綠化、智慧化
桃園將以目前的產業優勢為基礎，並以低污染、低耗能、低用水及
高附加價值（三低一高）的產業型態為主要發展軸心，朝向智慧
化、綠色化產業趨勢主流邁進。

桃園には、食品、紡績、化学、自動車、物流、光学工業、航空科
学、生物科学、グリーンエネルギー、バイオ医療など、台湾北部
における伝統産業からIT産業まで様々な産業が存在します。

工業の重鎮 投資選択の第一候補
桃園の工業生産高は2.87兆台湾ドルで、14年連続で全国一位と
なりました。なかでも電子部品、工業機械、紡績、IT、自動車、
物流、食品などの分野での発展にはめざましいものがあり、電子
製造業およびディスプレイ、半導体産業に至っては友達光電、中
華映管など、世界最高峰の生産体制が整っています。
台湾における五百大製造業の三分の一を超える企業、および
3M、Coca-Cola、Dupont、Toyoyaなど世界百大企業が桃園に
生産拠点を置いています。

経済のグリーンエネルギー化、スマート化
桃園では、現在の産業発展を基礎として、低汚染、低エネルギー
消費量、低用水、高い付加価値（三低一高）を産業の主軸とし
て、産業のグリーンエネルギー化とスマート化を促進していきま
す。
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桃園優勢產業
桃園における優勢な産業群

會展產業
展示会産業

發展智慧健康照護、設立國際醫療園區，
拓展醫療觀光旅遊市場，
成為台灣重要的國際醫療服務據點。

座落青埔的桃園會展中心，

スマート健康介護システムの発展、国際医療
地区の設立などにより、台湾の医療観光市場
を開拓し、桃園は将来、台湾における重要な
国際医療サービス拠点へと成長していく

獨 特 優 勢

智慧醫療
スマート医療

將帶動相關產業及周邊區域發展。
青埔の桃園コンベンションセンターが関連、
周辺産業の発展に寄与している

智慧紡織
スマート紡績

生物科技
バイオテクノロジー
境內多家知名生技醫藥大廠林立，
產業能量充沛。
桃園にはバイオテクノロジー企業が林立して
いるため、十分な産業規模が確立されている

台灣第一紡織業重鎮，將結合物聯網產
業，提升機能性紡織國際競爭力。
台湾一の紡績業の中心地としてIoT産業と提
携し、国際競争力をもった紡績業に発展した

電動車
電気自動車

物聯網
IoT

同時擁有電動車動力來源與汽車零組件完

亞洲．矽谷計畫示範場域，推動創新研發，

電気自動車の動力部と自動車の整備産業が融
合して台湾における電気自動車産業の中心

建構物聯網產業生態鏈。
アジアのシリコンバレー計画のデモンストレ
ーションエリアである桃園では、IoTに関す
るイノベーション、研究開発が推奨されてお
り、IoTに関するサプライチェーンが構築さ
れている

物流倉儲
物流倉庫

整產業鏈，將成為台灣電動車產業重鎮。

綠能產業
グリーンエネルギー産業
積極推動太陽光電及離岸風力發電建置，
全力打造低碳綠能城市。
ソーラー発電およびオフショア風力発電設置
を推奨し、グリーンエネルギー都市として発
展を続けている

近家物流廠商匯聚，
年產值億元。
2000件近い物流企業の拠点となっており、
年間生産高は1900億台湾ドルにのぼる

新創產業
イノベーション産業
強化創新創業生態系，打造桃園成為亞太

航太產業

青年創新創業發展基地。

航空産業

イノベーションを推進することで、アジア太
平洋地域における若い世代の創業基地として
の役割を果たしている

因應全球飛航市場需求增加，
航太零組件及專業航機維修業順勢成長。
世界規模での航空機需要の増加によって、航
空機用部品および航空機整備業が順調に成長
している

亞洲矽谷．創新升級,19(677$2<8$1
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アドバンテ ジ
獨 特 優 勢

桃園各產業值全國占比
桃園における各産業生産高の全国比

倉儲業
倉庫業

28.90%

化學製品製造業
化学製品製造業

23.96%

紡織業
紡績業

21.93%

產業用機械設備維修及安裝業
産業用機械整備補修および設置業

23.33%

年產值76億
76億

年產值564億
564億

年產值918億
918億

47.88%

電腦、電子產品及光學製品製造業
コンピューター、
電子製品
および光学製品製造業

32.99%

電子零組件製造業
電子部品製造業

17.45%

36.46%

0%

年產值2,299億
2,299億

年產值4,932億
4,932億

年產值6,113億
6,113億

航空運輸業
航空運送業

12.09%

全国一位

年產值307億
307億

汽車及其零件製造業
自動車および部品製造業

工商及服務業
工商およびサービス業

全國
第一

全國
第二

全国二位

年產值1,110億
1,110億

全國
第三

年產值3.5兆
3.5兆

20%

全国三位

40%

60%

80%

100%

資料來源：行政院主計處
資料出処：行政院主計処

亞洲矽谷．創新升級,19(677$2<8$1
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LogoTypeA
掃照片立即體驗$5
下載貓熊標誌$SS【&2&2$5】，完整掃描地圖
立即觀看【桃園市工業區分布圖】
LogoTypeA

LogoTypeB

LogoTypeB

写真をスキャンして AR を体験してください。パンダ
マークの App【COCOAR2】をダウンロードして地
図をスキャンすると【桃園市工業エリア分布図】をご
覧いただけます。

觀音區観音区
觀音工業區
 観音工業エリア
● 大潭濱海特定工業區
 大潭浜海特定の工業エリア
● 環保科技園區
 エコテクノロジーパーク
● 桃園科技工業園區
 桃園テクノロジーパーク
● 日禕紡織報編工業區
 日禕紡織登録工業エリア
● 東和鋼鐵報編工業園區
 東和鋼鉄登録工業エリア
●

工業園區林立 匯集豐沛能量
分布在桃園的個報編工業區，是桃園的產業命
脈，亦是接軌全球的重要經濟基礎，其中，由政
府推動經濟建設計畫開發以及民間投資開發的工
業區約各占一半，工業用地面積約公頃。

工業地区の林立による豊富な産業形態
桃園にある30の工業エリアの総面積は約6,835
ヘクタールで、政府による開発が行われた地区
と、民間投資により開発された地区は約半々に
なっています。これら工業地区は、桃園におけ
る産業の生命線であるばかりでなく、世界の経
済の基礎となっています。

新屋區新屋区
大洋工業區
 大洋工業エリア
● 永安工業區
 永安工業エリア
●

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
 桃園高山頂ブロック
● 太平洋電線電纜申編工業區
 太平洋送電線申編工業区
● 大興工業區
 大興工業区
● 華新麗華工業園區
 華新麗華工業園区
● 桃園幼獅擴大工業用地
 桃園幼獅擴大工業用地
● 桃園下陰影窩段
 桃園下陰影窩ブロック
●

龍潭區龍潭区
桃園銅鑼圈段
 桃園銅鑼圈ブロック
● 龍潭渴望園區
 龍潭渴望パーク
● 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
 龍潭烏樹林工業パーク
●
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アドバンテ ジ

中央政府開發中央政府による開
桃園市政府開發桃園市政府による開発
● 民間開發民間による開発
● 其他（報編未開發工業區、都市計劃工業區、非報編工業區）
 その他(登録後未開発工業区、都市計画工業区、未登録工業区)
●
●

獨 特 優 勢

蘆竹區蘆竹区
●

大園區大園区

海湖坑口工業用地
海湖坑口工業用地

大園工業區
 大園工業区
● 桃園許厝港段
 桃園許厝港ブロック
●

龜山區亀山区
林口工三工業區
 林口工三工業エリア
● 林口工四工業區
 林口工四工業エリア
● 北部特定工業區
 北部特定工業エリア
● 龜山工業區
 亀山工業エリア
● 華亞科技園區
 華亜テクノロジーパーク
●

八德區八德区
美超微科技園區
 美超微テクノロジーパーク

●

中壢區中壢区
● 中壢工業區
 中壢工業エリア

平鎮區平鎮区

大溪區大溪区

● 平鎮工業區
 平鎮工業エリア

●

桃園南興段
 桃園南興ブロック

化學製品製造

造紙、機械

半導體工業

塑膠加工製造

化学製品製造業

造紙·機械業

半導体工業

プラスチック
加工製造業

金屬製品製造

物流、貿易業

紡織

塑膠製品製造

電力設備製造

金属製品製造業

物流·貿易業

紡績業

プラスチック製品
製造業

電力設備製造業

機械設備

光電及太陽能

高科技低汙染產業

預拌

機械設備業

光学発電
太陽光発電業

ハイテクノロジー
低汚染産業

ミキサー業

電腦、電子及光學製品

高壓電線電纜

紡織成衣

高圧送電線業

紡績·衣類業

コンピューター·電子お
よび光学製品業

亞洲矽谷．創新升級,19(677$2<8$1
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LogoTypeA
掃照片立即體驗$5
下載貓熊標誌$SS【&2&2$5】，完整掃描照片
立即觀看【桃園航空城計畫影片】
LogoTypeA

写真をスキャンして AR を体験してください。パンダマークの App【COCOAR2】をダウンロードして
地図をスキャンすると【桃園航空城計画ムービー】をご覧いただけます。

LogoTypeB

LogoTypeB

V

enture
lab
運籌未來引航投資先機
ベンチャー ラボ
投資チャンスの創出

「前瞻基礎建設計畫」、「桃園航空城計畫」以及「亞洲•矽谷計畫」是桃園發展最重要的三支箭。
「前瞻基礎建設計畫」大幅投資桃園，讓城市轉型；「桃園航空城計畫」帶動產業投資以及地方建
設，放大桃園機場的城市能量，「亞洲•矽谷計畫」則讓桃園高科技產業往下世代前進，進行工業
、大數據分析、,R7物聯網產業等，創造更多創新以及創業機會。
「前瞻基礎建設計画」、「桃園航空都市計画」および「アジア．シリコンバレー計画」は、桃園の発
展を支える三本の柱です。「前瞻基礎建設計画」により桃園に対する大幅投資を行うことで、都市
形態の変更を、「桃園航空都市計画」により産業投資と地方建設を行うことで、桃園国際空港の機
能の拡大を、「アジア．シリコンバレー計画」により桃園におけるハイテク産業をより幅広いもの
とし、ビッグデータや、IoT など、新たな産業とイノベーション、創業のチャンスを引き伸ばして
いきます。
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年內政部都市計畫委員會審定通過「桃園國際機場園區及附近地區特定區

立足臺灣
望眼世界

計畫」，藉由桃園國際機場位於亞太城市軸心的區位優勢，以桃園機場及機場

桃園航空城位於桃園北側，緊鄰北臺灣都會區，具有龐大的發展潛力與優勢，

台湾から世
界を望む

年榮獲.30*評選為全球百大最值得投資的基礎建設，預計未來將完備北臺
灣的產業發展帶，繁榮區域經濟，並帶動臺灣下階段高科技產業轉型，營造永

運 籌 未 來

捷運沿線車站為核心，打造整體範圍達公頃的桃園航空城。

續發展的國際城市。
2014年、内政都市計画委員会は、アジアパシフィックの中心にある桃園国
際空港の地の利を活かし、空港鉄道沿線の駅を中心とした4,687ヘクタール
の桃園航空都市を発展させる計画である「桃園国際空港園区および附近地区
特定区計画」を審定しました。
桃園の北側に位置する桃園航空城は、北台湾地区に隣接していることから、
十分な発展可能性を秘めた地域です。2014年には、KPMGより、「投資を
行うに適した世界100大基礎建設」に選ばれました。桃園航空都市は今後、
北台湾の産業ベルトにおける地域経済の発展、および台湾のハイテク産業の
さらなる変革と永続的な発展を支える国際都市となることでしょう。

城區特色
地域的特色

● 

規劃五大發展地區，優先引進符合低用水、低污染、低耗能及高附加價值
「三低一高」原則的產業。

● 

結合周邊及北臺灣現有的產業資源，匯聚人流、物流、金流與資訊流，促
進產業群聚發展，建構桃園成為亞太經貿樞紐。

●

●

五大発展地区計画を画策および低用水、低汚染、低エネルギー消費量、
高付加価値という「三低一高」を原則とした産業を誘致する
北台湾、および周辺地区の産業資源を有効に利用することで、人材、物
流、金融およびデータの流通のほか、産業軍の発展を促進し、桃園をア
ジアパシフィックにおける経済の主幹へと成長させる

●

創造∼萬個就業機會。

●

帶動約新臺幣兆元的經濟效益。

●

預計年桃園機場貨運量達萬噸、客運量達萬人次。
吸引超過新臺幣億元的總投資額。

●

●
●
●

●

預期效益

20～30万人の雇用機会
2.3兆台湾ドルの経済収益
2030年には桃園国際空港における貨物量450万トン、旅客数6,000万人
の予想
5,000億台湾ドルを超える投資額

収益予想

亞洲矽谷．創新升級,19(677$2<8$1
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五大分區
產業全面發展
五大地区
全面的な産業発展

旅運及產銷園區
旅行およびセールス
以機場捷運大園站及國道號大園交流道為中心，發展過
境旅館、台灣精品交易平台、免稅商品城及精緻農特產
品加值產銷中心、會議展覽、複合式休閒、國際醫療等
產業。
空港鉄道大園駅および国道2号大園インターチェンジを
中心として、トランジットホテル、台湾製品の取引プ
ラットフォーム、免税店、および農産品の販売センタ
ー、国際展示場、総合レクリエーション施設、医療な
どを発展させる。

行政及商業服務區
行政および商業サービス区
充分運用雙捷運站功能，發展行政管理中心，並促進商業
服務機能，規劃引進政府機關、國際金融及國家級藝文展
演設施。
新幹線と空港鉄道のターミナル駅の機能を活かし、行政
管理センターを発展させ、商業サービス機能を促進する
ことで、政府機関、国際金融および文化活動などの施設
を誘致する。
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物流經貿園區
物流経済貿易区
結合自由貿易港區及自由經濟示範園區，發展物流運籌中心，
國際貨櫃整櫃中心及境內關外國際物流樞紐。
FTZ（フリー トレード ゾーン）と自由経済模範区を結合さ
せることで、物流運輸センターを発展させ、国際貨物センタ
ーおよび保税区内の物流センターを充実させる。

綠色創新產業園區
グリーンイノベーション産業区
以「循環經濟，永續發展」為理念，引入低汙
染、低用水、低耗能及高附加價值企業進駐，如
生物科技、雲端運算、綠色能源、文化創意等多
元產業，及因應機場區位優勢，發展航空關聯產

樂活優質住宅地區
良質生活住宅区

業，並鼓勵設置跨國企業區域總部、研發中心。
「循環経済、永続発展」の理念のもと、バイオテ
クノロジー、クラウドサービス、クリーンエネ

在大眾運輸系統沿線，結合埤塘與水岸風景，設置

ルギー、文化活動など、低汙染、低用水、低エ
ネルギー消費量、高附加価値企業の進出を促進

社會住宅、社區公共設施等等，打造優質怡然的住

するほか、空港区に係る航空関連産業、または

宅區，發展成為生活機能完善的航空城生活圈。

国際企業本部、研究開発センターなどの誘致を
おこなう。

公共交通機関沿線の池とウォーターフロントに公
共住宅、交渉設備を設置し、良質な住宅環境を備
えた航空都市生活圏を発展させる。

亞洲矽谷．創新升級,19(677$2<8$1
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亞洲．矽谷
智慧城市
物物相聯
アジアのシリ
コンバレー
スマート都市
と IoT

近年來全球數位經濟興起，資訊科技產業結構發生巨大變革，這股浪潮也成為
臺灣產業升級轉型的新契機。有鑒於此，為了驅動經濟成長新動能，引領未來
產業先機，中央政府推動「產業創新計畫」，強化亞洲．矽谷、生技醫療、
綠能科技、智慧機械、國防產業、新農業及循環經濟等重點產業發展，並推動
「前瞻基礎建設計畫」，全面擴大投資下一個世代國家發展的基礎建設，厚植
臺灣經濟成長的潛能。
年月，行政院正式通過「亞洲．矽谷推動方案」，聚焦於「推動物聯網產
業創新研發」及「健全創新創業生態系」兩大主軸，推動臺灣轉型成為以研發
為本的創新創業首選基地，以及先進物聯網應用的研發中心與試驗場域，進一
步引領臺灣從硬實力邁向軟硬實力整合，實現「以創新創業驅動經濟成長，以
物聯網產業促進產業轉型升級」的主軸目標，搶占全球物聯網的巨大商機。

ここ数年のグローバル規模でのIT経済の振興は、データ産業と融合して新し
い産業の波となって、台湾における産業革新の原動力となっています。この
革新を経済の成長につなげるため、台湾政府は、「アジア．シリコンバレ
ー」「バイオ医療」「グリーンエネルギー」「スマート機械」「国防·航空
宇宙」の５大イノベーション産業と、「新農業」「循環型経済」の２政策を
柱とした産業構造転換で台湾をけん引する「５プラス２」のほか、次の世代
に向けた国家発展のための基礎建設の計画である「前瞻基礎建設計画」によ
り、台湾経済の底上げを狙っています。
2016年9月，行政院は「IoTの発展」ならびに「イノベーション·起業エコ
システム（生態系）」を柱とした「アジア．シリコンバレー」計画をスター
トさせました。この計画は、台湾の産業を研究開発を基礎としたイノベーシ
ョン産業に転換させるとともに、IoTの研究開発や、試験場などを儲けること
で、ソフト、ハード両面における整合が取れた発展を果たし、「イノベーシ
ョン·創業による経済成長の促進、IoTによる産業の転換」の実現を目標とし
た世界に先立ったIoTのビジネスチャンスを見据えた計画です。
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潛力桃園 亞洲．矽谷關鍵要角
桃園位居東亞交通區位樞紐，北鄰臺北都會區，南近新竹等科技廊帶，擁有絕佳的地理優勢；此
外，桃園的產業類型多元且具完整供應鏈，成為「亞洲．矽谷」這項國家級旗艦計畫最佳的示範
場域。
亞洲．矽谷專案辦公室
年月，桃園市政府成立「亞洲•矽谷桃園市政府計畫專案辦公室」，與國發會「亞洲•矽
谷計畫執行中心」同步揭牌，共同推動物聯網及創新創業。將整合桃園在地資源，配合方案主
軸，積極推動項具體措施，與中央共創物聯網產業新聚落，致力將桃園打造成創新科技產業的
領導城市，亦成為帶動臺灣經濟再成長的火車頭。

桃園の実力 アジア．シリコンバレー計画におけるキーマン
桃園は、東アジアの中心としてだけでなく、北側には台北が、南側にはハイテク産
業が集中する新竹があるため、地理的には最高の都市です。また、桃園の多元的な
産業形態と充実したサプライチェーンは、アジアのシリコンバレー計画において
も、模範的な働きをする都市として注目されています。
アジアのシリコンバレー専門事務所
2016年12月、桃園市政府は、「アジア．シリコンバレー桃園市政府計
画専門事務所」設立し、国家発展委員会の「アジア．シリコンバレー
計画執行センター」とともに、IoTおよびイノベーション·創業の促
進を行っていくこととなりました。今後は、桃園の資源を有効利用
して、14の具体的な政策を執行することにより、台湾政府とと
もにIoT産業の発展を支え、さらには桃園をイノベーション技
術都市へと発展させることで、台湾全体の経済を底上げして
行きます。
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「亞洲．矽谷推動方案」具體辦理措施
「アジア．シリコンバレー計画」に係る具体的政策

ラボ

● 整合矽谷各部會資源，引進國外技術
● 與全球主要物聯網協會結盟
● 舉辦臺矽物聯網交流活動
● 整合全國物聯網組織成立聯盟

国際的な研究開発を参考
とした新しい研究開発基
地の立ち上げ

運 籌 未 來

連結矽谷等國際
研發能量，建立創
新研發基地

● 成立創新研發中心，作為招商單一窗口

● 串接產業研發能量，連結矽谷等創新聚落
● 串接大專院校、財團法人、育成中心研發能量

●

イノベーション研究開発センターを設立し、企業誘致の統一窓口とする
●

各部会の資源を整合し、国外技術を誘致する
世界の主要なIoT協会と提携する

●

台湾·シリコンバレーIoT交流活動を開催する

●

全国区でのIoT組織の整合と、連盟の設立を行う

●

産業開発の統合と、イノベーショングループの統括を行う

●

大学機関、財団法人、育成センターなどとの連携を行う

●

● 建置高品質網路環境
● 布建智慧配電網絡及充電設施
● 順暢智慧物流運行
● 建置智慧交通系統
● 發展智慧醫療服務
● 傳統工業區智慧化轉型示範

網實群聚，提供
創新創業與智慧化
多元示範場域
イノベーション·創業と
スマート化された多元産
業のデモンストレーシ
ョンエリア

● 推動全臺、區域及跨區域物聯網示範計畫

●

高品質のネットワーク環境の設立
●

スマート配電ネットワークおよび充電設備の設置
●

スマート物流の運行
●

スマート交通システムの設置
●

スマート医療サービスの提供
●

伝統工業区のスマート化の模範
●

台湾全土、区域を問わないIoTネットワークの模範
化計画

亞洲矽谷．創新升級,19(677$2<8$1
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SMART CITY
打造智慧城市
迎向未來趨勢
スマート都市の設立
未来経向けた発展
隨著物聯網浪潮席捲全球，建構智慧城市已成為世界各國競相發
展的重點。面對這股勢不可擋的趨勢，桃園也積極發展運用物聯
網、雲端及大數據等技術，為市民建構更便利的智慧化設施，打

智慧產業
スマート産業

造更宜居的生活環境。年桃園更二度從全球近個城市中脫
穎，受到智慧城市論壇（,QWHOOLJHQW&RPPXQLW\)RUXP,&)）評選為
「全球七大智慧城市（7RS）」，顯見桃園身為世界級智慧城市
的堅強實力。
配合「亞洲．矽谷推動方案」，桃園將充分運用資通訊科技的產
業優勢與技術能量，結合物聯網、雲端運算、大數據等新一代科
技應用，打造智慧城市的創新樣貌。
IoT技術の発展が世界を席巻している現在において、世界各国が目
指す将来像としてスマート都市という考えも重要なものとなって
います。桃園ではIoTだけでなく、クラウドサービスやビッグデー
タを利用することで、そこで生活する人たちが、より身近に感じる
ことができるスマート化環境を立ち上げます。桃園は、2017年世
界400都市（二度目の受賞）や、Intelligent Community Forum
（ICF）「世界七大スマート城市（Top 7）」に選出されるなど、
世界クラスのスマート都市として注目されています。

SMART
CITY

桃園では、「アジア．シリコンバレー計画」に合わせて、これまで
培ってきたIT産業をIoT、クラウドサービス、ビッグデータなどを
組み合わせ、より新しい技術に発展させることで、他にはない全く
新しいスマート都市としての発展を目指していきます。

智慧服務
スマートサービス
以消費者的需求為核心，運用物聯網、大數據、雲端運算等技術，與服
務業做深度結合，為消費者提供更高程度客製化的商業服務。例如：推
廣行動下單支付、電子支付商業模式；整合實體、線上零售通路和物流
服務，優化購物方式與環境，滿足娛樂和社交等綜合體驗需求。
消費者の立場に立ったIoT、ビッグデータ、クラウドサービス等の
サービスを総合的に提供することで、▽スマートフォンによる注文
や支払いなどの電子決済の充実、▽オンラインショップにおける販
売と店舗販売を融合させたショッピング方式と環境を確立など、娯
楽とソーシャルメディアを兼ねた総合的なサービスを提供し、消費
者にとってより使いやすいカスタマイズされた商業サービスを提供
していく。
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智慧服務
スマートサービス

ベンチ

智慧產業
スマート産業

ラボ

桃園積極推動傳統工業區智慧化轉型升級，並以龜山工業區、中
壢工業區等園區，做為優先示範場域。未來，將透過綠色工法與
設計、融入節能減碳及再生能源設施、布建智慧環境監測、資訊
系統整合等措施，打造綠能低碳、自動化的智慧產業園區。

運 籌 未 來

亀山工業エリアおよび中壢工業エリアなどの工業エリアを、
伝統的な工業エリアのスマート化デモンストレーションエリ
アとし、将来的にはグリーン工業·設計や、省エネ·低炭素
および再生エネルギー設備を設置するほか、スマート環境監
視システム、データシステムなどを統合してグリーンエネル
ギーで低炭素の自動化されたスマート産業エリアへと発展さ
せる。

智慧生活
スマート生活
桃園市政府發行「桃園市民卡」及手機行動市民卡，一卡含括電
子錢包、健康卡、規費繳納、乘車、特約商店優惠等多項服務，
目前實體發卡量達近萬張。此外，桃園已設置超過個:L)L熱

智慧生活

スマート生活

點，未來也將在捷運、機場、公車上提供免費:L)L，使民眾在生活
各方面享受便捷的行動體驗與服務。
桃園市が発行する「桃園市民カード」および市民カードアプ
リは、電子財布、健康管理カード、政府規定費用の納入、乗
車、カード特約店に優待などの機能を持ち、現在83万枚の発
行数を誇っている。また、市内には6,000を超えるホットス
ポットが設置されており、将来的には鉄道駅、空港、バスな
どにも無料のホットスポットを設置し、市民の生活をより便
利なものとすることを目指している。

智慧治理
スマート治理
政府透過新應用科技即時掌握資訊，發掘潛在問題，改善市政規
劃決策。包括：運用智慧系統監控治安、交通、空氣與廢水，並

智慧治理
スマート治理

建立水情及防災系統；透過H7DJ反應交通路況；整併陳情管道，建
立智慧區里行動里長系統，即時反應民情。
政府機関は新しい応用技術によりリアルタイムで情報を収集
することで、▽治安、交通、空気、排水などの監視システ
ム、▽防水、防災システム、▽eTagを利用した交通情報の管
理、▽陳情システムの整合、▽スマート町内会システムなど
を利用した行政サービスなど、問題解決、政策決定にスマー
トシステムを利用する。

智慧醫療
スマート医療
以智慧醫院、智慧照護及智慧健康三大領域發展智慧醫療服務。

智慧醫療

スマート医療

包括：醫療輔助機器人運用、智慧化轉診、自動化就醫流程等，
提升醫療管理及效率；透過穿戴式裝置自動收集穿戴者生理訊
號，遠端監測高血壓、糖尿病、心臟病等慢性病患，讓醫護人員
與家屬隨時掌握健康狀況。
スマート病院、スマート介護、スマート健康管理の柱からな
るスマート医療には、医療補助器具の運用とスマート転院、
自動化医療による医療管理の効率化のほか、ウエアラブル装
置で生体情報を収集することによって、遠隔での高血圧、糖
尿病、心臓病など慢性病の管理を行うことで、患者の情報をリ
アルタイムで把握すること可能となる。

亞洲矽谷．創新升級,19(677$2<8$1

29

LogoTypeA
掃照片立即體驗$5
下載貓熊標誌$SS【&2&2$5】，完整掃描照片
立即觀看【桃園機場捷運影片】
LogoTypeA

LogoTypeB

写真をスキャンして AR を体験してください。パンダマークの
App【COCOAR2】をダウンロードして地図をスキャンすると
【桃園航空城計画ムービー】をご覧いただけます。

LogoTypeB

I

nnovative
strength
創新實力掌握變革進行式

ストレングス イノベーション
チャンスを掴む都市

桃園擁有厚實的產業基礎及培育人才的優質環境，面對激烈的全球化競爭，致力推
動各項建設，產業政策與時俱進，包括建設軌道路網、發展會展產業、推動綠能產
業、打造國家級青創聚落等等，充分展現迎向未來的卓越潛力。
安定した産業の基礎と人材育成の環境を兼ね備えている桃園市では現在、交通施
設、コンベンションセンター関連産業、グリーンエネルギー産業などを発展させ
ているばかりでなく、国家クラスのイノベーション環境を整えることで、グロー
バル化の波に押し流されることなく、各種の建設や産業政策を推し進め、未来に
羽ばたく都市として成長を続けています。
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海湖站
海湖駅

坑口站
坑口駅

臺鐵捷運化紅線
（鐵路地下化，預計  年地下化切換通車）

機場第三航廈站
空港第三ターミナル駅

A14

長庚醫院站
長庚医院駅

場
機
際 空港
國 際
園
桃 園国
桃

台湾鉄道地下化紅線
（鉄道地下化、2025 年に切り替え）

航空城捷運綠線

往台北
台北行き

南竹路
南竹路

メトロのグリーンライン

（2018 年施工開始 ：2024 年の運行開始を目標）

捷運綠線延伸一
（* 站至中壢火車站，預計  年陸續通車）

高鐵桃園站
台湾新幹線桃園駅

創 新 實 力

（ 年動工，預計  年陸續通車）

橫山站
橫山駅

ストレングス
イノベ シ ン

桃園航空城園區
桃園航空都市園区

グリーンライン延長
（G01 駅から中壢鉄道駅間 ：2028 年の運行開始を目標）

桃園站
桃園駅

迴龍站
迴龍駅
鳳鳴站
鳳鳴駅

機場捷運增設$第三航廈站
メトロ空港線$ 第三ターミナル の 設
捷運棕線
（預計  年通車）

大湳
大湳

中壢站
中壢駅
平鎮站
平鎮駅

ブラウンライン
鳳鳴站（捷運）
鳳鳴駅(地下鉄)

（2027 年の運行開始を目標）

捷運中和新蘆線

G01
八德
八德

富岡站
富岡駅

地下鉄中和新蘆線
桃林鐵路
桃園林口鉄道

往大溪
往大溪

投資商機
光速推展
潛力桃園

近年來，桃園從傳統工業、製造業，逐步轉型成為以高科技產業為主的城市，

ビジネスチ
ャンス
発展を続け
る桃園

交通連結，桃園市政府配合行政院推動「前瞻基礎建設計畫」，規劃「北北桃

在地理區位及產業匯聚的優勢帶動下，桃園持續發展各項建設，積極提升城市
競爭力，並建構友善的投資環境，致力打造商機無限的國際城市。

前瞻軌道建設 營造北北桃都會生活圈
隨著桃園人口持續攀升，為了緩解市內交通日漸壅塞，並強化與臺北首都圈的
小時生活圈軌道運輸計畫」，總投資額約億元，打造桃園軌道路網的骨
幹，並進一步打破城鎮阻隔，營造共生共榮的北北桃都會生活圈。
ここ数年、桃園では、IT産業が伝統的な工業、製造業に代わり産業の中心と
なってきました。桃園では地理的利点、産業集中的利点を活かした各種建設
を進めていくことで、積極的に都市としての競争力を高め、投資環境を整え
ることで、国際都市としての地位を高めて行きます。

軌道運送システムの建設 台北市、新北市、桃園市を結ぶ
交通網
桃園市における人口増加に伴う市内交通の悪化の解消、および台北都の交通
ネットワークの強化を図るため、「前瞻基礎建設計画」内の「台北市、新北
市、桃園市を1時間で結ぶ路面電車計画」では、総額約2,300億台湾ドルを
かけて軌道運送システムを建設し、北台湾を一つの生活圏とするとされてい
ます。

亞洲矽谷．創新升級,19(677$2<8$1
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国際ホテル
イノベーション研究開発センター
桃園コンベンションセンター

空港線A19駅

冠德ショッピングセンター
桃園国際野球場

テム
通シス
交
ト
スマー

桃園會展中心 掌握世界脈動

桃園コンベンションセンター

桃園，作為臺灣的門戶之都，具發展會展產

台湾最大の空港を持つ桃園は、台湾におけるコンベンション
センター関連産業に関しても優位な地位にあります。現在桃
園には台湾新幹線桃園駅特区内のメトロ空港線A19駅横に、
約2.87ヘクタール、1,260のブースが設置可能で最大6,000
人まで収容可能な会議場を備えたコンベンションセンター
を建設予定中。同センターは2019年から建設が開始され、
2022年から運営を開始する予定です。同センター内の国際
会議センター、国際展示センターは、今後、アジアパシフィ
ック規模の国際会議や、展示会、貿易交流などにおける重要
な位置を占めることとなるばかりでなく、コンサートや各種
集会、スポーツ活動でも利用されます。

業的優勢區位。目前所規劃興建的桃園會展
中心，將座落在高鐵桃園車站特定區內機場
捷運$站旁，面積約公頃，可容納
個攤位，最多可舉辦容納人之大型會
議，預計年動工，年營運。其中，國
際會議中心、國際展覽中心等服務設施，除
了規劃作為舉辦亞太國際會議、展覽、經貿
及商務交流等活動的重要場所，也可結合多
功能使用，舉辦各種演唱、集會、體育等大
型活動。
另一方面，會展中心也可望吸引周邊服務產

また、コンベンションセンター周辺には各種サービス業が集
結し、先端技術と地元の特色を活かした展示場となること
で、産業の発展を促進する重要な役割を果たします。

業進駐，並作為先端科技及地方特色產業的
展示基地，扮演協助產業行銷推廣的重要角
色，帶動優勢與新興產業發展。

國際星級飯店 串聯區域發展
因應本市積極打造優質國際會展環境，勢必
將衍生旅客住宿、觀光等需求，因此規劃在
桃園會展中心旁興建面積約公頃的國際
星級飯店，預計於年動工，年啟用
營運。此外，周邊亦有許多即將陸續完工的
大型商業娛樂設施，包括國泰商務城、創新
研發中心、桃園國際棒球場、桃園市立美術
館、冠德購物中心等，不僅能滿足商務人士
與觀光遊客的住宿需求，更能與周邊消費娛
樂機能相互串聯加乘，帶動區域的產業發展
與商機。

32

国際ホテルと提携した区域発展
国際的なコンベンション産業を発展させるためには、ホテル
や観光などの産業の推進も避けて通れません。桃園コンベン
ションセンターの傍らには約1.76ヘクタールの国際ホテルの
建設が予定されています。同ホテルは2020年から建設が開
始され、2022年より営業を開始する予定です。またコンベ
ンションセンターの周辺には、大型商業．娯楽施設や、イノ
ベーションセンター、桃園国際野球場、桃園市立美術館、冠
德ショッピングセンターなど、ビジネス客だけではなく、観
光客の需要も満たすことができる消費と娯楽の機能を備えた
総合産業サービス体制により、地域の産業の発展とビジネス
チャンスの向上にもつながります。

ストレングス
イノベ シ ン

台湾横山書道美術館
空港線A18駅
華泰名品城

創 新 實 力

台湾新幹線桃園駅

桃園市立美術館
国際学校

開發中工業區 引領無限商機
隨著產業政策發展與時俱進，近年來，市府積極引進高科技產業
進駐，並獲得顯著成果，高科技產業聚落廊帶已然成形，成為全
球高科技產業的重要據點之一。近期開發中的工業區共有桃園科
技工業園區第二期以及沙崙產業園區，也正蓄勢待發。

開発中の工業エリア無限のビジネスチャンス
桃園では、 業政策の 展と時代の流れに合わせ、積極的にハイ
テク 業を誘致した結果、世界でも有 のハイテク 業ベルトを形
成するにいたりました。近年開 中の工業エリアには、桃園第二
期テクノロジーパークおよび沙崙 業パークがあります。

工業區名稱
工業絵の名稱
桃園科技工業園區第二期
桃園科技工業園区第二期

沙崙產業園區
沙崙産業園区

工業區簡介
工業エリア紹介

預計引進產業別
誘致予定産業

位於桃園觀音區，承襲桃園科技工業園區的交通區
位優勢，總開發面積為公頃，產業用地建蔽率
％、容積率％，預計年開發完成。

高科技產業、物流產業、轉型升級的傳統製造業、新興
產業（育樂用品製造業、醫療器材及用品製造業、軟體
工業等）、智慧自動化產業。

桃園市観音区に位置する工業エリアで、桃園テクノ
ロジーパークと同様の交通区に位置する。総開発面
積は58.05ヘクタール、産業用地建蔽率70％、容積
率300％で、2020年に開発完了

ハイテク産業、物流産業、伝統製造業の転換、新興産
業（体育用品製造業、医療器材および医療用品製造
業、ソフトウェア工業など）、スマート自動化産業

位於桃園大園區西北側濱海地區，鄰近臺號西濱快
速道路，總開發面積為公頃，產業用地建蔽率
％、容積率％，預計年開發完成。

以倉儲業為主，包括從事提供倉儲設備，經營堆棧、棚
棧、倉庫、保稅倉庫等普通倉儲業，以及從事提供低溫
裝置，經營冷凍、冷藏倉庫的冷凍冷藏倉儲業。

桃園市大園区の北西側の海岸地区に位置し、台61号
西浜快速道路に隣接する。総開発面積は28.36ヘク
タ ー ル 、 産 業 用 地 建 蔽 率7 0 ％ 、 容 積 率 3 0 0％ で 、
2019年に開発完了

倉庫設備の提供、棚、倉庫、保税倉庫など普通倉庫
業、および低温装置、冷凍、冷蔵倉庫など冷凍冷蔵倉
庫業などの倉庫業

亞洲矽谷．創新升級,19(677$2<8$1
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發展綠能產業 打造永續基礎

促進民間參與 成效無比卓越

年，桃園市政府制定《桃園市發展低碳綠

為引進民間資金、創意及經營效率，桃園市政

色城市自治條例》，聚焦低碳生活、低碳建

府積極推動民間參與公共建設，至年第季

築、低碳產業、低碳交通、綠能城市等五大發

止，已簽約或開始營運的促參案件計有桃園國際

展主軸，市府並透過產業輔導、補助計畫、示

棒球場、桃園婦女館、南區青年活動中心、資源

範場域及貸款專案等措施，積極推動低汙染運

回收細分類場等件，民間投資金額已逾新臺幣

具、太陽光電系統等相關綠能產業，全力打造

億元，皆已完成委外經營。其中年簽約

桃園成為低碳綠能城市。

金額更高達新臺幣億餘元，位居地方政府第

其中，太陽光電發電計畫是市府的重點政策之
一，除了在學校、機關、工廠屋頂加裝太陽能
光電板外，也結合在地獨特的埤塘地景特色，

其餘尚有桃園市生質能源中心、桃園市青年體驗

發展水上浮動式太陽光電系統，推動「千塘之

學習園區、中壢區國際文化交流青驛棧、蘆竹、

鄉埤塘光電綠能計畫」。目前已於新屋設置全

八德及南平公園運動中心等項建設正積極進行

臺第一口浮動式光電埤塘，裝置容量達瓩

中，未來市府將持續努力，引進企業經營管理能

（N:），一年發電量預估可達約萬度，並將

量，參與本市社福、交通、環保、觀光、水利等

以保存埤塘文化景觀生態為前提，持續推動本

公共服務建設，創造政府、企業與民眾共利共榮

市埤塘光電，逐步將桃園打造成埤塘光電示範

的三贏局面，共同打造桃園成為國際級的城市。

區，不僅為臺灣太陽光電發展帶來新方向，也
為城市的永續發展打下基礎。
另桃園市具有良好的離岸風場，且市府於年
訂定「桃園市政府核發風力發電業籌備創設同
意函審查作業要點」預計年可設置*:以
上之離岸風力發電系統，提供穩定且潔淨之電
力。
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一名，招商成果耀眼，獲得財政部年民間參
與公共建設招商卓越獎的肯定。

ストレングス
イノベ シ ン

グリーンエネルギー産業の発展 永続発展の基礎

創 新 實 力

2016年、桃園市では「桃園市発展低炭素グリーン都市自治条例」を制定し、低炭素生活、低
炭素建築、低炭素産業、低炭素交通、グリーンエネルギー都市という五大発展要素を柱とした
産業指導、補助計画、模範地域および借款案などの処置を取ることとし、低汚染交通、対応後
システムなど、グリーンエネルギー産業を推進し、低炭素なグリーンエネルギー都市を目指し
て努力をしていきます。
太陽光発電計画はもっとも重要な政策の一つとなっています。学校、政府機関、工場などの屋
上に太陽光パネルを設置するほか、埤塘地において水上浮遊式の太陽光システムを導入する
「千塘之鄉池ソーラ発電グリーンエネルギー計画」をスタートさせ、すでに新屋地区において
台湾初の浮遊式太陽光パネルを設置、481.44キロワットの発電量を維持し、一年間で60万キ
ロワットアワーの電力を発電することが可能です。また、埤塘文化景観の生態系を前提とし他
発電を行うことで、同地区を太陽光発電の模範区として、台湾における太陽光発電の新しい発
展を牽引していくだけでなく、桃園の永続発展の基礎としていくことを目指しています。
桃園市の海岸線は洋上風力発電に適しているため、桃園市では、2016年に「桃園市政府風力
発電業準備創設同意書審查作業要点」
を制定し、2025年より1GW以上の離
岸風力発電システムを設置することを
可能とし、安定してクリーンな電力の
提供を目指していきます。

民間参与の促進
卓越した効果
民間から資金の参与によるイノベーシ
ョンと経営の効率向上のため、桃園市
では公共建設に対する民間企業の参与
を奨励しています。2017年第一季ま
でに、契約を締結、またはすでに運営
を開始した案件としては桃園国際野球
場、桃園婦女館、南区青年活動センタ
ー、資源物受入施設など20案件があ
り、民間からの投資金額は456億台湾
ドルを超え、また全ての案件において委託経営が認められました。また、2016年の契約金額
は、2017年を171億台湾ドル上回るもので、地方自治体としては第一位の金額となり、財政
部より、「2016年民間参与公共建設招致卓越賞」を授与されました。
また、桃園市生質能源センター、桃園市青年体験学習パーク、中壢区国際文化交流青駅、蘆
竹、八德および南平公園運動センターなど、16項目の建設が現在も行われています。桃園市
ではこれからも積極的に企業の経営能力を公共建築に呼び込むことで、桃園市の社会福祉、交
通、環境保護、観光、水利などの公共サービスに関して、政府、企業、市民の三者がウィン·
ウィンの関係となり、国際都市としての桃園の地位を高めて行くことを画策しています。

亞洲矽谷．創新升級,19(677$2<8$1
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創新研發中心 整合新創能量
為配合「亞洲．矽谷推動方案」，將於桃
園青埔成立「創新研發中心」，占地約
公頃。未來將整合國內物聯網創新能量，
吸引國內外新創團隊進駐，作為新創公司
搶攻全球市場的初步基地，並連結在地產
業優勢，成為鏈結國際創新中心的據點，
帶動臺灣整體經濟結構轉型。

青年創業聚落 實踐璀璨夢想
由「亞洲．矽谷推動方案」以及「前瞻基
礎建設計畫」所聚焦之「打造青年創業聚
落計畫」，市府規劃鏈結產、官、學三
方，推動國家級青年創業基地，逐步建置
多元化的青創聚落與健全的創業環境。
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イノベーション研究開発センター
イノベーションの整合
アジア．シリコンバレー計画に基づいて、桃園
市青埔に3.81ヘクタールの広さをもつ「イノベ
ーション研究開発センター」を設立し、IoTに
関する国内外のイノベーション環境を整備し、
同センターをベースとした世界規模のIoT産業
の立ち上げをサポートしていくだけでなく、台
湾経済の転換も図っていくことを目標にしてい
ます。

青年創業区 夢を叶える場所
「アジア．シリコンバレー」および「前瞻基礎
建設計画」の焦点の一つである「青年創業地区
計画」について桃園市では、産·学·官連携で
国家クラスの創業基地を立ち上げ、青年実業家
たちが健全な環境で創業を行うことをサポート
していきます。

青年イノベーション指
揮部青年創業基地

虎頭山IoTイノベー
ション基地

桃園安東
青年創業基地


中原創業村
中原創業村

創 新 實 力


青創指揮部
青年創業基地


桃園安東
青年創業基地

ストレングス
イノベ シ ン




虎頭山物聯網
創新基地


中壢新明
明
青年創業基地
業基地

幼獅國際
青年創業村

中壢新明
青年創業基地

創業村
幼獅国際青年創業村





規 劃結合「馬達矽谷計畫」引進民
間資源打造智慧園區，以帶動馬達
電機產業發展並培植青創能量；另
設置小型試作工廠、&RZRUNLQJ 6SDFH等青創
空間，供創業者進行試產或學校進行專題
實驗等使用，未來預計結合「虎頭山創新
基地」及「中原創業村」形成創業廊道。



第 一個由市府成立的青年創業基
地 ， 具 共 同 工 作 空 間 （ & R  : R U N L Q J
6SDFH）、硬體實作空間及新創團隊
辦公室等場域，並提供創業者創業資源、
合作夥伴、專業輔導與市場連結。為新創
企業與中堅企業、創投搭起合作橋樑，成
為青年創意發想及創業媒合的基地。

「モーターシリコンバレ計画」に則って民間資
金を集中させ、モーター電気産業の発達と人材
の育成担うためのスマートパークである。試作
品の製造や、学校での実験などに供するための
小型の試作品工場、Co-Working Spaceなど
のイノベーション環境を設けている。また将来
は「虎頭山イノベーション基地」や「中原創業
村」との間でイノベーションベルトを形成する
予定

桃園市が設立した初めての青年創業基地。CoWorking Space、ハード作成スペース、イノ
ベーション事務所などの領域を提供している
他、創業のための各種資源や、協力者、専門指
導、市場情報なども提供しており、創業者と中
堅企業との架け橋となる空間となっている。青
年のイノベーションと発想、および創業をサポ
ートする基地





活 化運用中壢區第二公有零售市場
新明市場 第層至第層，以$,及智
慧機器人為主軸，透過提供國內外
創業資源、專業諮詢輔導與強化市場商機
鏈結機會等服務，協助青年掌握未來科技
發展趨勢，並將創意轉換為具商業模式與
價值的商品或服務。
中壢区第二公有市場(新明市場)の4階と5階を利
用したAIおよびスマートロボットを主軸とした
創業基地。国内外の創業資源や、専門指導、市
場·マーケティングとの連携の強化など、イノ
ベーションを商業ベースにのせるための幅広い
関連サービスを提供している

四 周鄰近工業區，配合規劃中鐵
路地下化的都市設計，結合社會
住宅，將既有倉庫活化再生，作為
「工業」的人才育成基地。

周囲を工業エリアに囲まれて、また鉄道の地下
化を控えた都市設計は、社会住宅や、倉庫の活
用など「工業4.0」などの人材育成基地として機
能している



設 有9505試 體 驗室，內有各種
$59505開發工具，如+7& 9LYH、
+ROROHQV、RFXOXV 5LIW 95、綠幕攝影
等設備，將成為$59505科技產業青創基
地，提供桃園青年優質創業服務與資源。

VR/MR試験·体験室を設けている。同設備内
にはHTC Vive、Hololens、oculus Rift VR、
撮影スタジオなど、各種AR/VR/MRの開発環
境が備わっており、AR/VR/MR産業のイノベ
ーション基地として、桃園の青年たちに室の高
いイノベーション環境を提供していく



以 物聯網產業應用為主，發展示範
場域推動創新，並納入實驗計畫，
成為亞洲矽谷的實作場域，讓新創
服務或商業機制能運行，建構成為一個完
整創業生態系的一站式服務基地。

IoTの応用産業をメインとしたデモンストレーシ
ョンエリアとなりイノベーションを推奨し、ま
た実験計画を遂行していくことで、アジア．シ
リコンバレーとしての実質的な作業地域として
の機能、イノベーションサービスまたは商業機
能としての運営など、イノベーションに関する
全てが集中したイノベーション総合サービス基
地

亞洲矽谷．創新升級,19(677$2<8$1
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多元專才
扎根在地
基石
多彩な専門
性
地元に根づ
いた発展

桃園，是個年輕的城市，人口平均年齡為歲，六都中最年輕；也是個充滿活力的城
市，境內所大專院校每年孕育萬名的年輕學子投入就業市場，將近萬名的勞動人口
中，高等教育工作人口比例逾成，為各產業提供源源不絕的創意能量與優質的人力。
年市府首創「青年事務局」，設立青年創業指揮部，透過整合桃園在地創新創業與育
成資源，連結學校及企業共同協力，從各方面協助青年實踐夢想，開展無限可能。

產官學攜手合作 強化競爭力
桃園也是個實踐夢想的城市，境內 所創新育成中心、蓄勢待發的數個創業基地及完善的
產業聚落，成為國內外新創團隊築夢的搖籃。
為強化產業動能，蓄積產業人才資源，桃園市政府積極與中央政府、企業與學校間相互合
作。年月，市府與境內所大學為主的個產學單位，組成「『亞洲．矽谷計畫』桃
園產學合作大聯盟」，並與個專業機構及企業簽署「虎頭山物聯網創新基地推動委員會
備忘錄」，透過產官學合作，全力推展「亞洲．矽谷計畫」。此外，市府也和中原大學簽
署「未來城市專案合作計畫」，針對經濟創新、智慧城市、健康城市及人才培育等議題推
出合作計畫，借重學術能量及青年人才，共同參與城市治理與產業發展。
另一方面，境內的中央大學、中原大學與元智大學也結盟合作，於年共同簽署跨校學
術合作意向書，期透過共享教學資源，為頂尖人才培育與產學研發創新等方面帶來加乘效
果，提升桃園的高教能量。
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ストレングス
イノベ シ ン
創 新 實 力

桃園における市民の平均年齢は38.3歳で、台湾主要六都市において最も若くなってい
ます。市内には17校の大学、専門学校があり、2万人を超える学生たちが、毎年、人
材市場に流れ込んできます。105万人の労働者人口の7割以上が高等教育を受けている
桃園は、イノベーションに必要な優秀な人材を確保するためにベストな環境となって
います。
2015年、桃園市では「青年事務局」を開設し、青年による創業を指揮するだけでな
く、桃園市内におけるイノベーションと創業資源を整合することで、産·学·官を通
じた連携を行い、青年たちが夢を叶えることをサポートしています。

産·官·学連携 競争力の強化
夢が叶う都市、桃園では、12箇所のイノベーション育成センターが設けられ、創業基地
や産業地区とともに国内外の若いイノベーションチームの育成に力を入れています。
産業形態の強化と人材資源の確保のため、桃園市では政府や企業、学校との連携を深
めています。2017年3月、桃園市は、アジアのシリコンバレー計画を推し進めること
などを目的として、市内17校の大学をメインとした22の産学機関と「アジア．シリコ
ンバレー計画桃園産学連携大連合」を締結し、また7つの専門機関および企業との間で
「虎頭山IoTイノベーション基地促進委員会覚書」を締結しました。その他にも、中原
大学との間で「未來城市専門案協力計画」を締結し、経済イノベーション、スマート
都市、健康都市、人材育成などの項目についての提携に関する計画を行っています。
学術の力と若い人材を有効に活用することで、桃園市の治理と産業の発展を促進して
いきます。
桃園市内の大学である中央大学、中原大学、元智大学の三校は、教育資源を共有する
ことで、人材の育成と産学連携開発をより有効に行っていくことで合意し、2016年に
「学術協力意向書」を締結、桃園の高等教育はまた一つステップアップしました。

亞洲矽谷．創新升級,19(677$2<8$1
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P

erfect
service
完善服務攜手打造桃花源
パーフェクト サービス
桃園をあなたの桃源郷に

桃園市政府為因應企業各項投資障礙，設立單一服務窗口，積極聆聽企業需求，
提供投資者專業的協助以及優惠獎勵補助，全方位的陪伴與輔導，攜手與企業一
同共創雙贏，站上世界的舞臺。
桃園市では、企業の投資に際して発生する障害を排除するための統一窓口を設
け、投資者の皆様に対する専門的なサポートと投資の奨励を行っています。投
資に関するプロフェショナルなサポートを提供することで、桃園は企業ととも
に世界の舞台に進出していくことができるのです。
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桃園市政府為協助企業快速掌握市場商機，了解桃園的投資環境以及因應企業的各項投資
需求，規劃建置「桃園投資通」互動式招商網站，提供投資環境、投資商機、投資法規、
優惠措施、申辦業務行政流程、線上投資服務案件申請進度查詢等服務與功能。投資者可
不受時間與空間的限制，隨時透過「桃園投資通」的網站，獲得各項實用的資訊及專業的
諮詢。

「投資服務中心」單一窗口全程服務
年市府成立了「投資服務中心」，透過專人、專案、單一窗口的方式，整合各局處資
源，提供企業在投資各階段的專業服務與諮詢，協助投資者排除各項投資困境，貼心便捷

完 善 服 務

専門的なサ
ポート
総合サービ
ス

「桃園投資通」互動式招商網站

パ フ クト
サ ビス

專業協助
虛實整合

陪伴企業全發展週期。至年共召開場以上跨局處投資障礙排除會議，是企業投
資桃園最值得信賴的夥伴。
另外，為了縮短國內外投資者找尋合適的土地與廠房的時間，市府結合民間資源，與各大
不動產仲介業者合作，於年首創「桃園市產業用地供需媒合平臺」 現為「產業投資
標的供需媒合平台」 ，提供即時的廠房土地資訊，並根據企業需求，媒合適合的店面或
產業用地，協助廠商解決用地問題。

「桃園投資通」企業誘致の総合サイト
桃園市では、企業が桃園における投資環境やその他の需要を的確に把握した上で、市場
でのビジネスチャンスを活かせるよう、企業誘致の総合サイト「桃園投資通」を開設し
ました。同サイトでは、投資環境、投資ビジネスチャンス、投資関連法規、優待情報、
申請業務の説明、オンライン申請や、申請状況の検索など、充実したサービスを投資者
の皆様に提供しています。

「投資サービスセンター」統一窓口による総合サービス
2010年、桃園市は「投資サービスセンター」を設立し、統一窓口による総合的な投資
サービスの提供をはじめました。投資者の皆様は、投資に関するあらゆる問題を、統一
窓口に対して問い合わせ、相談をすることで、専門的なサポートを受けることができま
す。また、桃園市では、2016から2017年の間に、50回以上の投資障害排除関連会議
を開催し、桃園市がより企業に優しい投資環境を提供できるよう努力をしています。
国内外の投資者の皆様が土地や建物を探す時間を短縮するために、桃園市では官·民の
資源を統合、各不動産業者と協力し、2014年より「桃園市産業用地仲介プラットフォ
ーム」(現在の名称は「産業投資目的仲介プラットフォーム」)を設立し、リアルタイム
で土地、建物の資料を提供、また企業の需要に応じた店舗や産業用地の仲介を行うこと
で、企業のニーズに応えています。

亞洲矽谷．創新升級,19(677$2<8$1
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● 投資獎勵補助〔經濟發展局〕

● 產業投資標的供需媒合平台〔經濟發展局〕

● 地方產業創新研發推動計畫（地方型6%,5）補助

●

〔經濟發展局〕
● 青年創業及中小企業融資貸款〔經濟發展局〕

産業投資目的仲介プラットフォーム〔経済発
展局〕

● 推薦申請登錄創櫃板〔經濟發展局〕

投資奨励補助〔経済発展局〕
地方産業イノベーション研究開発推奨計画（地方
型SBIR）補助〔経済発展局〕
● 青年創業および中小企業融資〔経済発展局〕
●「 創櫃板」への申請登錄の推薦〔経済発展局〕

●

●

經營管理
経営管理

土地協尋
土地探し

● 都市計畫審查〔都市發展局〕
● 非都市計畫用地變更〔地政局〕
● 環境影響評估審查〔環境保護局〕
● 交通影響評估審查〔交通局〕

● 就業人才媒合〔勞動局〕

●
●

就業人材仲介〔労働局〕
労働者技能訓練〔労働局〕

● 水土保持計畫審查〔水務局〕

投資服務中心
貼心便捷

● 勞工職能訓練〔勞動局〕

人才招募
人材募集

Investment Service Center,
Considerate and Convenient

● 產業園區報編〔經濟發展局〕
●
●

用地變更
土地用途変更

●
●
●
●

都市計画審查〔都市発展局〕
非都市計画用地変更〔地政局〕
環境影響評估審查〔環境保護局〕
交通影響評估審查〔交通局〕
水·土保持計画審查〔水務局〕
産業園区登録〔経済発展局〕

● 工商登記9,3服務〔經濟發展局〕
● 公司設立登記未達億〔經濟發展局〕

工商登記
商業登記

● 公司設立登記億以上〔經濟部商業司〕
● 陸資外資來臺投資申請〔經濟部投審會〕

建物興建
建物建造

● 稅務登記〔北區國稅區〕
●
●
●
●
●

● 雜照建照使用申請〔建築管理處〕

工商登記VIPサービス〔経済発展局〕
公司設立登記5億台湾ドル未満〔経済発展局〕
公司設立登記5億台湾ドル以上〔経済部商業司〕
中国資本·外国資本投資申請〔経済部投資審査会〕
税務登記〔北区国税区〕

● 公用事業申請〔經濟發展局〕
●
●

建設許可·使用許可申請〔建築管理処〕
公用事業申請〔経済発展局〕

聆聽企業
鏈結國際

因應快速變動的世界經濟局勢，桃園市政府積極藉由委託調查研究、籌辦企業聯繫

企業の立場
に立った国
際進出

應其產業趨勢與需求，調整政策方針。此外，市府也籌辦企業聯繫會議、媒合會等

會議、舉行投資媒合會等各項方式，與企業保持密切溝通，貼近企業需求，以期吸
引更多國內外的投資者來到桃園。
透過專業的研究調查，市府深入探究招商目標地區的重點產業與合作模式，進而因
相關活動，與在地企業深入溝通或邀請國內外企業共同交流，不僅聚焦產業實際需
求，更持續為落腳桃園的企業在擴展市場、延伸供應鏈、技術引進等各面向，提供
介接合作的契機。
急速に変わり行く世界経済に対応するため、桃園市では企業との連絡会議、投資
仲介会の開催や、積極的な調査、研究を行うことで、企業との良好な関係を保
ち、国内外の投資者の皆様に安心して投資を行っていただけるよう、努めていま
す。
専門家による調査、研究を行うことで、企業を誘致したい地区の産業形態および
協力体制を熟知した上で、仲介を行うことができます。また、企業連絡会議や仲
介会などの活動を通じて、国内外の企業との交流を図ることで、業界の「今」の
情報を的確に把握し、桃園の進むべき方向性、投資者の皆様に受け入れていただ
けるサプライチェーン、先端技術などの投資環境を整えています。
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パ フ クト
サ ビス

桃園市產業用地供需媒合平臺
桃園市産業用地情報プラットフォーム

透過媒合平臺轉知需求，進行用地比對
プラットフォームを通じて土地の仲介を行う

土地探しの申し出

1

投資設廠

用地取得

2

土地の仲介

5

用地の取得

工場への投資

6

完 善 服 務

土地媒合

尋地需求

廠商拋出用地需求
土地の需要の告知

需求轉知
需要の広報

獎勵補助
優惠措施
奨励·補助
優待処置

3

加強尋地
土地探し

4

獎助利多 吸引優質企業進駐
桃園市產業發展自治條例
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
金額達新臺幣萬元以上，或增設投資金額達萬元以上的公司、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。

豊富な奨励 優良企業の進出を促進
桃園市産業発展自治条例
桃園市では、企業の進出、投資、または企業本部の設立などを促進するため、桃園
市への新設投資が5,000万台湾ドル以上、または増資投資が３,000万台湾ドル以上
の国際貿易、物流、航空関連産業、文化イノベーション産業、クラウドサービス、
リサイクル産業、生物化学医療、工商会議、展覧会、複合バケーション、研究開発
センターなどの産業の企業、法人または企業運営本部に対する補助を行っていま
す。今後も予算規模を増やし、また補助に関連する租税や家賃などに関わる処置を
行うことで、より一層の産業の発展に寄与していきます。

亞洲矽谷．創新升級,19(677$2<8$1

43

單位：新臺幣貨幣単位：台湾ドル
補助項目
補助項目
地價稅、房屋稅
地価税、家屋税

補助內容
補助内容
●
●

年為限

●

最高補助萬年
企業總部加碼為萬年
最高補助額40万台湾ドル/年
企業本部の場合60万台湾ドル/年

●

年利率％內，最高補助萬年

年為限

●

年利1.5％内，最高補助額150万台湾ドル/年

５年を上限

●

新增雇用設籍桃園市的勞工，滿年後得申請補助，補助額度每案最高為萬元年。
依人數不同，每年每人最高補助新臺幣萬∼萬元不等。

薪資補助以年
為限

雇用により桃園市に新しく籍を置くことになった労働者が二年の雇用期間を経た後に、補助を申
請することができる。補助額は各案件ごとに最高で500万台湾ドル/年
労働者の人数により異なるが、一人あたりの毎年の最高補助額は5万～6万5,000台湾ドルとなる

２年を上限

●
●
●

勞工薪資
労働者賃金

●
●

●

勞工職業訓練費用
労働者職業訓練費用

５年を上限

最高補助額120万台湾ドル/年
企業本部の場合180万台湾ドル/年

●

低利融資利息
低利子融資

年為限

最高補助萬年
企業總部加碼為萬年

●

房地租金
土地家屋賃貸料

備註
注

●

５年を上限

最高補助％，總補助金額最高為萬元。
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％，總補助金額最高為
萬元。

● 

●
●

最高補助額50％、総補助金額は最高で30万台湾ドル
桃園市公立の職業安定機構の推薦を受けて中高齢の失業労働者を新しく雇用した割合が、もとも
と雇用されていた労働者数の1％を超える場合、総補助金額は最高で40万台湾ドル

青年による創業と中小企業の発展を全面支持

全力支持青年創業及中小企業發
展

桃園市青年創業および中小企業信用保証融資

桃園市青年創業及中小企業信用保證融資

桃園市における中小企業の発展をサポートするため、企業登記
または商業登記を桃園市で行っている中小企業が、各種関連資
格を満たしている場合、運営費用または工場設置費用などの融
資を申請することができます。また、個人による創業または事
業責任者が資格を満たしている場合も、創業準備金の融資を申
請することができます。

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。

單位：新臺幣貨幣単位：台湾ドル
補助產業
補助産業

補助項目
補助項目

創業準備金貸放額度最高萬元。
營運周轉金及廠設購置金貸放額度最高新臺幣萬元。
● 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
％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、クラウドサービス、データ通信、グリー
ンエネルギー、自動車、スマート電動自動車、観光
旅行、文化イノベーション、生物技術、会議、展示
会、医療介護、精密農業、豆製品製造業、社会企
業、その他の重点政策産業

●

創業準備金
● 營運周轉金
● 廠房、營業場所、機
器、設備購置金
●

●
●
●

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
第二類：
その他産業、ただし金融、保険、エネルギー発掘、
特殊娯楽業は含まれない
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補助內容
補助内容

創業準備金
運営金
工場、営業場所、機
械、設備投資資金

●
●

創業準備金の融資は最高で250万台湾ドル
運営金および工場設備金の融資は最高で500万台湾ドル
中華郵政股份有限公司の二年定期預金の浮動性年利息に
1.45％を加えた利息を上限とする。実際の利息の計算に
ついては、融資を請け負った銀行の交付した利息による

創業準備金貸放額度最高萬元。
營運周轉金及廠設購置金貸放額度最高萬元。
● 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
％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。
●

●

●
●
●

創業準備金の融資は最高で100万台湾ドル
運営金および工場設備金の融資は最高で200万台湾ドル
中華郵政股份有限公司の二年定期預金の浮動性年利息に
1.45％を加えた利息を上限とする。実際の利息の計算に
ついては、融資を請け負った銀行の交付した利息による

桃園地方産業イノベーション研究開発推奨計画（地方型

桃園市政府為推動地方產業創新，鼓勵本市

SBIR）

中小企業加強研發創新、技術深化轉型升

桃園市では、桃園市の中小企業がイノベーション研究開発の
強化と技術の移転を行う地方産業のイノベーション活動を推
奨するため、企業または商業登記を桃園市で行っている電子
データ通信、食品およびバイオ製薬、金属機械、民生化学工
業およびイノベーションサービスなどの五大領域の中小企業
が「イノベーション技術改革」に属する計画を行う際には、
関連する各種補助の申請を受け付けています。

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。

補助項目
補助項目

補助金額
補助金額

補助期程
補助期限

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

最高補助總經費
％，並以新臺幣
萬元為上限

計畫最長為個
月，且不得短於
個月

最高補助総経
費50％、かつ
100万台湾ド
ルを上限とする
NT$1,000,000)

最長10箇月。
ただし６箇月以
上でなければな
らない

イノベーション性がある、または
国内産業の技術水準を高める、産
業の永続発展もしくはグリーン生
産概念に属する新技術、製品

備註
注
若屬物流運輸、雲端運算、綠色能源、智慧電動車、產業智慧
化及航空關聯等重點扶植產業將酌於加分。
● 執行地點位於觀音區、新屋區者，得直接加分％，並可與前項

●

累計。
●

●

物流運輸、クラウドサービス、グリーンエネルギー、スマー
ト電動自動車、産業のスマート化および航空関連などの充填
補助産業については状況を斟酌してより多くのポイントを付
与する
観音区、新屋区における計画については、直接2％分のポイン
トを加算し、かつ前項との累計計算とする

桃園市發展綠能產業合作專案

低炭素都市を推奨し、グリーンエネルギー環
境を作り上げる

桃園市為打造低碳綠色城市，與彰化銀行合

桃園市グリーンエネルギー産業発展協力プロジェクト

作推出「桃園市推展綠能產業專案貸款」，

桃園市政府推動設置太陽光電發電系統實施

低炭素のグリーン都市を目指す桃園市では、彰化銀行との提
携により「桃園市グリーンエネルギー産業プロジェクト融
資」を提供し、桃園市における産業の転換に力を入れていま
す。桃園市に籍をおく企業は、グリーンエネルギーによるス
マート管理、製造過程の改善、低炭素技術の採用などについ
ての融資を申請することができます。詳しくは彰化銀行の公
式サイト（http://www.bankchb.com）または桃園市内の
彰化銀行各支店にお問い合わせください。

計畫

桃園市太陽光発電システム設置推奨実施計画

為鼓勵於本市廣泛設置太陽光電發電系統，

低炭素で高品質な居住形態と、太陽光発電システムに関する
技術のさらなる発展を促すため、桃園市内では、太陽光発電
システムの設置を推奨し、年に一度の周期で補助予算計画を
立てています。今年は11月～12月の間に関連情報の公告を
行う予定です。

推展低碳城市共創綠能環境

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（KWWSZZZEDQNFKEFRP）提出
申請或洽彰銀桃園各分行詢問。

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 （   至  月 ） 公
告辦理。

完 善 服 務

SBIR）

パ フ クト
サ ビス

桃園地方產業創新研發推動計畫（地方型

中小企業の補助 イノベーションのステップ
アップ

扶植中小企業 創新升級

詳細內容及其他獎勵投資資訊
詳細内容およびその他の投資奨励資料
詳細資訊請掃描45FRGH
立即觀看【投資台灣入口網投資程序】
QRcodeをスキャンすると【投資台湾入口サイト/投資プロセス】の詳細資料をご覧いた
だけます。

中文版
中国語版

英文版
英語版
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企業見證
進駐首選
桃園の進出
企業
企業にとっ
ての最善の
選択

1 保綠資源股份有限公司
陳東興董事長

2 友達光電股份有限公司
彭又又浪董事長暨執行長

保綠資源股份有限公司
陳東興董事長

友達光電股份有限公司
彭双浪董事長兼執行長

桃園提供企業設廠便利之條件，如創新
研發計畫與信用創業融資貸款之各項獎
勵投資法規。積極推動形成產業聚落，
有 利 相 關 產 業 的 發 展， 強 化 產 業 供 應
鏈， 對 技 術 提 昇， 產 品 開 發 與 降 低 成
本，具正向效益。

友達光電自 104 年起籌設華亞、龍潭、
龍科太陽能電廠，經桃園市政府協助推
動，完成北台灣最大規模之電廠級屋頂
型太陽能發電專案。統計至 2016 年底
友達全台累積裝置量已達 66MW（百萬
瓦），展現全方位電業級太陽能電廠建
置實力。

桃園市は積極的にイノベーション研究開
発 計 画、 イ ノ ベ ー シ ョ ン 融 資 な ど の 各
種奨励を提供し、産業のレベルアップや
発展、さらにはサプライチェーンの強化
や、技術革新、コストの減少など、企業
にとってプラスとなる結果成果を上げて
います。

ANTONE 308 C
ҾՅ

Ҿᇞ.ai

友達光電では、2015 年より華亜、龍潭、
龍科太陽光発電システム工場の設置を計
画していましたが、桃園市の協力の下、
台湾北部においては最大規模の屋上型太
陽光発電プロジェクトを完成させること
ができました。2016 年末までの統計で
は、友達全体では 66MW( メガワット )
の発電量を誇り、電気事業者並みの太陽
光発電システムを確立することができま
した。

1

5
2

3

3 永聯物流開發股份有限公司
張建泰總經理
永聯物流開発股份有限公司
張建泰総経理
跨境電商已為現代趨勢，除了金流、資訊
流之外，其中物流的發展更是當前重要
的議題之一。桃園為台灣物流重鎮，不
僅擁有便利的交通網絡，進出主要空港
及海港亦十分便利，非常符合永聯『物
流共和國』佈局全台網絡的設點需求。
國境を越えた E コマースは近代のトレン
ドである、金融業界や IT 業界などばかり
でなく、物流業界においても、重要な課
題となっています。桃園は、台湾におけ
る物流業の中心地として、その便利な交
通ネットワークだけでなく、主要空港、
港へのアクセスもとても便利な場所で
す。桃園には、私達永聯に とって、「物
流共和国」の開発 に必要なネットワーク
が全てそろっています。

46

4 美商 3M 台灣子公司

5 桃禧航空城大飯店股份有限公司

3M 台湾子会社

桃禧航空城大飯店股份有限公司

桃園民風勤懇樸實，地理位置獨特，便
捷綿密的交通網絡和一條龍式的工商行
政服務，業務推動主動積極，輔導企業
投資導入極有效率，為企業的經營和永
續奠定最佳基礎。

桃禧於 2014 年獲得「桃園市產業發展自
治條例」投資補助，桃園不僅提供各種
獎勵補助計畫，更提供適切協助，系統
整合資源，有效減少摸索期程，助於企
業推廣發展。

桃園の民衆は素朴で勤勉、また地理的位
置も他の地域とは異なり交通も便利、政
府も統一窓口による企業サービスを提供
するなど、一丸となって投資の導入や効
率の工場に努めています。桃園は、企業
経営、さらには企業の永続発展の最良の
パートナーです。

桃禧は 2014 年に「桃園市産業発展自治
条例」による投資補助をうけました。桃
園は、各種の奨励、補助だけでなく、便
利なサービスや、システム的に整合され
た企業にとっては便利な資源を提供して
くれるため、無駄な時間をかけずに企業
を発展させることが可能です。

パ フ クト
サ ビス

7 雄獅鉛筆廠股份有限公司
李翼文董事長

6 國泰人壽保險股份有限公司
国泰人寿保険股份有限公司

桃園は企業に優しい環境と、縦割りでな
はい行政サービスを提供してくれるた
め、準備書類の審査など案件の処理が早
く進むため、関連処理を迅速に、効率良
くすすめることができました。このこと
がとても印象に残っています。

雄獅鉛筆廠股份有限公司
李翼文董事長
雄獅鉛筆響應政府「加強推動台商回台投資
政策」到桃園龍潭投資，是 61 年來首次在台
灣擴大建廠。回顧整個建廠作業，仰賴市府
經發局積極連繫，專人、專責、專案的投資
服務，大大提升企業持續加碼桃園的誘因及
根留台灣的意願。

完 善 服 務

桃園提供友善創業環境，跨單位橫向的
協調溝通、加速案件推廣，並主動積極
關心開發案件執行狀況，得以預前準備
相 關 行 政 審 議 資 料， 迅 速 獲 得 開 發 核
定，令人印象深刻。

雄獅鉛筆は「台湾商の I ターン推奨政策」によ
り桃園市龍潭に投資をしました。雄獅鉛筆にと
っては 61 年ぶりの台湾での工場規模の拡大で
した。工場の建設作業中は、桃園市の経済開発
局と密接に連絡を取り合いました。桃園市は
「専門の担当者が責任を取って投資プロジェク
トを遂行する」という方式を取っているため、
企業にとっては桃園での投資を行うことを決断
しやすい環境となっています。

9
8

7
攝影 / 國際商情雜誌雙週刊
撮影 / 国際商情雑誌双周刊

8 棋苓股份有限公司
黃昭棋總經理

9 聚紡股份有限公司
蔡秋雄董事長

棋苓股份有限公司
黃昭棋総経理

聚紡股份有限公司
蔡秋雄董事長

「桃園市地方型 SBIR 研發補助計畫」支持
中小企業創新研發，棋苓因此進入創櫃
板輔導，在 2016 年底正式登錄創櫃板。
有了政府的支持，進行更高價值的創新
研發，幫助企業升級。同時，在桃園市
國際洽商媒合會的引介下，有效拓展了
公司在穿戴物聯網應用的海外市場。
「桃園市地方型 SBIR 研究開発補助計画」
は、中小企業によるイノベーション研究
開 発 を 支 援 し て い ま す。 棋 苓 も こ の 計
画を利用して、2016 年松年末に、正式
に「創櫃板」への登録を完了しました。
桃園市の支援により、より付加価値の高
いイノベーション研究開発ができ、企業
をステップアップさせることができまし
た。また、桃園市が開催した Search &
Matching conference に お い て、 ウ エ
アラブル IoT の海外市場を開拓すること
ができました。

10 優雅食股份有限公司

聚紡歷經長時間的規劃，在 2013 年 10
月完成第一座以「機能性紡織品」為主
題的觀光工廠「GFun 機能服飾紡織生活
館」，也是觀音工業區內唯一的觀光工
廠。經發局積極輔導企業朝向高質化發
展，是協助企業與觀光共同發展的助力。
長期にわたって、「機能性紡績製品」を
テーマとした観光工場「GFun 機能服飾
紡績生活館」を企画し、観音工業区内で
唯一の観光工場として、2013 年 10 月
にオープンしました。経済発展局の積極
的で効率の良い行政サービスがあっては
じめて、企業と観光の共同発展が望める
と感じました。

優雅食股份有限公司
投 資 服 務 單 一 窗 口， 提 供 專 業 投 資 諮
詢、相關流程之協助輔導，擔任單位間
之協調整合角色，親切的協助及高效率
的對應，有效提供實質協助，對企業幫
助甚多。
投資サービス統一窓口は、投資に関する
あらゆる情報、サービスを提供している
だけではなく、各担当機関間の調整を行
う役割も果たしています。新設で効率の
良い対応により、企業にとって本当に必
要なサービスを提供してもらえるため、
とても助かりました。
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附錄∕投資服務窗口

投資サービス窓口

桃園市投資服務中心

桃園市投資サービスセンター

提供單一窗口服務，照顧企業投資桃園全週期服務，

統一窓口サービスにより、土地建物探しから商業登録、人材

包括從土地協尋、建物興建、工商登記到人才招募等。

募集に至るまで、企業の桃園に対する投資に係る総合サービ
スをご提供

電話：
傳真：
地址：桃園市桃園區縣府路號樓
(PDLO：LQYHVWVHUYLFH#PDLOW\FJJRYWZ

丂㳸ᱶ
)$;ᱶ
㽁㚱ᱶ䖬⍏➌⧟

網址：LQYHVWW\FJJRYWZ（桃園投資通招商網）

   㝈ओ㗊㝈ओ㎸⋕⡌⿁⧟䶺
(PDLOᱶLQYHVWVHUYLFH#PDLOW\FJJRYWZ



HGEW\FJJRYWZ（桃園市政府經發局）

85/ᱶLQYHVWW\FJJRYWZᱤ㝈ओ㟪䁶㟜㷴㔈ᴭᴜᵀᱥ



YVLSW\FJJRYWZ（桃園0,7網）

HGEW\FJJRYWZᱤ㝈ओ㗊㸢⡌⮪᠒√㷝⳨ᱥ
YVLSW\FJJRYWZᱤ㝈ओ0,7ᴭᴜᵀᱥ

 本刊攝影及圖片提供單位（名稱順序依筆畫排序）：友達光電股份有限公司、左右國際股
份有限公司、永聯物流開發股份有限公司、亞洲．矽谷專案辦公室、保綠資源股份有限公
司、美商0台灣子公司、桃園市政府、桃園捷運公司、桃禧航空城大飯店股份有限公司、
國泰人壽保險股份有限公司、棋苓股份有限公司、雄獅鉛筆廠股份有限公司、聚紡股份有
限公司、優雅食股份有限公司、6KXWWHUVWRFN。
* 下記はこのパンフレットでの写真や図面提供するの協力者一覧（順不同、敬称略）で
す。友達光電股份有限公司、左右國際股份有限公司、永聯物流開発股份有限公司、アジ
アのシリコンバレー専門事務所、保綠資源股份有限公司、3M台湾子会社、桃園市政府、
桃園MRT株式会社、桃禧航空城大飯店股份有限公司、国泰人寿保険股份有限公司、棋苓
股份有限公司、雄獅鉛筆工場股份有限公司、聚紡股份有限公司、優雅食股份有限公司、
Shutterstock。
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広告

桃園市政府經濟發展局

桃園市桃園區縣府路一號  樓

桃園市政府経済発展局

郵便番号 33001 桃園市桃園区県府路 1 号 2 階

7HO
)D[

桃園市投資服務中心

(PDLOLQYHVWVHUYLFH#PDLOW\FJJRYWZ

桃園市投資サービスセンター

本刊採環保大豆油墨印製

