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前進桃園，掌握大未來
第四次工業革命浪潮在全球風起雲湧，桃園正摩拳擦掌接軌影響深遠的物聯網大趨勢，積極
為產業贏家建構足以連結全球市場與資源的戰略基地。

桃園的基礎建設與產業厚實，從早期的農業至製造加工、紡織業，60、70年代再隨著工業區
設立、桃園機場興建，緊盯高科技趨勢，成功自傳統製造產業轉型知識經濟產業，從而造就
現階段「質」「量」兼具、如同臺灣經濟發展縮影的桃園產業結構。

桃園是製造業產值連續13年蟬聯「第一」的全國工業重鎮；30座報編工業區各具特色，聚集
超過上萬家工廠，涵括汽車、物流、航空、供電、生技、綠能、醫療、食品等各大產業，產
業製造生態鏈完整且扎實，也因此塑造了完整產業聚落。目前全國「500大製造業」中，超
過200家選擇在桃園設立據點，甚至成立研發中心。

可見桃園的人才匯聚、製造及研發能量豐沛，如此扎實根基更賦予挑戰未來的強大競爭力。
多元產業結構為「跨界整合」提供基礎，完整產業聚落利於延展「產業生態系統」，人才聚
集則是「創新創業」的首要條件。這三項重要的物聯網產業要素，恰是桃園強項與優勢，但
桃園的產業永續潛力不僅如此，與時俱進的基礎建設是另一至關重要的支援動能。

桃園致力於將資源聚焦於完善產業環境：打造智慧城市、強化「國門之都」的區域交通樞紐
地位、吸引創新創業所需的人才、資金與技術、搭建創新合作平臺，是桃園正加速開展的重
點，輔以落實創新為核心，鬆綁制度、人才與法規的執行策略，桃園將會是孵育創業計畫、
實現創新應用的最佳實踐場域。

產業環境已經就緒，必要建設陸續完成，現在是投資桃園、銜接物聯網趨勢的最佳時機，歡
迎積極尋求轉型的各型企業，以及勇於築夢的創業家，前進桃園，為連結下一波產業大未
來、推動經濟再次轉型升級，攜手進行凸顯國內產業特色的臺灣第四次工業革命，建構臺灣
於全球物聯網供應鏈無可替代的關鍵地位。
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桃園進出、次の時代を掴む
世界中に第 4 次産業革命の波を押し寄せ、IoT 産業に接続できるように、桃園が積極的にグロ
ーバルマーケットや資源などの戦略基地を構築する。
桃園のインフラストラクチャーと産業は確実で、農業から製造加工、紡績業に進んで、1970、
1980 年代になってから工業団地の設立、桃園空港の建設をはじめ、ハイテク時代の流れに乗
り、伝統的な製造業から成功的に知識産業に変えた。台湾経済の発展如くに現在の桃園はすで
に「量」「質」兼備の段階に踏み出してある。
桃園は全国製造業産出額が連続 13 年にトップになっている工業重鎮で、特色がある 30 箇所の
工業エリアに工場数は一万軒を越え、自動車、物流、航空、電力供給、バイオテク、グリーン
エネルギー、医療、食品などの各産業とも揃って、製造産業のエコシステムができて、完璧な
産業集積になっている。現在、全国「トップ 500 の製造業」では桃園に拠点を設けてあるのが
200 社以上、開発研究センターまでも設立してある。
故に、桃園の人材、製造や研究開発の豊富資源は言うほどもなく、将来を迎える実力や競争力
となること。多様化産業は「業界統合」の基盤となり、完璧な産業集積は「産業生態システム」
を発展させ、人材は「クリエート創業」の主要条件である。以上の三つは桃園の IoT 産業の要
素が桃園の特色と強みでもあり、産業の永続経営はそれだけではなく、随時更新するインフラ
ストラクチャーも支える要素である。
桃園の資源は完備な産業環境を投入すること：スマートシティーを作り出し、「国の玄関」と
して交通要所を強化し、クリエート産業の人材、資金と技術を誘致し、新たに提携プラットフ
ォームを構成するなどは桃園が速やかに発展する要因で、更にクリエート産業の協力をする確
実戦略を実行することにより、桃園は産業育成やクリエート応用などに最適な場所となる。
産業環境はすでに整えてあり、インフラも完成し、今こそ、最適なタイミングである。転型を
求めてる各企業、理想を持ってる創業者とも一緒に桃園で次の世代、経済転型や上昇を推進し、
第 4 次産業革命を迎えて、台湾がグロバール IoT 市場にの代わりがない地位を確立しよう。
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區位交通 エリア交通

LOCATIONAL
ADVANTAGE
桃園，串連全球
產業生態鏈的軸心
桃園、産業連鎖の中心軸

擁有鏈結世界的最佳區位，四通八達的海陸空交通建設。
投資桃園，縮短世界市場與您的距離，快速掌控人流、資訊
流、金流、物流四大商機樞紐。
世界を繋ぐ最高なエリア立ちと四通八達する海・陸・空の交
通アクセス。桃園を投資することによってグローバルマーケ
ットとの距離を縮まり、人流、情報流、金流、物流の四大商
機の中枢を素早く把握すること。
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區位交通

エリア交通

Boarding pass

Air Company
旅客姓名 旅客名前

全球各型企業 世界各企業
出發地 出発地

臺灣 台湾

飛航時間 フライト時間

3 小時內可抵達 3 時間以内に到着

目的地 目的地
東進／南連／西向／北接全球供應鏈

東へ／南へ／西へ／北へグローバルサプライチェーン

登機門 搭乗口
桃園 桃園

國際：亞太樞紐 連結全球

国際：アジア中枢、世界をつなぐ
快速連結全球市場的關鍵樞紐
企業經營講求快速進入市場，桃園位居東亞交通區位樞
紐，是國際品牌進出中國大陸、東北亞、東南亞市場的必
經之地；輻射全球的地理位置，加上便捷的航空與海運路
網，更加乘桃園的區域樞紐效益，便利企業快速輸出產品
與服務、回應市場需求、調度人才，賦予串接全球重要產
業供應鏈必要的營運靈活彈性。

桃園機場與香港、上海、首爾、東京、新加坡等亞洲5大城市，平均僅相距2小時55分飛行航程，每週並以超過
800趟航班西向往返全球第2大經濟體兼世界市場中國大陸；南與商機可期的東協10國及印度相鄰；北接全球第3
大經濟體日本；東側面向全球最大經濟體美國。海運方面，貨輪從鄰近的臺北港出發，平均只需53小時即可抵達
香港、馬尼拉、上海、東京、新加坡等世界級城市港口。

速やかにグローバル市場に連結する重要なポイント
企業経営には市場に出るまでの時間を拘り、桃園は東アジアの交通中枢に位置し、国際ブランドが中国、東北アジア、
東南アジアマーケットに進出する際に必ず通る地である。世界に向けて放射状の地理位置に便利な空運、海運のネッ
トワークを加え、更に桃園のエリア効果を増していき、企業が商品、サービスの輸出や市場ニーズへの応え、人材調
達などを素早く対応でき、グローバル重要な産業サプライチェーンに入り込む時に必要な運営柔軟性を与える。

桃園空港から香港、上海、ソウル、東京、シンガポールなどアジア 5 大都市との平均フライト時間が 2 時間 55 分で
あり、西にある世界 2 番目の経済国である中国への往復便が毎週に 800 便以上あり、南にはビジネスチャンスを期待
できる ASEAN10 ヵ国及びインドと近隣し、北には世界 3 番目の経済国日本があり、東側には世界最大の経済国アメ
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北京

北京

首爾

ソウル

東京

東京

上海

上海

香港

香港

桃園

桃園

曼谷

バンコク

馬尼拉
マニラ

新加坡

吉隆坡

クアラルンプール

シンガポール

雅加達 ジャカルタ

匯聚區位、產業、服務優勢
營運總部設立首選

リカに向いている。海運には、貨物船は桃園に近隣

桃園為全臺第一工業科技大城，座落於北臺灣商業

する台北港より出発し、平均 53 時間で香港、マニラ、

與科技產業聚落中心點（距離臺北、新竹車程皆1小

上海、東京、シンガポールなど世界レベルの港に到

時）；輔以蓬勃發展的物流產業，是外銷導向企業

着するができること。

的最佳後勤，更是企業服務內需市場的重要夥伴。

地理、産業、サービスの優位の集約
運営本部設置のベスト選択
桃園は台湾第一の工業テクノロジーシティーであり、
台湾北部のビジネスやテクノロジー産業の中心エリア
( 台北、新竹との距離が 1 時間ほど ) に位置し、発展し
てある物流産業は輸出企業の最高なサポートとなり、
ともに国内需要に対応する重要パートナーでもある。

可能性が無限大である IoT 時代に入ると、企業は国境
を越え、エリアを越える提携が必要となり、将来の

進入充滿無限可能的物聯網時代，企業更需要透過

需要に相応しい新たにサービスや商品を作り出すべ

跨國、跨域合作，激盪符合未來需求的創新服務與

きである。桃園には世界と繋ぐ立地であり、世界に

產品。桃園，串連全球的區位優勢，擁有享譽國際

知り渡る研究開発能力、産業人材を持ち、今後、企

的研發能力、產業人才，勢必將成為引領企業邁向

業を国際舞台に導く最適なインキュベーターになり、

國際舞臺的最佳孵化器，絕對是跨國企業在亞太地

アジア地区で運営本部を設立する国際企業にとって、

區設立營運總部的首選之地。

ベストチョイスるに違いのないのである。
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美國

アメリカ

區位交通

エリア交通

國內：國門之都 交通要塞
国内：国の玄関、交通要所

桃園為全臺交通要塞，地處北臺灣中心，並且是西部高科技走廊成員，境內交通網絡串聯周邊城市交通系統，形
成完善的陸、海、空交通建設基礎，貫串桃園從內陸到沿海、生產到出口的雙向運輸路網。藉由與時俱進開展的
路網建設串連「產業群聚」，為駐地企業有效匯集人流、金流、資訊流，暢通智慧物流，成為持續驅動桃園經濟
躍升的重要動能。

四通八達的路網連結周邊城市，上探首都臺北，下接新竹，吸引大批的年輕人口來到桃園工作、生活。為紓解桃
園「北臺灣第三大人口數」的交通負荷，市府更建立完備的公車路網疏導人流，目前共有261條公車路線（包含
市區公車、免費公車、公路客運），擴大轉乘路網服務涵蓋率。
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桃園は台湾の交通要地であり、北部台湾の中心に位置し、更に西部ハイテクノロジーパークの一部でも
ある。エリア内の交通ネットで周辺都市と繋がっている交通システムが完備な陸・海・空の交通運輸建
設を基礎として、桃園の内陸から海岸まで、生産から輸出するまでのことを発展させる。日々発展して
いる交通ネットワークの建設で、「産業集積」を繋がり、企業に人流、金流、情報流、スマートロジス
ティクスを集まり、桃園の経済を飛躍的に駆動する重大な動力になりつつけてある。

四通八達の道路ネットワークで周辺都市と繋がることで、北の台北まで、南に新竹に接し、桃園に働き、
生活する若者を呼び寄せている。「北部台湾の三位人口数」になっている桃園の交通負担を解消するた
め、市政府が綿密なバスネットワークを作り、今は 261 路線のバス ( 市内バス、フリーバス、路線バス
を含む ) があり、それぞれのバス路線の組み合わせによって、乗り換えサービスのエリアを拡大してい
くのである。

完備陸、海、空交通網絡 傲視全臺
臺灣桃園國際機場
臺北松山機場（周邊）

空

省道：台 1、台 3、台 4、台 7、台 15 線
快速道路：66 號東西向快速道路、61 號西濱快速道路、31 號高鐵橋下道路
高速公路：1 號中山高速公路、3 號福爾摩沙高速公路、國道 2 號桃園內環線、
陸
桃園航空城北側聯外高速公路（興建中）、國道 2 甲大園支線（興建中）
鐵路：高鐵、臺鐵、桃園捷運、臺北捷運（周邊）
公車：市公車、北市聯營公車、公路客運、國道客運、免費市民公車
遠雄航空自由貿易港區
臺北港（周邊）

海

完備な陸海空交通ネットワーク、台湾一番
台湾桃園国際空港

空

台北松山空港 ( 周辺 )
一般道路：台 1, 台 3, 台 4, 台 7, 台 15 線

快速道路：66 号東西快速道路、61 号西浜快速道路、31 号高鉄橋下道路

高速道路：1 号中山高速道路、3 号福爾摩沙（フォルモサ）高速道路、国道 2 号桃園内

陸

環線、桃園航空城北側連絡高速道路 ( 構築中 )、国道 2 甲大園支線 ( 構築中 )

鉄道：台湾高速鉄道、台湾鉄道、桃園メトロ線、台北メトロ線 ( 周辺 )

路線バス：市内バス、北市共同バス、公路客運バス、国道客運バス、フリー市民バス
航空城自由貿易港エリア

海

台北港 ( 周辺 )
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區位交通

エリア交通

下一步：串聯核心都會區

次へ : 核心都会エリアと連結すること

桃園交通建設的腳步不曾停歇，以緊密串連航空城、

今まで航空城、桃園、中壢など三大核心エリアを結

桃園、中壢等3大核心區域為目標，興建完成的機場

ぶことを目指して、交通建設をしてきた桃園は空港

聯外捷運（綠線），將連結未來的捷運航空城線、臺

と繋ぐメトロ線 ( 緑線 ) は将来メトロ航空城線、メト

鐵捷運化鐵路、捷運棕線、捷運三鶯線，成為「目」

ロ化鉄道、メトロ棕線、メトロ三鶯線と結びつき、

字形路網，鏈結產業動能。2017年通車的機場捷運

目の字ネットワークになり、産業動線を繋げていく

線，從桃園機場直達臺北車站（A1）僅需約35分

のである。2017 年に開通予定のメトロ空港線は桃園

鐘。待新建路網完成，結合既有高速公路與鐵路系

空港から台北駅 (A1) まで僅か 35 分で着くことが出来

統，桃園完備的交通路網密集度將冠居全臺。

る。これから本来の高速道路と鉄路システムに繋げ

海空雙港效益
桃園坐擁桃園國際機場與臺北港，海空雙港運輸優
勢獨步全臺，有助電子商務、生鮮、疫苗、日用
品、醫藥等產業掌握時效，將加速新產業聚落成
形、零售業態及企業服務模式的下一波創新。桃園
將以機場為核心，打造適於產業發展的內外連結運
輸網絡，與企業共享雙港優勢。
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2017 捷運桃園國際機場線（藍線）
メトロ空港線

通車期程 開通予定

2024 捷運航空城線（綠線）
メトロ航空城線

規劃中 捷運（橘線）

メトロ線（オレンジライン）企画中

海空雙港效益
空海港のダブル効果

2025 捷運化臺鐵（紅線）

メトロ化鉄道（赤ライン）

臺北
Taipei

桃園
Taoyuan

高速鐵路
High-speed Rail
中壢
Zhongli

台北港

台北
基隆

桃園
Taoyuan
新竹
Hsinchu

宜蘭

新竹

A12 /13/14

ていく道路ネットワークを完成してから、桃園の交
通ネットワークの密度が台湾一になるのである。

桃園國際機場

空海港のダブル効果

桃園空港

桃園には桃園空港と台北港があり、空海運輸の優位
性が台湾一であり、E コマース、生鮮品、ワクチン、
日用品、医療用品などの輸送を有効的に把握でき、
将来新たに産業集積、小売り業態及び企業サービス
の革新に導くことを期待できるのである。桃園は空
港を中心に、産業発展に相応しい対内外運輸ネット
ワークを作り、企業と共にダブル港の優位性を分け
合うのである。
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35

min

A1
臺北車站

台北駅

產業聚落 産業集積

INDUSTRIAL
CONFLUENCE
產業首都 新創基地
産業首都 創新基地

國內「工業第一大城」桃園對於臺灣產業發展、經濟動能的
舉足輕重不言可喻。隨著桃園航空城、「亞洲．矽谷推動方
案」創新研發基地陸續啟動，桃園將發揮整合資源、串聯產業
地理空間的平臺角色，協助扎根臺灣的企業加速走向第四次工
業革命。
国内の「工業第一シティー」桃園は台湾産業の発展に対し、経
済能力は言うまでもないのである。
桃園航空城で「アジア・シリコンバレー推進プロジェクト」の
創新研究開発基地が次々と起動するとともに、桃園が資源統
合、産業地理空間の連結プラットフォームの機能を発揮し、台
湾で駐在する企業に第 4 次産業革命を加速して入り込むことを
サポートするのである。
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工商產業 全國領先

工業產值卓越 產值達新臺幣 3.11 兆元，規模雄厚，位居全國領先地位。

半導體產業重鎮 臺灣半導體產值與供應鏈完整度皆領先全球水平，桃園尤為國內半導
體產業重鎮，匯聚日月光、華亞科技、南亞科技、欣興、華通等國際級大廠。

汽車零組件製造第 1 世界級大廠均將臺灣視為製造、研發中心，產值占全臺
50％，知名車商豐田、福特、三菱等都選在桃園設廠。

工商綜合區總面積第 1 計有台茂、大江、廣豐、樹籽、桂冠等 11 處工商綜合
區，取得經濟部推薦函，總面積 67.53 公頃，居全國之冠。

連續 6 年榮獲政府服務品質獎 獲獎量全國第 1 行政執行力傲視六都。

商工産業 全国のリード
卓越の工業産出価値 産出価値が 3.11 兆台湾ドルに達し、雄大な規模で全国トップの座を

飾る。

半導体産業の重鎮 台湾の半導体産出価値とサプライチェーンの完成度がすでに世界レベ
ルを超え、桃園は特に国内半導体産業の重鎮であり、日月光、華亞科技、南亞科技、欣興、
華通など世界レベルのメーカーが集まっている。

トップの自動車部品製造 世界レベルのメーカーが全て台湾を製造、研究開発の中心

地を見なして、産出価値が全台湾の 50% を占め、有名な自動車メーカーの豊田、フ
ォード、三菱などが桃園で工場を設立してある。

トップの工商総合エリア面積 台茂、大江、廣豐、樹籽、桂冠など計 11 ヶ所の工商総合
エリアがあり、経済部の推薦を得て、総面積が 67.53 ヘクタールで、全国トップである。

政府からサービス品質賞を連続 6 年獲得 表彰されることが全国一、行政執行力も 6
都市のトップである。
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各產業產值全國占比
全國第 1，年產值 76 億
倉儲業

28.90%

化學製品製造業

23.96%

紡織業

21.93%

產業用機械設備維修及安裝業

23.33%

汽車及其零件製造業

47.88%

電腦、電子產品及光學製品製造業

32.99%

電子零組件製造業

17.45%

航空運輸業

36.46%

工商及服務業

全國第 1，年產值 918 億
全國第 1，年產值 307 億
全國第 1，年產值 2,299 億
全國第 1，年產值 4,932 億
全國第 2，年產值 6,113 億
全國第 2，年產值 1,110 億
全國第 3，年產值 3.5 兆

12.09%

0.00%

全國第 1，年產值 564 億

20.00%

40.00%

單位：新臺幣

60.00%

80.00%

100.00%

資料來源：行政院主計處，工商普查資料（2011）

産出価値全国割合
倉庫業

28.90%

化学製品製造業

23.96%

紡績業

21.93%

産業用機械設備メンテナンス及び組立業

23.33%

自動車及びその部品製造業

47.88%

パソコン、電子製品及び光学製品製造業

32.99%

電子部品製造業

17.45%

航空運輸業

36.46%

工商及びサービス業

12.09%

0.00%

全国第 1、年間産出価値 76 億
全国第 1、年間産出価値 564 億
全国第 1、年間産出価値 918 億
全国第 1、年間産出価値 307 億
全国第 1、年間産出価値 2,299 億
全国第 1、年間産出価値 4,932 億
全国第 2、年間産出価値 6,113 億
全国第 2、年間産出価値 1,110 億
全国第 3、年間産出価値 3.5 兆

20.00%

40.00%
単位：NT
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60.00%

80.00%

100.00%

行政院主計処、工商普通調査資料 (2011)
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桃園工業區總體概況

桃園工業エリアの全体概要
大園區 大園エリア
觀音區 観音エリア

大園工業區

觀音工業區、大潭濱海特定工業區

桃園許厝港段

大園工業エリア

龜山區 亀山エリア

桃園許厝港段

観音工業エリア、大潭浜海特定工業エリア

林口工三工業區、龜山工業區

環保科技園區、桃園科技工業園區
エコテクノロジーエリア、桃園テクノロジー

蘆竹區 蘆竹エリア

工業エリア

日禕紡織報編工業區、東和鋼鐵報編工業區

海湖坑口工業用地

日禕織物が編成を申請している工業エリア、

海湖坑口工業用地

東和鋼鉄が編成を申請している工業エリア

エリア

北部特定工業區
北部特定工業エリア

林口工四工業區、華亞科技園區
林口工四工業區、華亞科技園區

新屋區 新屋エリア

蘆竹區

大園區

八德區 八德エリア

大洋工業區
大洋工業エリア

林口工三工業エリア、亀山工業

龜山區

觀音區

桃園區

永安工業用地
永安工業用地

美超微科技園區

美超マイクロテクノロジ
ーエリア

中壢區
新屋區
八德區

楊梅區 楊梅エリア
桃園幼獅工業區

楊梅區

中壢區 中壢エリア

平鎮區

桃園幼獅工業エリア

太平洋電線電纜申編工業區、桃園高山
頂段、大興工業區、桃園下陰影窩段、
華新麗華工業園區

中壢工業區

中壢工業エリア

大溪區
龍潭區

太平洋電線ケーブルが編成を申請してい
る工業エリア、桃園高山頂段、大興工業

大溪區 大溪エリア

エリア

桃園南興段

エリア、桃園下陰影窩段、華新麗華工業

桃園南興段

桃園幼獅擴大工業用地
桃園幼獅拡大工業用地

復興區

龍潭區 龍潭エリア
桃園銅鑼圈段、龍潭工業園區

平鎮區 平鎮エリアt
平鎮工業區

桃園銅鑼圏段、龍潭工業エリア

平鎮工業エリア

龍潭烏樹林工業用地
龍潭烏樹林工業用地

中央政府開發 中央政府開発
桃園市政府開發 桃園市政府開発
民間開發 民間開発
其他（報編未開發工業區、都市計畫工業區）その他 (未開発工業エリア、都市計画工業エリアに申請)
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臺灣500大製造業有超過三分之一的企業選擇設廠桃園，包括全球百大品牌的3M、可口可樂、杜邦、豐田汽車等皆
在此設立據點，桃園是全球企業生產基地的共同首選，造就桃園連續13年工業產值冠居全國，年產值約新臺幣3.11
兆元。

知名科技品牌基地首選
桃園以基礎工業、傳統工業、高科技及光電產業為主力的
產業結構，反映在地產業發展與時俱進，前期在電子、工
具機、紡織業奠下深厚基礎，隨著高科技產業興起，桃園
積極爭取相關企業進駐，成功轉型以高科技、資通訊為
主，加上具特色的汽車、物流、食品、化學、航空、光
電、生技、綠能、醫療等，產業涵蓋多元領域。

桃園，高科技產業聚落已然成形，成為全球電子製造、光電顯示及半導體產業重鎮，重要廠商包括友達光電、中
華映管等。「Made in Taoyuan」成為國內、外產業佼佼者的不二選擇，匯聚於桃園工業區的完整產業鏈與產業群
落，是重要誘因。

台湾 500 大製造業の 3 分の 1 が桃園で工場を設けてあり、3M、コカ・コーラ、デュポン、豊田自動車等を含む世界
百大ブランドも拠点を設立し、桃園は世界企業共同の生産基地の第一希望で、13 年連続工業産出価値が全国トップ
の座を飾り、工業年間産出価値が約 3.11 兆台湾ドルである。

有名な科技ブランド基地の第一希望
桃園の産業構造は基礎工業、伝統工業、ハイテクノロジー及び光電産業であり、それは現地産業の発展に反映してお
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り、前期には電子、工具機器、紡績業でしっかりと
した基礎を作り、次にハイテクノロジー産業の展開
と共に、関連企業の駐在を積極的に取り組み、ハイ
テクノロジーと情報通信をメイン産業として転換す
ることが成功した。それに加えて、自動車、物流、
食品、化学、航空、光電、バイオ、グリーンエネル
ギー、医療などの産業も取り組み、産業領域が多元
化になっていたのである。

今、桃園のハイテクノロジー産業集落が既に熟成し、
世界中の電子製造、光電表示及び半導体産業の重鎮
となり、メインメーカーは友達光電、中華映管など
をふくむ。「Made in Taoyuan」は国内外の知名な産

30 ヶ所の工業エリアの編成申請
産官連携により開発

業の第一希望となり、その重要誘致は桃園工業エリ
アに集めた完備の産業チェーンと産業集積である。

現在、桃園に登録している 30 ヶ所の工業エリアには、

30個報編工業區 產官攜手開發

工場を設けられる工業用地の面積は 7,000 ヘクタール

桃園現有30個報編工業區，可供設廠工業用地面積

近いがあり、政府経済建設計画の推進と民間投資者

近7,000公頃，由政府經濟建設計畫推動與民間投資

の割合が約半々となっている。最高産出価値の工業

比例者約各占一半。工業區產值最高者主要座落於

エリアは主に桃園、中壢、楊梅、亀山、蘆竹、観音

桃園、中壢、楊梅、龜山、蘆竹、觀音等區。新近

などの位置している。近頃開発を完成し、販売中或

完成開發出售或正進行招商的工業區共有3處：

いは企業誘致している工業エリアは 3 ヶ所がある。

桃園科技工業園區：總開發面積274公頃，2008年

桃園科技工業エリア：総開発面積は 274 ヘクタール

完成開發，所有工業用地現已全數售出。

があり、2008 年に開発を完成し、全ての工業用地が
販売済みである。

環保科技園區：位於桃科園區南方、塘尾區內，占
地31公頃，2009年完成開發，所有工業用地也已全

エコ科技エリア：桃園科技エリアは南の塘尾エリア

部出售。以高級資源再生技術、高級環保技術、生

に位置し、31 ヘクタールの用地を占め、2009 年に開

態化產業為主軸，營造低污染、高附加價值的環保

発を完成し、全ての工業用地も販売済みである。高

示範園區。

級資源再生技術、高級エコ技術、生態化産業をメイ
ン軸として、低汚染、高付加価値のエコモデルエリ
アを作り上げている。

桃園科技工業園區第二期： 位於桃園市觀音區，
總開發面積58.05公頃，預期招商產業以高科技、物
流業、轉型升級的傳統製造業、新興產業（育樂用

桃園科技工業エリア第二期：桃園市観音エリアに位

品製造、醫療器材、軟體等）、智慧自動化產業為

置し、総開発面積が 58.05 ヘクタールであり、企業誘

主。

致産業はハイテクノロジー、物流、転型した伝統製
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造業、新興産業 ( 教育道具製造、医療器材、ソフトな

サービス業の産出価値が年々上昇

ど )、スマート自動化産業をメインとして希望してい

台湾北部人口数の第三都市である桃園はサービス業

る。

の発展がとても盛んでおり、近年、サービス業部門
の営業ヶ所数の増加が工業部門に上回り、今は 11 ヶ

服務業產值逐年增長

所の工商総合エリアもあり、その中、桂冠エリアは

名列北臺灣人口第3大城，桃園服務業發展亦相當繁

企業から投資した倉庫物流センターであり、その他

盛，近年服務業部門場所單位數增幅皆高於工業部

は近隣都市と桃園の住民の民生消費需要を導く大型

門，現有11處工商綜合區，其中桂冠為企業投資的

ショッピングセンター、百貨店とホテルなども揃っ

倉儲物流中心，其餘則為帶動鄰近城市與桃園在地

てある。

居民之民生消費需求的大型購物中心、百貨與旅宿
桃園に分布する 30 ヶ所の編成申請してある工業エリ

等。

アは桃園産業の基礎と経済命脈であり、将来世界産

分布桃園的30個報編工業區，是桃園產業的孵育

業と繋ぐ重要な基礎でもある。2009 年から 2017 年

器與經濟命脈，亦是桃園下階段接軌全球產業趨

に桃園が世界標的性のあるインテリジェント・コミ

勢的重要基礎。2009至2017年，桃園8次榮獲具

ュニティ (Intelligent Community Forum, ICF) より「世

有全球指標性的國際智慧城市論壇（I ntelligent

界 21 トップスマート都市賞 (Smart21)」を 8 回獲得

Community Forum, ICF）頒發「全球21大智慧城市獎

し、その中、2013 年に獲得した「世界 7 大スマート

（Smart21）」，而其中2013年獲頒的「全球7大智

都市賞 (Top7)」には更に桃園が世界レベルのスマー

慧城市獎（Top7）」更代表桃園躋身為世界級的智

ト都市として認めたことになった。桃園航空城が具

慧城市。隨著桃園航空城愈見具體、「亞洲．矽谷

体的に進んで、「アジア・シリコンバレー推進プロ

推動方案」創新研發基地定案，桃園工業區與產業

ジェクト」創新研究開発基地の確定と共に、桃園工

結構必然可善用既有資源與優勢，再次創造成功轉

業エリアと産業構造は現在の資源と優勢で再び成功

型契機。

に転型のチャンスを作り出す。
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亞洲‧矽谷 物聯未來

アジア・シリコンバレー

IoT の未来を

2016年9月，行政院正式通過「亞洲．矽谷推動方案」；同年12月，執行中心與桃園市府專案推動辦公室於青埔
正式掛牌成立。桃園由於具備產業聚落與匯集人才等優勢，獲選為「亞洲．矽谷推動方案」創新研發基地的設置
地點，與中央共同推動物聯網產業創新研發、強化創新創業生態系的主軸目標。

2016 年 9 月、行政院が正式に「アジア・シリコンバレー推進プロジェクト」を通して、12 月に実行センターと桃園
市政府がプロジェクト推進オフィスとも青埔に設立した。桃園には産業集積と人材集約などの優勢を持ち、「アジア・
シリコンバレー推進プロジェクト」創新研究開発基地の設置場所として選ばれ、国と共に IoT 産業の創新研究開発を
推進し、目標は創新創業生態の軸を強化していくこと。

亞洲．矽谷推動方案

策略 ：

期程：2016至2023年

．透過制度、法規的優化與鬆綁，延攬有助臺灣在
第四次工業革命爭取舞臺的人才與創新技術。

預算：首年預算新臺幣113億元

．成立單一窗口，導入矽谷等國際創新中心研發能

訴求：「鏈結亞洲」人才與資源，「連結矽谷」研發
能量，「創新臺灣」產業全面轉型升級，從硬體聯

量，並接軌國際標準。

網轉成軟硬整合的服務應用，使臺灣進階為以研發

．推動物聯網應用技術跨域整合，建立完整供應

為本的創新創業首選基地，搶進下一世代的未來產

鏈，營造高品質網路環境，展現虛實整合的智慧

業商機。

化多元示範場域。
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アジア・シリコンバレー推進プロジ
ェクト
スケジュール 2016 年から 2023 年
予算 初年度の予算は 113 億台湾ドル
要望 人材と資源の「アジア連携」、研究開発能力の
「シリコンバレー連結」、産業全面グレードアップ
の「創新台湾」により、ハードネットワークからソ
フトとハードを統合したサービス応用に転換し、台
湾は研究開発を中心として、創新創業基地の第一希
望地になり、将来の産業商機を掴んでいくように。
最適なモデルエリアである。

戦略

桃園は国内外の提携と産業集積統合の特徴を発揮し、

・制度、法規の優位化と緩和によって、台湾が第 4

産業の実験エリアを開放し、資金と資源をマッチング

次産業革命の舞台での人材と創新技術の招きに支

できるように、若者グループと創業者アイデアを発

援していくこと。

揮するプラットフォームを構築していき、国内産業に

・単一窓口を成立し、シリコンバレーなど国際創新

創新アイデアを伸ばしていくプラットフォームでもあ

センターの研究開発能力を導入することによって

り、企業誘致提携によってICT企業をIoT応用サービス

国際基準に繋げていくこと。

領域への発展に転換することをサポートし、グレード
アップの目標を着実に実践していくこと。

・IoT 応用技術で領域を越えた統合を推進し、完備の
サプライチェーンを構築していくこと。高品質な
インターネット環境を構築し、全体統合のスマー

接軌全球 產業升級

ト多元化モデルエリアを作っていくこと。

「亞洲．矽谷推動方案」著眼物聯網產業創新研
發，預計連結科技新領域如：工業4.0、大數據、智

桃園任務 架構媒合平臺

慧城市等，目標是將臺灣物聯網經濟商機佔全球規

桃園，作為「國門之都」與臺灣ICT產業聚落核心，

模從2015年3.8%提升至2025年的5%，推動臺灣從製

正是臺灣引進創新人才與發展IoT實證的最佳示範場

造業轉型為製造業服務化，成為先進物聯網應用的

域。

研發中心與試驗場域，掌握未來國際引領優勢。

桃園將發揮內外連結與產業聚落整合之特長，開放
場域供產業進行實驗，媒合資源與資金，建立年輕

世界と繋ぐ 産業グレードアップ

族群與創業者實踐營運創意的平臺；同時，也是國

「アジア・シリコンバレー推進プロジェクト」はIoT

內產業延伸創新觸角的平臺，透過招商合作協助國

産業創新の研究開発に着眼し、インダストリー4.0、

內ICT企業轉型朝向IoT應用服務領域發展，落實升級

ビッグデータ、スマートシティーなどの新しいテク

目標。

ノロジー領域と連結することを予想し、目標は台湾
IoT経済商機を世界市場に占めるようにさせ、シェア

桃園のミッション
マッチングプラットフォームの構築

は2015年3.8%から2025年の5%に上げ、台湾は製造業
から製造業サービス化に推進させ、先端IoT応用の研

桃園は「国の玄関」と台湾 ICT 産業集積の核心とし

究開発センターと実験エリアになって、、将来の国

て、台湾にイノベーション人材と IoT 発展を導入する

際事情を把握し、優位に立つこと。

21

產業聚落

産業集積

桃園航空城
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桃園航空城 運籌全球

桃園航空城 グローバル態勢
KPMG評選桃園航空城為「全球百大最值得投資的基礎建設」。

開發範圍：以桃園機場與機場捷運沿線車站為核心，整體範圍達6,845公頃。
開發目標：以機場園區與周邊產業的相互加乘效應，帶動臺灣產業從單純進出
口轉型為轉運加工再出口，成為亞太地區經貿樞紐。

最新進度：2016年5月1日完成全區共30場預備及正式聽證作業，2016年12月6日
提報內政部審議修正都市計畫。

KPMG が桃園航空城は「世界百大投資すべき基礎建設」と評価した。

開発範囲： 桃園空港とメトロ空港線の各駅を中心として、全体範囲が 6,845 ヘク
タールに達する。

開発目標： 空港エリアと周辺産業の相乗効果で、台湾産業を単純の輸出入から転
送加工再輸出に転換させ、アジア太平洋地域の経済貿易ハブにならせ
る。

最新進捗： 2016 年 5 月 1 日に全エリア計 30 回の予備と正式な聴聞作業を完成し、
2016 年 12 月 6 日に内政部まで都市計画の修正する審議を提出した。

規模空前的國家級都市開發旗艦計畫
總投資額超過新臺幣5,000億元，為臺灣規模空前的國家級都市開發計畫。一方
面以桃園機場優越的地理位置作為引擎，結合臺北港及自由貿易港區地利之便，
匯聚國內、外旅運及產銷、物流經貿、綠色創新等三低一高核心產業，發揮產業
群聚效果，帶動區域產業經濟。

另一方面，擴充機場設施、改善聯外交通，賦予桃園機場強大運輸功能與競爭
力。桃園航空城開發計畫具有擴充機場能量、繁榮地方經濟、帶動臺灣產業轉型
的多重效益。

空前規模の国レベル都市開発計画
総投資額が 5,000 億台湾ドルを超え、台湾空前規模の国レベル都市開発計画であ
る。一方、桃園空港の優位な地理位置をエンジンとして、台北港及び自由貿易港エ
リアの便利性と結合し、国内外航空旅行や運輸、貿易物流、グリーンイノベーショ
ンなど低汚染、低エネルギー消費、低用水、高付加価値の核心産業を集まり、産業
集積効果を発揮させ、エリア産業経済を導くのである。
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往臺北 台北へ

旅運及產銷園區

旅行運輸と生産販売旅運
及產銷園區
以機場捷運大園站及國道2 號大
園交流道為中心，發展過境旅
館、臺灣精品交易平台、免稅
商城及精緻農特產品加值產銷
往南崁 南崁へ

中心等。
空港メトロ線大園駅と国道 2 号
線の大園インターを中心とし
て、トランジットホテル、台湾
エクセレンス取引プラットフォ
ーム、免税店及び集約農業特産
品販売センターなどを発展させ
る。

往桃園 桃園へ

桃園航空城分區示意圖
桃園航空城エリア概略図
樂活優質住宅區
ロハス住宅団地

往中壢 中壢へ

行政及商業服務區

往新竹 新竹へ

於便捷大眾運輸系統沿線，設置社會
住宅，結合微笑公園、埤塘及水岸住
宅，打造樂活優質住宅區。
便利な公衆運輸システムの周辺に社会
住宅を建設し、周辺の公園、池と水辺
などと合わせて、楽しいロハス住宅エ
リアを作り出す。

行政及び商業サービス

充分運用雙捷運站功能，發展
為行政管理中心，並促進商業
服務機能，規劃引入政府機關
及國家級藝文展演設施。
行政管理センターを発展するた
めに、メトロ線駅の機能を十分
に利用し、商業サービスを促進
する。政府機関やナショナル芸
術演出設備を計画する。

もう一方、桃園空港に強い運輸機能と競争力を与えるために、空港施設を拡大し、アクセスを改善させる。桃園航空
城の開発計画には空港機能を拡張し、地方経済の繁栄、台湾産業転換の多重効果を備えている。
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預期成果

物流經貿園區

想定成果

物流経済貿易パーク
結合自由貿易港區及自由經濟示範園區，發展國際
物流運籌中心，國際貨運整櫃中心及境內關外國際
物流樞紐。

萬

創造20-30萬個就業機會

自由貿易港区と自由経済モデルエリアの連携により、
国際物流運営センター、国際貨物コンテナセンター
及びエリア内関税免除国際物流要所まで発展させる。

20-30 万の就職機会を作る

兆元

帶動新臺幣2.3兆元之經濟效益
2.3 兆台湾ドルの経済効果を導く

綠色創新產業園區

グリーン創新産業パーク
以「循環經濟，永續發展」為理念，引入低污染、
低用水、低耗能及高附加價值企業進駐，並發展多

萬噸

元產業，鼓勵設置跨國企業區域總部、研發中心。

萬人次

「 循環型経済、永続発展」をコンセプトとして、低污
染、低エネルギー消費、低用水、高付加価値の企業
を誘致し、産業の多様化、国際企業本部や研究開発
センターなどの発展をサポートする。

2030年機場目標：
貨運量450萬噸、客運量6,000萬人次
2030 年空港目標：

貨物運輸量 450 万トン、乗客量 6,000 万人

2018~2020
召開徵收公聽會、辦理區段徵收、抽籤
配地與公共工程施工

徴収公聴会を開き、エリア徴収、用
地分配抽選と公共工程工事を行う

2021~2022

2023~2025

安置住宅興建完成、其他地區地上物搬遷

抵價地抽籤配地與土地點交、全區工程施工

上物の移動

工程工事開始

安置住宅の建設終了、その他地域の地

重要歷程
スケジュール

土地補償抽選分配と土地移譲、全エリア

未來引進產業類型的優先原則為：
三低一高產業—低汙染、低耗能、低用水、高附加價值。

自由貿易港エリア及び経済モデルエリアと

結合自由貿易港區及經濟示範區，創新營運模式者。

結び、創新的に運営するもの。

應用機場設施串聯我國產業供應鏈與技術能力，創新服務價

空港施設で我が国の産業サプライチェーン

值者。

と技術能力を繋げる創新サービス価値を提

與航空聯結密集度高。

供するもの。

與桃園公共與交通建設結合。

航空連結の密度が高いもの。

提高土地使用效益與價值。

桃園の公共と交通建設を結ぶもの。

有助勞動力與企業組織移動的支援性產業。

土地使用効果と価値を上げるもの。
労働力と企業組織移動にサポートする産業。

将来、産業タイプを導入する優先原則は：
三低一高産業――低汚染、低エネルギー消費、低用水、高付
加価値。
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產業聚落 完整活躍
産業集積 完備活躍
ICT 產業
桃園電子零件產業鏈發展成熟且聚落完整，前三大主力為印刷電路板、
液晶面板及相關組件、IC製造業等，主要廠商包括印刷電路板製造業欣
興電子、華通電腦、金像電子等；液晶面板及相關組件廠商友達光電、
中華映管、勝華科技等；IC製造廠合晶科技、華亞科技、南亞科技等。

ICT產業為掌握未來產業勢必加速推動的重點。桃園擁有完整的ICT產業鏈，並具備雲端資料中心伺服器、儲存、
網路等硬體設備的自主製造及平價供應能力，具有資通訊產業領先優勢，只要適時引入軟體廠商與研發人才等資
源，將能順利接軌全球物聯網發展趨勢，迎接IoT應用服務商機。

ICT 産業
桃園電子部品産業チェーンの発展が成熟し、完備な集約で、トップ 3 は印刷回路基板、液晶パネル及び関連部品、IC
製造業などで、主なメーカーには印刷回路基板製造業の欣興電子、華通電腦、金像電子など、液晶パネル及び関連部
品の友達光電、中華映管、勝華科技など、IC 製造業の合晶科技、華亞科技、南亞科技などを含まれている。

ICT 産業は未来の産業を迎えるために速やかに推進すべきポイントである。桃園には完備の ICT 産業チェーンを持ち
ながら、クラウドデータサーバー、保存、インターネットなどのハードウェアを揃って、自社製造や平価供給能力と
もあり、情報通信産業の優位で、ソフトメーカーと研究開発人材などの資源を適時に導入すれば、順調にグローバル
IoT 発展の道に乗り継ぎ、IoT 応用サービスのビジネスを迎えることができる。
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物流產業
坐擁桃園機場與臺北港的雙港優勢，桃園運輸倉儲業發展蓬
勃，其中進出口物流業各產業鏈俱全；配銷物流業的運送、流
通倉儲、快遞等必要環節也全數到位，生鮮、超市、量販零售
業等多個高度重視倉儲配送效率的產業，相繼在桃園投資設立
物流中心。

1,800多家在地物流廠商、年產值逾千億元，使桃園冠居國內
物流聚落龍頭。尤其，受到桃園航空城、全國唯一空港自由貿
易港區兩大誘因帶動，近兩年陸續有大型國內外航空貨運、國
際物流、零售、物流配送業者前後進駐，其中包括落腳大園區的全臺首座BOO（民間興建、擁有及經營）暨國內
最大電子商務物流中心─慶洲大園物流中心。

市府正積極擴大物流業範疇，爭取貨櫃業者參與，並因應桃園航空城計畫，著手產業園區、通關、租稅制度的完
整規劃，推動智慧物流，提升桃園物流產業整體競爭力。

物流産業
桃園空港と台北港のダブル港
効 果 に よ っ て、 桃 園 倉 庫 運 輸
業の発展が盛んでおり、その中
に輸出入物流業の各産業チェー
ンが完備していて、販売物流業
の運輸、流通倉庫、宅配便など
も揃っており、生鮮食品、スー
パー、量販小売業など倉庫配達
効率を重視する産業が多数駐在
し、桃園で物流センターの設立
に相次ぎ投資しに来ている。

1,800 社の現地物流メーカーの年間産出価値が千億台湾ドルを越え、桃園には国内物流集散地のトップの座を飾らせ
ていた。特に桃園航空城と全国唯一の空港自由貿易港の二大誘致を受け、この 2 年で国内外大手航空貨物運輸、国際
物流、小売り、物流配達業者が次々と進出し、その中には大園エリアにある台湾初の BOO( 民間建設、運営、所有 )
兼国内最大の E コマース物流センター―慶洲大園物流センターも含まれている。

市政府は積極的に物流業の範疇を拡大するためにコンテナ業者の参与を交渉し、そして桃園航空城の計画によって、
産業エリア、通関、課税制度の完備計画を着手していて、スマートロジスティクスの推進と共に桃園物流産業全体の
競争力を上げようとしている。
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航太零件及維修產業
根據波音公司2016年預測，2016至2035年的20年間，全球商用機約有3.8萬架需求，貨機有930架需求，價值合計
超過新臺幣180兆元。新機擴充將帶動零組件需求成長，連帶產生可觀的專業航機維修業務（Maintenance, Repair
and Overhaul, MRO），對臺灣來說，現正處於掌握商機的關鍵時期。

桃園航太產業具有相當潛力，臺灣目前唯一打入全球航太業的扣件廠商─豐達科技，就在桃園；境內兩大國際航
空公司─長榮航太公司與臺灣飛機維修（股）公司，已建立專業航機維修口碑，承接國際航班維修業務。航機維
修業具有帶動航太零組件銷售的實質作用，是零組件業者爭取客戶信任、繼續進攻新機市場的有效途徑。

航空宇宙パーツやメンテナンス産業
ボーイング社 2016 年の予測により、2016 年から 2035 年の 20 年間には世界中に商用飛行機が約 3.8 万台の需要で、
貨物機が 930 台の需要があり、その価値が計 180 兆台湾ドルを超える。新規拡大には部品需要の成長を導き、同時
に専門性のある飛行機メンテナンス業務 (Maintenance, Repair and Overhaul, MRO) も増えてくる。台湾にとって、今
は商機を握るキーポイント時期である。

桃園航空宇宙産業には相当な潜在力を秘めており、台湾で唯一世界航空宇宙産業に入る締結具メーカー（株）豐達科
技が桃園にある。エリア内の両大国際航空会社－エバー航空会社と臺灣飛機維修 ( 股 ) 公司は専門的な飛行機メンテ
ナンスすることが既に好評され、国際フライト業務を受けている。飛行機のメンテナンス業には航空宇宙部品の販売
に連動する実質作用があり、部品業者が顧客の信頼を得て新規市場に進む一つ有効な手段である。
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生技產業
桃園生技產業具有悠久基礎，五洲製藥、信東生技、葡萄王生技、廣東製藥等分別設廠，生產處方用藥、中藥、
抗癌藥品、保健用藥等。2016年，國內規模最大的保養品設計製造公司和康生技，營運總部亦遷移進駐，總投資
超過4億元。

面對高齡化趨勢，生技市場持續變動創新，生技產業目前已進階至含括新藥研發、製藥服務業、食品安全的生物
經濟階段，市場潛力雄厚。著眼生物經濟的龐大結構，未來可配合「亞洲•矽谷推動方案」的法規鬆綁政策，引
進優秀人才，將桃園型塑為國內生技產業平臺；發展智慧健康照護計畫，並善用桃園「國門之都」的優勢，開拓
醫療旅遊市場。另外，結合桃園強大的物流產業，建構生醫藥倉儲，因應生技產業需求，發展低溫、恆溫、快速
遞送等醫藥物流。

バイオバイオ産業
桃園のバイオ産業には古き基礎があり、五洲製薬、信東バイオ、
葡萄王バイオ、廣東製薬などそれぞれ工場を設けてあり、処方
薬、漢方、抗がん剤、保健薬などを生産している。2016 年、
国内最大規模の保健薬品設計製造会社和康バイオの運営本部も
進出し、総投資額が 4 億台湾ドルを超えている。
高齢化の現代社会に向け、バイオ市場が継続的に変動創新し、
今、バイオ産業には新薬の研究開発、製薬サービス業、食品安
全の生物経済の段階に入り、市場での潜在力が強いのである。生物経済の膨大な構造に着眼すると、これからは「ア
ジア・シリコンバレー推進プロジェクト」の法規緩和政策に合わせて優秀な人材を導入し、桃園を国内のバイオ産業
プラットフォームとして作り上げられる。これからスマート健康介護計画を発展し、また、桃園「国の玄関」の優位
性を持って、医療旅行市場にも開けられる。その他、桃園の強い物流産業との連携により、医薬倉庫を構築し、バイ
オ産業の需要によって低温、平温、快速配達などの医薬物流を作り上げていく。

29

產業聚落
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綠能產業
桃園為全國工業重鎮，用電量相對較高，達全國用

る。桃園の風力発電は今台湾のトップであり、全体

電量13.5％，因此，十分重視再生能源應用；桃園

のグリーンエネルギー産出価値が 756 億台湾ドルに

風力發電目前全臺居冠，整體綠能產業產值達756億

達し、全国第二位である。桃園グリーンエネルギー

元，位居全國第2。桃園綠能產業聚焦低污染、低耗

産業には低汚染、低エネルギー消耗、低用水、高付

能、低用水、高附加價值的「三低一高」走向，如

加価値の「三低一高」の方向に進んでいる。今は「日

目前啟動「日出桃園綠能城市」的替代能源應用計

の出桃園グリーンエネルギーシティー」という代替

畫，藉由推動太陽屋頂、清潔發電，帶動光電及周

エネルギー応用計画を起動してあり、ソーラーパネ

邊產業發展。

ル屋上の太陽光発電、清潔発電などで、光電及び周
辺産業の発展に連動していく。

近年亦積極推動「促進低碳綠能產業」政策，扶植
優質綠色產業落地生根，形成桃園綠能產業聚落。

近年には「低炭素グリーンエネルギー産業促進」の

如美商3M是國內太陽能板原料重要供應商，設立於

政策を積極的に進み、良質なグリーン産業をサポー

楊梅廠區的研發中心，是該公司在亞太區首座綠建

トし、桃園でグリーンエネルギー産業の集積を作り

築研發中心，其他廠區與實驗室則運用最新科技、

上げていく。アメリカメーカーの 3M は国内ソーラ

結合臺灣本地業者，共同研發再生能源解決方案，

ーパネル原料の重要なサプライヤーであり、楊梅工

並以營運實績證明環境與獲利可以雙贏。

場にある研究開発センターには該社がアジア太平洋
エリアでの初のグリーン建築研究開発センターでも
あり、その他工場と実験室には最新テクノロジーを

グリーンエネルギー産業

運用して、台湾現地業者と結びつき、共同で再生エ

桃園は全国の工業重鎮であるため、消耗電力の割合

ネルギーソリューションを研究開発し、そして運営

より高く、全国消耗電力の 13.5% にも達しているこ

実績で環境と売上がウィンウィンになることを証明

とから、再生エネルギーの応用にとても重視してい

している。
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電動車產業
面對綠能長期發展趨勢，電動車是未來重要節能選項。桃園境內擁有全
臺汽車組裝及零件生產最大聚落，成為引領電動車產業研發、生產的重
要優勢，如今裕隆汽車、中華汽車，以及國內電動巴士領導廠商華德動
能、台灣立凱電能，甚至是打進歐洲市場的新興電動機車品牌Gogoro
（睿能創意），均在桃園設立生產基地。

有關動力來源所需電池、馬達、電力控制系統，桃園也具備完整產業
鏈，包括電池模組、電流轉換模組、動力馬達、電動車充電解決方案的
研發自製能力。如全球最大電源供應器廠商台達電的研發中心，以及與
國際知名電動車品牌有密切合作經驗的電子量測設備大廠致茂電子，皆
落腳桃園，證明桃園電動車產業鏈已具產製實力。

電気自動車産業
グリーンエネルギーの長期的発展に向けて、電気自動車は将来的に極めて重要な選択肢になると考えられる。桃園エ
リアは、台湾において自動車の組立て及び部品生産における最大集積エリアとなっており、電気自動車産業の研究、
開発、生産における重要拠点となっている。現在、桃園エリアには裕隆自動車、中華自動車及び国内電動バスメーカ
ーである華徳動能、台湾立凱動能、さらに欧州市場に進出している電動バイクメーカーである Gogoro（睿能創意）
などが生産基地を設けている。
さらに、動力源となる蓄電池、電動モーター、電力制御や充電設備などの研究開発や製造能力も有している。世界を
リードする電源サプライヤーである台達電子工業の研究開発センター、及び国際的に有名な電気自動車メーカーとも
提携実績のある電子計測機器メーカーである致茂電子も桃園に進出している事は、桃園エリアにおけるの電気自動車
産業はすでに電気自動車の生産能力を有している証である。
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創新優勢 創新優位性

ADVANTAGES

IN INNOVATION
前進的動力
前進する動力
物聯網時代，人才培育與智慧應用是產業創新升級不可或缺
的根基，桃園在兩者上都展現出卓越的領先優勢，掌握優勢
資源，即成為預先掌握未來的贏家。
IoT 時代で、人材育成とスマート応用は産業創新に欠かせ
ない根基であり、桃園がその両者に対し卓越のリード優位
性を表し、優位資源を把握することによって、予めに未
来を把握する勝者になる。
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頂尖人才 創新育成
トップ人材 創新育成

「亞洲•矽谷推動方案」中，人才國際化程度及創新能力的培養是重點所在。桃園擁有17所大專院校與創新育成
中心，又因位處北臺灣中心地理優勢，可運用鄰近臺北、新竹加速育成資源，透過不同平臺與多元模式串聯合
作；並進一步發揮臺灣門戶特質，發展國際人才交流互惠，提供桃園產業界源源不絕的戰力。

「アジア・シリコンバレー推進プロジェクト」の中、人材国際化及び創新能力の育成がポイントになっている。桃園
には 17 ヶ所の大学と育成センターを持ち、また、台湾北部中心地の地理優位で、近隣する台北、新竹の資源を運用
して育成を加速させ、異なるプラットフォームと多元化モードを経由して提携していく。更に台湾玄関の特質を発揮
し、国際人材交流を発展させ、桃園産業界に絶えずに戦力を提供していく。

34

官學研戰略合作 培育在地人才
市府透過與中央政府和學校合作，與各大專院校發展為全面性的戰略夥伴關係，蓄積產業人才資源。

其中，桃園與元智大學、科技部、經濟部共同合作發展「創新研發中心」，提供學生更多資源平臺、強化競爭優
勢。並與中原大學簽訂「未來城市專案合作意願書」，就「經濟創新」、「智慧城市」、「健康城市」及「人才
培育」四大議題，提出智能化創新研發園區、生產力4.0中小企業大聯盟、地方產業振興計畫及產業及觀光旅遊資
料分析等合作計畫。

此外，本市中央、中原、元智三所大學共同簽署跨校學術合作意向書，各校發揮不同教學特長，期望達到教學資
源互享、學術社群形成，刺激桃園高教能量提升，如中央在航太、光電、遙測或環境面向領先，中原以管理、設
計及全人教育見長，元智則在語言、資訊、大數據等具優勢。

政府、学界との戦略提携、現地人材をと育つ
市政府が中央政府と学校の提携により、各大学と全方面の戦略パートナー関係に発展し、産業人材の資源を蓄積して
いく。

その中、桃園は元智大学、科技部、経済部と提携し、共に「創新研究開発センター」を発展し、学生たちが更に多く
の資源プラットフォームを提供することによって競争優勢を強化していく。そして、中原大学に「プロジェクト未来
シティーの提携意向書」を締結し、「経済創新」、「スマートシティー」、「健康シティー」及び「人材育成」の四
大議題について、スマート化創新研究開発エリア、生産性 4.0 中小企業連盟、地方産業振興計画及び産業と観光旅行
資料分析などの提携計画を提出している。

その他、本市の中央、中原、元智大学が共同で学術提携意向書を締結し、各校がそれぞれの教学特長を発揮し、教学
資源の交流、学術グループの形成で桃園の教育エネルギーを上昇させることを期待している。中央大学が航空宇宙、
光電、遠距離測定或いは環境面でリードし、中原大学が管理、設計及び教育の面で長けていて、元智大学が言語、情
報、ビックデータなどに優勢を持っているのである。
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加速孵育 鏈結國際
桃園有中科院、中央、中原、元智、長庚等13所創
新育成中心；且藉地利之便，可善用北臺公部門與
大專院校加速器輔助，如國發會臺灣新創競技場、
交大或清大加速器、工研院育成中心等，育成資源
密集，預計將成為未來桃園「亞洲•矽谷推動方
案」創新基地的厚實根基，有效提升新創公司成功
率，加速幫助新創產業熟成。

除了國內資源匯聚，引進國際資源也是打造「亞洲•
矽谷推動方案」創新生態系不可或缺的一環。市府
青創指揮部在2016年正式成為法國政府「La French

French Tech Taiwan將連結許多臺灣公部門與私部

Tech」計畫的合作夥伴，成立「French Tech Taiwan」

門夥伴，結盟跨國創業生態系統，大幅增加法商

創新基地，連結臺灣為全球創業網絡的一員。

與臺灣企業間的交流機會，以及各類朝向法國

36

La French Tech
La French Tech是法國政府扶植新創企業所推出的跨
國陪伴政策，每年挹注2億歐元規模的資金，透過連
結新創社群與企業、地方政府等合作，並舉辦「科
技門（French Tech Ticket）」競賽，讓法國的新創團
隊加速成長與提升國際能見度。

La French Tech はフランス政府が創新企業にサポー
トするための他国共同政策であり、毎年 2 億ユーロ
規模の資金を投入し、創新グループの連結によって企業、地方政府と提携させ、また、「科技門（French
Tech Ticket）」という競技を行うことによって、フランスの創新チームの成長を加速させるとともに国際
的な可視性も上昇させている。

發展的陪同計畫、孵育器計畫以及促進新創公司計

ア・シリコンバレー推進プロジェクト」の創新生態

畫，提升臺灣在創新領域的國際競爭力。

系に欠かせない一環である。市政府青年創造指揮部
が 2016 年にフランス政府「La French Tech」計画の

人材育成の加速 国際との連結

パートナーになり、「French Tech Taiwan」創新基地

桃園は中科院、中央、中原、元智、長庚など 13 箇所

を成立し、台湾も世界創業ネットワークの一員とし

創新育成センターがある。そして地理的便利で、台

て繋げていく。

湾北部の公共部門と大学、例えば国発会台湾創新競
技場、交通大学或いは清華大学加速器、工研院育成

French Tech Taiwan は大勢の台湾公共部門と民間部

センター密集した育成資源も利用ができて、今後桃

門をパートナーと提携し、他国創業生態システムに

園「アジア・シリコンバレー推進プロジェクト」創

結盟し、仏企業と台湾企業間の交流機会と各フラン

新基地の基礎になり、創新会社の成功率を有効的に

スへの共同計画発展、育成計画及び創新会社促進計

向上させ、創新産業の発展をサポートしていく。

画を大幅に増加させ、台湾がイノベーション領域で
の国際競争力を向上させていく。

国内資源の集まりのほか、国際資源の導入も「アジ
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智慧城市 趨勢在握

スマート都市 未来を握る
4G寬頻、雲端運算、大數據到物聯網科技已是大勢所趨，對全球未來產業與生活型態發展影響亟鉅，也是臺灣走
向產業轉型升級不可忽視的關鍵，而打造「智慧城市」正是掌握未來趨勢的第一步。

桃園，擁有豐沛的資通訊產業技術能量與產業鏈，2013年獲「全球7大智慧城市獎」，躋身世界級智慧城市。
2015年10月成立「桃園市智慧城市推動委員會」之後，推出「i358新桃園智慧城市旗艦計畫」，將充分運用資通
訊科技優勢，強化4G寬頻基礎設施普及和開發行動化政府服務；同時，配合「亞洲．矽谷推動方案」成立專案辦
公室與中央部會對接，於桃園落實近20項物聯網產業升級計畫，持續邁向智慧城市願景。

4G ブロードバンド、クラウド計算、ビックデータから IoT 科技は世界的な動向であり、未来産業と生活形態発展へ
の影響がとても大きく、これも台湾が産業転型する際に注目すべきポイントであり、「スマートシティー」を作るこ
とはまさに未来の動向を掴む第一歩である。

桃園は豊かな情報通信産業の技術と産業チェーンを持っていて、2013 年に「世界 7 大スマート７都市賞」を獲得し、
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世界レベルのスマート都市に入ることになった。2015 年 10 月に「桃
園市スマートシティー推進委員会」を成立してから、「ī358 新桃園ス
マートシティーフラッグシッププラン」を提出し、情報通信科技の優
勢を十分に応用し、4G ブロードバンドの基礎施設を普及させ、モバイ
ル化政府のサービスを強化していく。同時に「アジア・シリコンバレ
ー推進プロジェクト」と合わせて、公的部門と連絡するプロジェクト
オフィスを成立し、桃園で 20 項目近くの IoT 産業向上計画を実行し、
継続的にスマートシティーへの実現に進めていく。

智慧應用：行政、產業、生活
桃園以國際格局與前瞻思維規劃智慧城市樣貌，實際應用主要可分
為「智慧治理」、「智慧產業」、「智慧生活」三大面向。

智慧治理：以提升為民服務品質為前提，並提供政策制定方向參考數
據，建構智慧政府，目前從陳情系統、交通數據搜集、環境監控與防
災到醫療著手。包括整併陳情管道、建立智慧村里行動里長系統，以
即時反映民情；透過eTag蒐集資訊反映交通路況，並將電子票證記錄
作為免費公車路線調整的依據；利用智慧系統監控廢水排放與空汙、
建立水情系統及防災系統；並促進山地醫療雲端化作業。

智慧產業：為積極推動產業轉型升級及刺激商業服務業發展，推動
「企業領航雲」雲端系統服務，帶動企業導入雲端管理應用趨勢，
提升產業競爭力。市府並積極向中央爭取4G智慧應用城市計畫，推
廣行動下單支付、電子支付商業模式，讓在地商業服務業者達到跨
域服務整合的目標，創造創新智慧服務應用商機。

智慧生活：講求即時性與整合性，以提供更便捷快速的行動體驗為
重點。目前全市已設置4,300個Wi-Fi熱點，未來也將在捷運、機場、
公車上提供免費Wi-Fi服務，並結合APP讓遊客可即時取得當地資源與
觀光資訊。「市民卡」發行也深具指標性，透過一卡整併與市民生
活切身相關之公共服務，以及食衣住行的消費需求應用，包括小額
付費、規費繳納、乘車、借書、門禁、會員等多元用途，申辦量已
突破70萬張，可整合行動裝置APP跨載具使用，未來將積極規劃與電
信業者合作，提供市民更具創意的智慧生活應用服務。

スマート応用：行政、産業、生活
桃園は国際レイアウトと先端思考でスマートシティーのイメージを企
画し、実際の応用では「スマート管理」、「スマート産業」、「スマ
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創新優勢

創新優位性

ート生活」に分けている。

スマート管理：サービスの品質向上の前提として、政策制定
の参考になるデータを提供することによってスマート政府を
構築し、今は陳情システム、交通データの収集、環境モニタ
リングと防災、医療などから着手している。即刻に住民状況を
反映するため、陳情ルートの統合、スマート管理システムを
構築する。eTag の情報収集によって交通状況を反映し、そし
て電子マネーでの記録をフリーバス路線調整の根拠として利用する。スマートシステムで廃水放出と空気汚染をモニ
タリングし、水情報システムと防災システムを構築し、そして山間地医療クラウド化作業を促進していくのである。

スマート産業：積極的に産業転型及び商業サービスの発展に刺激させるため、「企業リードクラウド」のクラウド
システムサービスを推進し、企業にクラウド管理応用趨勢に導き、産業の競争力を向上させていく。市政府が積極的
に中央政府へ 4G スマート応用シティー計画を交渉し、モバイル取引、電子支払いのビジネスモデルを推進し、現地
の商業サービス業者が多領域サービス統合の目標に達させ、イノベーションスマートサービス応用の商機を作り出す
のである。

スマート生活：リアルタイム性と統合性を求められ、更なる便利で快速なモバイル体験の提供が重点となっている。
今、全市では 4,300 個の Wi-Fi ホットスポットを設置し、これからはメトロ線、空港、バスにでも無料の Wi-Fi サー
ビスを提供し、またアプリとの連携により、旅客に即刻に当地の資源や観光情報を獲得できるようになる。「市民カ
ード」の発行も標的性があり、一枚のカードで市民の生活に関連する公共サービス、小銭支払い、公共費用納付、乗
車、本の貸し出し、出入り管理、会員など多元化の用途を含む衣食住交通の消費需要を統合していき、今の申請量が
70 万枚を超え、モバイル装置の APP とも統合でき、今後は積極的に通信業者との連携により、市民に更なるクリエ
イティブのあるスマート生活応用サービスを提供していく。
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結合國家級計畫 布局未來
未來，桃園智慧城市將以高鐵站周邊的青埔地區作
為優先示範區（Demo Site），結合臺灣青創資源，
及開放式創新（Open Innovation），落實工業4.0計
畫。其中蘊含現在開始至少10年的臺灣重大智慧建
設商機。

建設主軸包括：從「教育與人才」著眼，引進國外
專業人士、促進私立學校與國際學校發展、推動產
學合作、建構創新研發中心。從「發展臺灣文化」
切入，設立市立美術館、原住民族博物館及臺灣書
道館，推廣藝術觀光亮點，教育生活美學並傳承文
化。建構「國際商貿交流平臺」，設立桃園會展中
心舉辦國際會展，以多元服務設施展現桃園商業機
能。

此外，透過結合國家級開發計畫：航空城與「亞
洲•矽谷推動方案」創新創業基地，吸引人才、技
術、資金投入，發展為智慧便捷、綠能環保、高效
安全的優質城市，成為布局物聯網商機與優化臺灣
產業結構的最佳場域。

国レベルの計画と結び
未来へ展開する

視点から、私立美術館、原住民族博物館及び台湾書
道館などを設立し、芸術観光を広げさせ美学を教育

これから、桃園スマートシティーは高速鉄道周辺の

しながら文化を伝承していく。「国際商業貿易交流

青埔エリアをモデルエリア (Demo Site) として、台

プラットフォーム」を構築し、桃園展覧センターを

湾 青 年 創 業 資 源、 オ ー プ ン イ ノ ベ ー シ ョ ン (Open

設立して国際展示会を開き、多元化サービス施設で

Innovation) と結びつき、工業 4.0 計画を実践してい

桃園の商業機能を表していく。

く。その中に、今から 10 年間の台湾重大スマート建
設の商機が含まれている

その他、国レベルの開発計画 ( 航空城と「アジア・シ
リコンバレー推進プロジェクト」創新創業基地 ) と結

主な建設は「教育と人材」から着眼し、海外専門人

びつき、人材、技術、資金投入を誘致し、スマート、

材を導入して、私立学校と国際学校の発展を促進さ

便利、グリーンエネルギー、エコ、高効率、安全な

せ、産学提携を推進して、イノベーションの開発研

優良都市に発展していき、まさに IoT 商機と台湾産業

究センターを構築していく。「台湾文化の発展」の

構造を上昇する最適な場所である。
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投資服務 投資サービス

INVESTMENT
SERVICES
全程陪伴 共創雙贏
始終協力
ウィンウィンの関係を作り出す

因應經濟全球化及企業國際化的趨勢，桃園面對企業實際需
求，準備好各式投資服務方案，量身打造深度客製化服務，提
供投資者全方位的協助，期待與來自世界各地的優秀企業攜手
進行國際布局，加速躍上世界頂峰。
経済のグローバル化と企業国際化の動向に応じて、桃園は企業実
際の需要に対して、様々な投資サービスプランを用意し、カスタ
マイズのサービスで、投資者に全方面のサポートを提供し、世界
各地の優秀企業と国際展開するために手を組み、一緒に世界の頂
点へ目指すことを期待している。

投資服務

投資サービス

全球投資據點
世界投資拠点

桃園，擁有得天獨厚的地理位置、良好的工商業基礎建設，以及高值產業聚落串聯，成為國內外企業優先選擇作
為布局世界版圖的據點。

為積極照顧投資企業，市府規劃各項投資輔助措施、整併優惠資源，率全國之先建立「投資服務中心」，從土
地、人才、資金到經營等各階段投資面向，提供法規或行政程序相關協助。鼓勵國內標竿企業、跨國連鎖公司或
新創企業扎根桃園、布局國際，藉由桃園具全球競爭力的地理條件與產業效益加乘，共同掌握未來關鍵商機。

桃園には豊かな地理位置、良好な商工業基礎建設及び高価値産業集積の繋がり、国内外企業から優先的に世界進出の
拠点として選らばれるのである。

積極的に投資企業をサポートするため、市政府が各投資支援措置を企画し、優遇資源をまとめて台湾初の「投資サー
ビスセンター」を設立し、投資する際に土地、人材、資金から経営など各段階に対して法規或いは行政手順の関連支
援を提供している。国内のリード企業、多国籍企業或いは創新企業が桃園に進出することを誘致し、世界的な競争力
がある地理条件と産業の相乗効果で、共に未来商機をしっかり把握する。
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獎勵企業營運總部回桃園
成功案例：臺灣飛機維修

桃園兼具多項企業營運優勢區位條件，市府積極鼓勵企業運
用全球資源，於桃園設置營運總部，進行以經營決策、創新
研發及品牌營運等核心價值活動。自2015年1月至2016年12
月止，計有2,152家企業之公司登記遷入桃園，且資本額新
臺幣1億元以上的企業計有65家。

其中，看好亞太區飛機修護產業市場未來10年平均成長率上看5%，及因應飛機修護能量增加，中華航空透過投服
中心協助，於2015年成立臺灣飛機維修（股）公司，並於2017年1月啟動新二機棚廠工程。

企業運営本部を推進
成功ケース：台湾飛機維修 ( 股 ) 公司
桃園には数多くの企業運営優位性条件を持ち、市政府が企業にグローバル資源を運用し、運営本部を設置して経営政
策決定、創新研究開発及びブランド運営など核心価値の活動を取り組むように積極的に進めている。2015 年 1 月か
ら 2016 年 12 月まで、計 2,152 社の企業が桃園に会社登録をし、その中、資本額が 1 億台湾ドル以上の企業が計 65
社がある。

その中、飛行機メンテナンス産業がアジア太平洋エリアにてこれから 10 年の平均成長率が 5% あることを見込み、
そして、飛行機メンテナンス保守量の増加と共に、チャイナエアラインが投資サービスセンターの協力を得て、2015
年に台湾飛機維修 ( 股 ) 公司を設立し、2017 年 1 月に新二ハンガー工場工程を着工することを予定している。
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投資服務

投資サービス

市政府には長期にわたって台湾企業と良き交流を維
持し、行政院の「台湾企業の U ターン投資プランの
推進」を積極的に合わせ、台湾企業に U ターン投資
するよう勧めていた。そして、台湾企業に「アジア・
シリコンバレー推進プロジェクト」によって、人材、
技術、資金を導入するように協力し、産業転型を加
速させ、ウィンウィンの関係を作り上げた。

国巨洋傘欣業が本市で「国巨洋傘文創園」を設立す
ることを計画し、総投資金額が 3 億台湾ドルを超え
て、300 以上の就職機会を作ることが予想できる。設
置工程、動線計画と関連法規の疑問に対して支援す

「亞洲•矽谷推動方案」優勢
吸引臺商回流

るため、投資サービスセンターが数回も多部門会議
を開き、国巨洋傘が 2016 年 7 月に順調に着工できる

成功案例：國巨洋傘欣業、祥儀機器人夢工廠

ようにサポートしていた。

市府長期與臺商保持良好互動，積極配合行政院
「加強推動臺商回臺投資方案」，鼓勵臺商回臺投
資；並致力協助臺商透過「亞洲•矽谷推動方案」
引進人才、技術、資金，加速產業升級轉型，創造
雙贏局面。

國巨洋傘欣業規劃在本市設立「國巨洋傘文創園
區」，總投資金額超過3億元，預期可創造300個以
上就業機會。為協助釐清設置流程、動線規劃與相
關法規疑義，投服中心多次協助召開跨局處會議，

祥儀企業も桃園の発展潜在力を見込み、市政府の協

協助國巨洋傘於2016年7月順利開工。

力で、7,000 万台湾ドルの「祥儀ロボット夢工場―未
来館」の新館拡大行政工程を加速して完成し、2016

祥儀企業亦看好桃園發展潛力，透過市府協助，加

年 10 月から予定より早く拡大運営してきて、今後は

速完成斥資7,000萬元的「祥儀機器人夢工廠-未來

航空城の起動と共に、スマート化産業とロボット教

館」新館擴建行政流程，提前於2016年10月擴大營

育の推進を見込まれている。

運，未來可望配合航空城的啟動，推廣智能化產業
與機器人教育。

「アジア・シリコンバレー推進プロジ
ェクト」優位性
台湾企業の U ターンを引き寄せる
成功ケース：国巨洋傘欣業、祥儀ロボット夢工場
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日資企業重鎮 產業鏈成形
成功案例：優衣庫（UNIQLO）、四葉食品

桃園乃日資企業重鎮，目前有近200家日資企業。市府與日本有多方密切交流，目前已與香川縣、千葉縣、加賀
市等多個縣市簽訂友好交流協定，每年定期舉辦日資企業聯繫會議，全力推動臺日產業合作及招商。隨著日資企
業持續在桃園擴大投資，日資企業在桃園的產業鏈布局更加完整，例如日系服飾品牌優衣庫（UNIQLO）的引進，
帶動日本物流業者日通（Nippon Express）加碼投資，以滿足從海外產地到店鋪端的物流倉儲供應鏈。

四葉乳業株式會社於2014年在臺成立台灣四葉食品科技（股）公司，總投資金額1.2億元，並選定桃園市新屋區作
為食品工廠據點，於2016年4月正式營運，專門生產霜淇淋甜筒，結合日本直送的北海道霜淇淋，供應全臺知名
連鎖超商。為協助該公司落實投資，投服中心全程協助，更召開跨局處會議，提供法令諮詢並解決電力與電信供
應等問題。

日系企業の重鎮 産業チェーンの完成
成功ケース：ユニクロ (UNIQLO)、よつ葉乳業株式会社
桃園は日系企業の重鎮であり、今は 200 社近くの日系企業が進出している。市政府が日本と親密な交流があり、現在
には香川県、千葉県、加賀市などと友好交流協定を締結し、また、毎年定期的に日系企業との連絡会議を行い、全力
で日台産業の提携及び企業誘致を推進している。日系企業が続いて桃園で拡大投資と共に、日系企業の産業チェーン
が更に完備になり、例えば日系アパレルブランドのユニクロ (UNIQLO) の進出で、海外産地から店舗までの物流倉庫
のサプライチェーンを満足させるために日本物流業者である日通 (Nippon Express) の追加投資を導いた。
よつ葉乳業株式会社が 2014 年に台湾で台湾四葉食品
科技 ( 股 ) 公司を設立し、総投資金額が 1.2 億台湾ド
ルであり、桃園市新屋エリアに食品工場の拠点とし
て選定し、2016 年 4 月に正式運営し始め、専門的に
ソフトクリームの生地を生産し、日本直送の北海道
ソフトクリームに合わせて、台湾で有名なコンビニ
エンスストアに提供している。該社の投資を着実に
進められることを確保するため、投資サービスセン
ターが始終サポートし、更に多部門会議を開いて、
法令や電力、通信供給などの問題を解決するコンサ
ルティングを提供していた。
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看好桃園優勢 外商加碼投資

量販小売業であり、量販と便利な消費形態が台湾では

成功案例：法商家樂福

好まれ、投資サービスセンターがカルフール平鎮店及
び廣豐店に行政工程をはっきりするため、数回の協調

法商家樂福是歐洲第1大、世界第2大量販零售商，

会議を開き、交通影響評価、建築ライセンスなどの関

量販及便利的消費型態廣受臺灣民眾喜愛，投服中

連ライセンスを取得するようサポートし順調に 2016

心協助家樂福平鎮店及廣豐店，多次召開協調會，

年 9 月と 2017 年 1 月にオープンすることである。便

釐清行政流程，並陸續取得交評、建照等相關證

利購南平店と中北店も次々にオープンし、桃園市の生

照，順利於2016年9月及2017年1月開幕；其便利購

活機能を上げ、消費者の買い物選択肢を増加するほか

南平店、中北店亦陸續開幕，同步提升桃園市生活

に、450 以上の就職機会も提供することになる。

機能、增加消費者購物選擇，並提供超過450個工作
機會。

成功ケース：エボニックグループ

成功案例：德商國聯矽業

独系企業エボニックグループは我が国の食品衛生管
理法の中に、工場ごとにライセンスをとるべきこと

德商國聯矽業為符合我國食品衛生管理法，完成分

に従うため、投資サービスセンターが中央部門、多

廠分照作業，投服中心協助召開多次跨中央單位、

部門の検討会議を数回も開き、ようやく投資障害を

各局處之研商會議，順利排除投資障礙，目前正進

排除し、今は新しい工場の設立計画を進んでいる最

行新廠興建規劃，預計2017年落成完工。

中であり、2017 年に完成する予定である。

桃園の優位性を見込み
外資企業の追加投資
成功ケース：カルフール
仏系企業のカルフールがヨーロッパ一位、世界二位の
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國內最大露天美式Outlet 商機無限
成功案例：華泰名品城

自2012年確定進駐高鐵桃園站及機場捷運A18站雙
鐵共構的產業專區後，投服中心展現市府快速、高
效的行政協處能力，協助華泰名品城順利在2015年
12月盛大開幕，整體計畫共投資200億元，創造近
8,000個就業機會，是桃園近年來規模最大的投資案
之一，也是全臺最大露天美式暢貨購物中心，為青
埔地區的未來發展提供良好的立基。

台湾初の国際飛行訓練機構

国内最大の屋外アメリカン Outlet
無限な商機

成功ケース：アンセット・オーストラリア・アジア
飛行訓練センター

成功ケース：華泰名品城
南半球最大の飛行訓練機構が設立した「アンセット・
華泰は 2012 年に新幹線桃園駅及びメトロ空港線 A18

オーストラリア・アジア株式会社」(Ansett Aviation

駅共築の産業エリアに進出することにしてから、投

Asia) が桃園の地理優位性を見込み、台湾初の国際飛

資サービスセンターが市政府の快速、高効率の行政

行訓練機構の設置に投資し、その投資金額が 2,000 万

処理能力を表して、華泰が 2015 年 12 月に盛大にオ

ドルにもおよび、そして 3 年以内に投資金額を 5,000

ープンできるようにサポートしていた。全体の計画

万ドルまで拡大させ、台湾の航空宇宙産業の発展及び

には 200 億台湾ドルの投資金額で、8,000 以上の就職

飛行安全の上昇には実質的に促進していく。安捷社が

機会を提供し、近年桃園での最大規模の投資案の一

2016 年 7 月のオープンができるように投資サービス

つであり、台湾最大の屋外アメリカンショッピング

センターが 2015 年から積極的にサポートしていた。

センターでもあり、青埔エリアのこれからの発展に
良き土台を築き上げていた。

臺灣首間國際飛航訓練機構
成功案例：澳商安捷亞洲飛航訓練中心

隸屬南半球最大飛航訓練機構的澳商「安捷亞洲公
司」（Ansett Aviation Asia），看中桃園區位優勢，
投資設置臺灣首間國際飛航訓練機構，投資金額高
達2,000萬美元，並預計在3年內擴大投資到5,000萬
美元，將實質促進臺灣航太產業發展及飛航安全的
提升。投服中心自2015年起積極協助安捷於2016年7
月順利開幕。
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投資獎勵補助

（經濟發展局）

地方型SBIR補助

（經濟發展局）

產業投資標的供需媒合平臺（經濟發展局）

青年創業及中小企業融資貸款 （經濟發展局）
推薦申請登錄創櫃板

（經濟發展局）

經營管理

土地協尋
都市計畫審查 （都市發展局）

投資服務中心
就業人才媒合（勞動局）

投資幫手

勞工職能訓練（勞動局）

環境影響評估審查（環境保護局）
交通影響評估審查（交通局）

用地變更

人才招募

工商登記
工商登記VIP服務

非都市計畫用地變更（地政局）

水土保持計畫審查（水務局）
產業園區報編（經濟發展局）

建物興建

（經濟發展局）

公司設立登記未達5億 （經濟發展局）
公司設立登記5億以上 （經濟部商業司）

雜照建照使用申請（建築管理處）

陸資外資來臺投資申請 （經濟部投審會）

公用事業申請

稅務登記

（經濟發展局）

（北區國稅局）

單一窗口 簡明迅速 全程陪伴
単一窓口 簡単、迅速、始終支援

市府設立「投資服務中心」，透過單一窗口，全程協助企業法令釋疑，整合市府各局處資源，並與其他機關協
調，簡化行政流程，排除工商投資障礙。所有服務項目主要分為六大面向，有效照顧投資企業全發展週期：

市政府が「投資サービスセンター」を設立し、単一窓口によって企業に始終支援し、法令疑問の解消、市政府各部門
の資源をまとめ、そして他機関との協調も踏まえ、他の機関との連携や行政プロセスの単純化をして、工商投資する
際にある障害をすべて排除できるように。全てのサービス項目には主に 6 大方向に分け、投資企業の発展を有効的に
協力していく。
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投資奨励金及び支援

産業投資目的の供給マッチングプラットフォーム

地方型 SBIR 補助
若者起業及び中小企業融資
上場 / 興櫃の登録申請を推薦

経営管理

土地探し
都市計画 審査

投資サービスセンター

非都市計画地目変更

投資ヘルパー

就職人材マッチング
労働者の職業訓練

人材募集

環境影響評価審査

用地変更

事業者登録

交通影響評価審査
水土保全計画審査
産業エリア編成の申請

建物作り

工商登録 VIP サービス
会社設立の登録は 5 億未満
会社設立の登録は 5 億以上 ( 経済部 )

建築ライセンスの使用申請

中国資金と外資の投資申請 ( 経済部 )

公共事業の申請

税務登録 ( 北区国税局 )

桃園市投資服務中心

桃園市投資サービスセンター
T 886-3-332-5668
F 886-3-333-8368
E invest.service@mail.tycg.gov.tw
A 33001 桃園市桃園區縣府路1號2樓
33001 桃園市桃園区県府路1号2F

invest.tycg.gov.tw
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獎勵補助 鼓勵投資
奨励補助、 投資優遇

臺灣屬海島型經濟體，必須藉由國際貿易的擴張，帶動國內經濟發展，為此，中央政府致力於提供多樣性投資獎
勵措施；桃園為臺灣的「國門之都」，肩負「亞洲•矽谷推動方案」、航空城計畫、自由貿易港區等國家級大型
開發計畫，在促參建設與發展相關重點產業上亦多所著力。

台湾は島経済であり、国際貿易の拡張で国内の経済発展に導く必要がある。そのため、中央政府が多様化の投資優遇
措置を提供している。桃園は台湾の「国の玄関」であり、「アジア・シリコンバレー推進プロジェクト」、航空城プ
ロジェクト、自由貿易港エリアなど国レベルの大型開発計画を担ぐため、建設促進と関連重要産業の発展にも力を入
れている。
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大陸
中国

韓國
韓国

營業所得稅
営業所得税

營業所得稅
営業所得税

臺灣
台湾

營業所得稅
営業所得税

中央獎勵措施完善 降低企業成本
為吸引企業投資進駐，我國在投資獎勵措施上，主要提供了
「租稅」及「非租稅」兩大類型的獎勵方案。臺灣在租稅獎
勵上提供極具競爭力的條件，營業所得稅僅有17%，較中國
大陸（25%）、韓國（22%）更具優勢；綜合所得稅的最低
徵收稅率級距放寬至52萬元，遺贈稅最高稅率也自50%調降
至10%。而配合相關稅率調降，並制定「產業創新條例」，
以「研發支出」的功能性租稅獎勵為主，營造公平並具競爭
力的租稅環境。

非租稅獎勵部分，則因應發展中企業的需求，提供了技術研發輔助、土地租金優惠、政府參與投資及低利貸款等
措施以降低企業的其他營運成本。

其中，研發輔導措施即細分為：前瞻技術研發計畫、整合型研發計畫、鼓勵國內企業在臺設立研發中心計畫、全
球創新研發夥伴計畫、小型企業創新研發計畫（SBIR）等不同面向*。在政府參與投資方面，則運用「國發基金」
投資輔導資訊、通訊、航太、生物科技、文化創意暨數位內容產業領域，以及國內中小企業等發展。

完備の中央奨励措置 企業コストを下げる
企業の投資進出を誘致するため、我が国の投資奨励措置は主に「徴税」及び「非徴税」の二大奨励プランがある。台
湾が徴税奨励にとても競争力のある条件を提供し、営業所得税は僅か17%であり、中国の25%、韓国の22%よりもっ
と競争力を持っている。総合所得税の最低徴収税率の区分が52万台湾ドルまで緩和し、遺産寄付税の最高税率も50%
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から10%に調整した。関連税率の調整に合わせて「産業創新条例」
を制定し、「研究開発支出」の機能性徴税奨励をメインとして、
公平かつ競争力のある徴税環境を作り上げていく。

非徴税奨励部分は、発展中企業の需要によって、技術研究開発補
助、土地賃金優遇、政府参与投資及び低金利融資などの措置を提供
し、企業のその他運営コストを減少するようにサポートしている。

その中、研究開発サポート措置は以下の通りに詳しく分けられ：先端技術研究開発計画、統合研究開発計画、国内企
業が台湾で研究開発センターを設立するよう誘致計画、世界創新研究開発パートナー計画、小型企業創新研究開発計
画(SBIR)など異なる方向がある*。政府参与投資の方面では、「国家発展基金」の投資を運用して、情報、通信、航空
宇宙、バイオテクノロジー、文化創造やデジタル産業及び国内中小企業などの発展にサポートしている。

桃園發展重點產業 推動民間參與
桃園市政府為提升整體企業競爭力，促進產業發展、鼓勵企業創新投資及設立營運總部，制定「桃園市產業發展
自治條例」*，聚焦航太、物流、雲端等高值產業，提高預算規模，補助地價稅、房屋稅和租金，並提供勞工職業
訓練費用，給予企業全方位照顧。

境內工廠林立、工商產業活絡，協助中小企業發展亦為輔助重點，市府提供融資信用保證，幫助企業購買廠房、
營業場所、設備或支應營運週轉金等用途。同時，為鼓勵民間機構參與政府重大公共建設，在興建或營運期間，
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經主辦機關核定供直接使用的土地，可免徵地價

に売買、質取、交換、寄付、分割或いは占有による

稅；且興建或營運期間，以買賣、承典、交換、贈

取得した直接に使用する不動産の所有権者に対し、

與、分割或因占有而取得供其直接使用的不動產所

規定に符合すれば行為税を控除することができる。

有權者，只要符合規定，亦可減徵契稅。

桃園市產業投資標的供需媒合平臺
專業尋地

桃園で重要な産業を発展
民間の参与を推進

為有效縮減投資者尋找土地與廠房的時間，市府成

桃園市政府は全体の企業競争力を向上させると産業

立「產業投資標的供需媒合平臺」，聯合各大不動

発展を促進するため、企業にイノベーション投資及

產仲介業者，提供全市即時的廠房與土地資訊進行

び運営本部の設立に誘致し、「桃園市産業発展自治

媒合，協助企業在最短的時間內找到最合適的店面

条例」*を制定し、航空宇宙、物流、クラウドなど高

或產業用地，並引介進駐各開發工業區。

産出価値産業に注目して、予算規模、地価税、部屋

を提供し、企業に全面的な支援を与える。

桃園市産業投資目的の供給マッチン
グプラットフォーム
プロフェッショナルの土地探し

エリア内に大勢の工場があり、商工業も活躍してい

投資者が土地や工場探しの時間を有効的に短縮する

るため、、中小企業発展への支援も補助ポイントと

ために、桃園市政府が設立してある「産業投資目的

なっていて、市政府が融資信用保証を提供し、企業

の供給マッチングプラットフォーム」は有数な不動

が工場、営業場、設備の購入或いは運営の運転資金

産業者を提携して、即刻に全市内の工場や土地情報

の支給などの用途にもサポートする。同時に民間機

をマッチングできるように提供することによって、

構が政府重大公共建設に参与させるため、建設或い

企業が短時間内で最適な場所や用地を探せると共

は運営期間に主催機関より認可した直接使用の土地

に、開発した各工業エリアに企業の進出も協力して

は地価税を免除する。そして、建設或いは運営期間

いく。

税と賃金の補助を上げ、そして、労働職業訓練費用

媒合流程 マッチング流れ
透過媒合平臺轉知需求與進行用地比對

マッチングプラットフォームでニーズを把握し、
用地をマッチングすること

1

尋地需求

用地のニーズ

廠商拋出用地需求
業者からニーズを提出する

2

5

土地媒合

6

用地取得

用地をマッチ
ングする

投資設廠

用地を取得する

3

需求轉知

ニーズを知らせる

* 技術研發輔助計畫、桃園市產業發展自治條例詳細資訊請參考附錄。
* 技術研究開発支援計画、桃園市產業発展自治条例、詳細情報は付録に参考してください。
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投資し、
工場設立

4

加強尋地

用地探しを
強化する

附 錄 付録

附錄 付録

桃園市政府投資獎勵及補助措施
桃園市產業發展自治條例
為獎勵企業投資桃園，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 萬元以上之公司
（或法人），或企業營運總部。補助產業包括航空關聯、國際貿易與物流、文化創意、雲端運算、循環經濟、生技
醫療、工商會議及展覽、複合休閒等或其研發中心。
補助項目

補助金額

備註

地價稅、房屋稅

最高補助 120 萬

年；企業總部加碼為 180 萬

房地租金

最高補助 40 萬

低利融資利息

年利率 1.5% 內，最高補助 150 萬

勞工薪資 &

新增僱用設籍本市的勞工，滿 2 年得申請補助金，補助額度每案最

薪資補助以 2 年

職業訓練費用

高為 500 萬元

為限

年；企業總部加碼為 60 萬

年。
5 年為限

年。

5 年為限

年。

年；訓練費用最高補助 50%（上限 30 萬元）。

桃園市地方產業創新研發推動計畫（地方型 SBIR）
為鼓勵本市中小企業加強技術創新研發，公司或商業登記於本市之中小企業，得提出在電子資通、食品及生技製藥、
金屬機械、民生化工、創新服務等五大領域，具有「創新技術研發」特質之計畫，申請相關補助。
補助項目

補助金額

補助期程

備註

產業技術水準，或有助於

最高補助總經費

計畫不得短於

智慧電動車、產業智慧化及航空關聯等重

促進產業永續發展或綠色

50%（上限 100

6 個 月， 最 長

點扶植產業將酌予加分；或計畫執行地點

清潔生產概念之新技術、

萬元整）

10 個月。

位於觀音區、新屋區者，得直接加分 2%，

計畫若屬物流運輸、雲端運算、綠色能源、

具有創新性或能提高國內

產品。

並得與前項累計。

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，公司或商業登記於本市之中小企業得申請本貸款。
補助產業

補助項目

第一類：國際物流、雲端及資通訊、

創業準備金、營運

綠色能源、汽車及智能電動車、觀

週轉金及廠房、營

光旅遊、文化創意、生物科技、精

業場所、機器、設

緻農業等重點策略性產業

備之購置金等

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

補助金額

貸放額度創業準備金最高
為 250 萬元；營運週轉金
及廠設購置金為 500 萬元

備註
按中華郵政 2 年期
定期儲金機動利率
加 年 息 1.45% 機 動
計息為上限

貸放額度創業準備金最高
為 100 萬元；營運週轉金

同上

及廠設購置金為 200 萬元
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同上

桃園市政府投資奨励金及び支援施策
桃園市産業発展自治条例
桃園で投資する企業を奨励するために「桃園市産業発展自治条例」を制定し、当市に新設投資金額は 5 千万元以上、或
いは増設投資金額は 3 千万元以上の会社（法人）や企業運営本部を補助する 。補助産業は航空関係、国際貿易と物流、
文化クリエート産業、クラウド、循環経済、バイオテクノロジーの医療、商工会議や展覧、複合的なレジャー産業や研
究開発センターなど。
補助項目

補助金額

備考

地価税、固定資材税

補助最高限度額 120 万元／年、企業本部メリット 180 万元／年。

レンタル賃金

補助最高限度額 40 万元／年、企業本部メリット 60 万元／年。

5 年以内

低利融資利率

年利 1.5% 以内，補助最高限度額 150 万元／年。

5 年以内

労働職業訓練費用

戸籍が本市にある労働者を雇う場合、満 2 年になると補助金の申請
が可能、補助限度額は各プロジェクトが最高 500 万元／年、訓練費
用の最高補助は 50%（最高 30 万元）。

給与補助は 2 年
以内

桃園市地方型産業革新研究開発推進計画（地方型 SBIR）

本市の中小企業技術革新研究開発を強化するために、本市に登録した中小企業は電子情報通信、食品及びバイオ製薬、
金属機械、民生化学工業、革新サービスなど五つ領域に「革新技術研究開発」の企業プランを提出する場合、関連支援
の申請ができる。
補助項目
革新、国内産業技術レベ
ルの上昇、産業の永続発
展の促進、或いはグリー
ン産業クリーナー・プロ
ダクションの新たに技術
や商品。

補助金額

補助最高総経費
は 50%（ 最 高
金額 100 万元）

補助期限

備考

計画は 6 ヶ
月以上、10
ケ月まで。

計画は物流運輸、クラウド関係、グリーンエネル
ギー、スマート電気自動車産業、産業のスマート
化及び航空関係等重要な産業であれば、状況によ
りポイントアップする。或いは計画実行する場所
は観音エリア、新屋エリアにあれば、直接 2% の
ポイントアップし、前項と累計することもできる。

桃園市若者起業及び中小企業信用保証融資

中小企業の発展を協力するために、本市に登録している中小企業の申請ができる。
補助産業

補助項目

補助金額

備考

タイプ１：国際物流産業、クラウド及び情
報通信産業、グリーンエネルギー産業、自
動車及びスマート電気自動車産業、観光旅
行産業、文化創造産業、バイオテクノロジ
ー産業、集約農業など策略的な産業

起業予備金、運
営資金、工場の
購入設置、営業
場所、機械、設
備やなど。

起業予備金の最高融資限度
額は 250 万元、運営資金及
び工場購入設置の最高融資
限度額は 500 万元。

中華郵政 2 年定
期預金の利率プ
ラ ス 1.45% 年 利
の計算。

同上

起業予備金の最高融資限度
額は 100 万元、運営資金及
び工場購入設置の最高融資
限度額は 200 万元

同上

タイプ 2：その他の産業、ただ金融、保険、
石炭採鉱、特別な娯楽業は含まれてない。
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我國整體投資優惠獎勵政策
租稅優惠
優惠項目

優惠內容

備註

參與重大公共建設

5 年免徵營利事業所得稅、投資抵減、興建機具免徵進口關稅；房
屋稅、地價稅、契稅減免。

促進民間參與公共建
設法第 36 ∼ 40 條

研究發展支出

支出金額 15% 限度內，抵減當年度應納營利事業所得稅額；或支
出金額 10% 限度內，3 年內抵減各年度應納營利事業所得稅額。

產業創新條例
第 10 條

投資生技產業研發
及人才培訓支出

支出金額得抵減 5 年內各年度應納營利事業所得稅額；或成為公司
記名股東達 3 年以上，得抵減 5 年內各年度應納營所稅。

引進國外新生產技
術或產品

給付外國事業之權利金免納所得稅。

所得稅法第 4 條第 1
項第 21 款

進口國內尚未產製
之機器設備

免徵進口關稅。

海關進口稅則類章目
註及增註

研發輔導與補助
補助項目

補助內容

補助金額

前瞻技術研發計畫

鼓勵開發符合未來 3~5 年後市場需求之技術、產品或服
務。

補 助 計 畫 總 經 費 40% 以
上，最高補助 50%。

整合型研發計畫

鼓勵業者籌組聯盟，進行垂直整合、橫向連結或進行研
發程序整合。

補 助 計 畫 總 經 費 40% 以
上，最高補助 50%。

設立研發中心

鼓勵企業設立研發中心，從事創新研發工作，並著重長
期研發布局與專利申請。

最高補助 2 年 2,000 萬元，
總經費比例 50% 為限。

全球研發創新夥伴計畫

鼓勵我國產業連結外國企業來臺從事創新研發活動，促
成國際創新研發合作。

最高補助總經費 50%

融資及投資
補助項目

補助內容

促進產業研究發展貸款

提供網際網路服務業、製造業、技術服務業、流通服務業、文化創意產業等企業
貸款，額度最高為總經費 80%（每案最高 6,500 萬元）。

流通服務業及餐飲業優貸

提供批發、零售、餐飲及物流產業（從事運輸或倉儲業者，客運除外）等企業核
貸額度最高 1 億元（以投資金額 80% 為限）。

振興傳統產業優惠貸款

提供傳統產業之企業貸款，額度最高為計畫總經費 80%（每案最高 6,000 萬元）。
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台湾全体投資優遇奨励政策
税制優遇
優遇項目

優遇内容

備考

重大公共建設の参与

5 年に営利事業所得税を免除し、投資控除、建設機具には輸
入税の免除、固定資材税、地価税、契約税の減免を得る。

民間参与促進と公共建設法
第 36 ～ 40 条による

研究開発の支出

支出した金額の 15% 限度内で、当年度の納付すべき営利事業
所得税を控除することができ、或いは支出した金額の 10% 以
内で、三年内に各年度の納付すべき営利事業所得税を控除す
ることが出来る。

業創新条例第 10 条

バイオテクノロジー
産業の研究開発及び
人材訓練の支出

支出した金額は、5 年内に各年度の納付すべき営利事業所得
税を控除することができ、会社の記名株主になって 3 年以上
になる場合、5 年内に各年度の納付すべき営利事業所得税を
控除することが出来る。

海外新たに生産技術
や商品の輸入

外国事業に給付する権利金には所得税を免除する。

所得税法第 4 条第 1 項第
21 款による

国内生産してない機
械設備の輸入

輸入関税の免除。

税関輸入税則類章科目備考
及び増加備考による

研究開発のカウンセリングと支援
補助項目

補助内容

補助金額

先端技術研究開発計画

今後 3 ～ 5 年後の市場需要に相応しい技術、製品或いは
サービスの開発を支援する

計画総経費の 40% 以上、最
高は 50% まで補助する。

統合型研究開発計画畫

業者の連盟、垂直統合、水平連携或いは研究開発プロセ
スの統合を支援する

計画総経費の 40% 以上、最
高は 50% まで補助する。

研究開発センターの設立

企業には研究開発センターの設立を支援し、革新の研究開
発や長期にわたる研究配置や特許申請することを目指す。

最高の補助限度額は 2 年
2,000 万 元、 総 経 費 割 合 の
50% まで。

グローバル研究開発創新
パートナー計画

我が国の産業と海外企業を提携することにより、新たに創
新の研究開発するをサポートし、国際的な新たに革新の研
究開発を促進する。

最高の補助総経費は 50% ま
で

融資と投資
優遇項目

優遇内容

産業研究発展促進融資

インターネット付随サービス業、製造業、技術サービス業、流通サービス業、文化創造産業
などの企業融資限度額は総経費の 80% まで（各プロジェクトの最高融資限度額は 6,500 万
元）。

流通サービス業及び飲
食業優遇融資

卸業、小売り、飲食及び物流業 ( 運輸或いは倉庫、路線バス業者を除き ) などの企業の認可
した融資限度額は 1 億元まで、投資金額の 80% まで。

製造業振興優遇融資

製造業者に最高融資額は計画総経費の 80% まで（各プロジェクトの最高融資限度額は
6,000 万元）。
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投資相關單位網址及聯絡電話
單位

重點業務／聯繫資訊

桃園市投資
服務中心

提供單一窗口服務，協助企業進行在地投資完整週期，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
E-mail：invest.service@mail.tycg.gov.tw
地址：33001 桃園市桃園區縣府路 1 號 2 樓
網址：invest.tycg.gov.tw 桃園投資通招商網
edb.tycg.gov.tw 桃園市政府經濟發展局
vsip.tycg.gov.tw 桃園 MIT 網

桃科環科大潭產業
園區聯合服務中心

協助進駐廠商設立登記、管理營運等各種需求，以及管理維護園區公共設施及
服務廠商。
電話：886-3-473-8025、886-3-473-8026
E-mail ：196012@mail.tycg.gov.tw
地址：32841 桃園市觀音區大潭三路 12 巷 2 號
網址：www.tyht.nat.gov.tw

桃園航空城
股份有限公司

透過企業化經營模式，活化桃園機場周邊土地利用，以及執行招商、投資開發
及管理。
電話：886- 3-381-6700、886-3-381-6710
地址：33743 桃園市大園區大成路二段 126 號
網址：taoyuan-aerotropolis.com
www.tycg.gov.tw/aerotropolis 桃園航空城計畫

遠雄航空
自由貿易港區

鄰近桃園國際機場之重點發展經濟區域，佔地 45 公頃，預計招商發展儲存、
轉運、物流、加值等多元服務。
電話：886-3-399-2888
E-mail ：ftz.marketing@ftz.com.tw
地址：33747 桃園市大園區航翔路 101 號
網址：www.farglory-holding.com.tw

經濟部招商投資
服務中心

提供海內外投資人來臺投資之整合型單一窗口服務，及投資個案疑難問題的專
案解決服務。
電話：886-2-2311-2031
地址：10046 臺北市襄陽路 1 號 8 樓
E-mail ：recruit@moea.gov.tw
網址：investtaiwan.nat.gov.tw 投資臺灣入口網

經濟部投資業務處

協助外商來臺投資及臺商海外投資活動，業務內容包括促進國內外投資及技術
合作、輔導對外投資、投資機會與環境介紹彙整、海外人才引進等。
電話：886-2-2389-2111、886-2-2382-0493
傳真：886-2-23820497/8
E-mail：dois@moea.gov.tw
地址：10047 臺北市館前路 71 號 8 樓
網址：www.dois.moea.gov.tw

經濟部
投資審議委員會

負責有關僑外與陸資之投資、技術合作及對外投資之審核業務。
電話：886-2-3343-5700
E-mail：serve@moeaic.gov.tw
地址：100 臺北市羅斯福路 1 段 7 號 8 樓
網址：www.moeaic.gov.tw
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投資関連部署のウェブサイト及び連絡先
部署

桃園市投資サービス
センター

桃科環科大潭産業エ
リア連合サービスセ
ンター

桃園航空城

股份有限公司

遠雄航空自由貿易港
エリア

経済部企業誘致投資
サービスセンター

経済部投資業務処

経済部

投資審議委員会

メイン業務／連絡先

企業が現地で行う投資周期 ( 土地探し、建物作り、会社登録、人材募集など ) の支援
は単一窓口サービスを提供する。
電話：886-3-332-5668
FAX ：886-3-333-8368
E-mail： invest.service@mail.tycg.gov.tw
住所：33001 桃園市桃園区県府路 1 号 2F
ウェブサイト：invest.tycg.gov.tw 桃園投資通企業誘致サイト
edb.tycg.gov.tw 桃園市政府経済発展局
vsip.tycg.gov.tw 桃園 MIT サイト
駐在メーカーの設立登録、運営管理などの各需要及びエリア内の公共施設のメンテナ
ンス管理とメーカーサービスなどをサポートする。
電話：886-3-473-8025, 886-3-473-8026
E-mail ：196012@mail.tycg.gov.tw
住所：32841 桃園市觀音区大潭三路 12 巷 2 号
ウェブサイト：www.tyht.nat.gov.tw
企業化の経営方法で、桃園空港の周辺土地への利用及び企業誘致、投資開発と管理を
活性化する。
電話：886- 3-381-6700, 886-3-381-6710
住所：33743 桃園市大園区大成路二段 126 号
ウェブサイト：taoyuan-aerotropolis.com
www.tycg.gov.tw/aerotropolis 桃園航空城計画
桃園国際空港に近隣する重要な発展経済エリアであり、範囲は 45 ヘクタールであり、
倉庫、転送、物流、付加価値など多元化サービスの発展を図って、企業誘致をする予
定である。
電話：886-3-399-2888
E-mail： ftz.marketing@ftz.com.tw
住所：33747 桃園市大園区航翔路 101 号
ウェブサイト：www.farglory-holding.com.tw
国内外投資者に総合問合せ窓口サービスと投資に関するソリューションサービスを提
供する。
電話：886-2-2311-2031
住所：10046 台北市襄陽路 1 号 8F
E-mail ：recruit@moea.gov.tw
ウェブサイト：investtaiwan.nat.gov.tw 投資台湾サイト
外資企業が台湾での投資と台湾企業が海外への投資活動にサポートし、その業務内容
は国内外の投資及び技術提携の促進、海外投資へのサポート、投資機会や環境紹介の
まとめ、海外人材の導入などを含む。
電話：886-2-2389-2111, 886-2-2382-0493
FAX： 886-2-23820497/8
E-mail ：dois@moea.gov.tw
住所：10047 台北市館前路 71 号 8F
ウェブサイト：www.dois.moea.gov.tw
海外直接投資と中国企業の投資、技術提携及び海外投資の審査業務を担当する。
電話：886-2-3343-5700
E-mail：serve@moeaic.gov.tw
住所：100 台北市羅斯福路 1 段 7 号 8F
ウェブサイト：www.moeaic.gov.tw
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單位

重點業務／聯繫資訊

經濟部國際貿易局

掌理我國國際貿易政策之研擬、貿易推廣及進出口管理事項。
電話：886-2-2351-0271、( 免付費 )886-800-002-571
傳真：886-2-2351-7080
地址：10066 臺北市中正區湖口街 1 號
網址：www.trade.gov.tw

中華民國
對外貿易發展協會

由經濟部結合民間工商團體設立之公益性財團法人，以協助業者拓展對外貿
易。
電話：886-2-2725-5200、( 客服 )886-800-506-088
E-mail： taitra@taitra.org.tw
地址：臺北市基隆路一段 333 號國貿大樓 5-7 樓
網址：www.taitra.org.tw ; info.taiwantrade.com 臺灣經貿網
整合法人研究機構、產業界、學術界之研發能量與軟實力，開發與推動具前瞻
性、關鍵性及跨領域之產業技術。
電話：886-2-2321-2200
地址：10015 臺北市中正區福州街 15 號
網址：www.moea.gov.tw/MNS/doit

經濟部技術處

A+ 企業創新專案辦公室
推動在臺企業投入創新研發計畫，計畫類型包括前瞻技術研發、整合型研發、
設立研發中心、全球研發創新夥伴、專案類計畫等。
電話：886-2-2341-2314
傳真：886-2-2341-2094
地址：10075 臺北市中正區重慶南路二段 51 號 7 樓 ( 永豐餘大樓 )
網址：aiip.tdp.org.tw

經濟部工業局

掌管全國工業發展任務，包括工業政策擬訂、工業計畫推動、工業區開發管理、
工廠汙染防治與安全管理等。
電話：886-800-000-256、886-2-2754-1255
傳真：886-2-2703-0160
E-mail ：service@moeaidb.gov.tw
地址：10651 臺北市大安區信義路三段 41-3 號
網址：www.moeaidb.gov.tw

臺商服務中心

由我國經濟部設立，以單一窗口強化對臺商之服務功能，提供臺商取得海外市
場資訊、整合性輔導措施，以及解決海外臺商需求等。
電話：886-2-2382-0495、886-2-2383-2169
傳真：886-2-23820497
E-mail ：tw-fmtwbusiness@kpmg.com.tw
地址：10047 臺北市中正區館前路 71 號 8F
網址：www.twbusinessnet.com

桃園市工商發展
投資策進會
( 中小企業服務中心 )

提供桃園市境內投資環境資料、負責工業區開發，並協助廠商設廠、稅捐申辦，
以及相關生產、管理技術提高等，另針對中小企業辦理相關研討會與提供諮詢
服務。
電話：886-3-332-3079、886-3-336-6795
傳真：886-3-338-5950、886-3-334-5271
E-mail ：service@tyidipc.org.tw
地址：33001 桃園市桃園區縣府路 1 號 2F
網址：icdipc.tycg.gov.tw
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部署

メイン業務／連絡先

台湾国際貿易政策の研究計画、貿易促進及び輸出入管理事項を管理する。

経済部国際貿易局

電話：886-2-2351-0271, ( フリーダイヤル )886-800-002-571
FAX： 886-2-2351-7080

住所：10066 台北市中正区湖口街 1 号
ウェブサイト：www.trade.gov.tw

経済部と民間工商業団体で設立した公益性財団法人であり、業者の海外貿易発展を支
援する。

中華民国

対外貿易発展協会

電話：886-2-2725-5200, ( コールセンター )886-800-506-088
E-mail ：taitra@taitra.org.tw

住所：台北市基隆路一段 333 號國貿大楼 5-7F
ウェブサイト：www.taitra.org.tw

info.taiwantrade.com 台湾経済貿易サイト

法人研究機構、産業界、学術界の研究能力とスキルを統合し、領域を越えて、重要性
と将来性がある産業技術を開発し推進していくこと。
電話：886-2-2321-2200

住所：10015 台北市中正区福州街 15 号

ウェブサイト：www.moea.gov.tw/MNS/doit

経済部技術処

A+ 企業創新プロジェクト事務室

台湾での駐在企業に創新研究開発計画を推進し、その計画内容は将来性技術研究開
発、統合性研究開発、研究開発センターの設立、世界創新研究開発パートナー、プロ
ジェクトプランなどを含む。
電話：886-2-2341-2314
FAX ：886-2-2341-2094

住所：10075 台北市中正区重慶南路二段 51 号 7F( 永豐餘ビル )
ウェブサイト：aiip.tdp.org.tw

全国工業発展 ( 工業政策研究計画、工業計画推進、工業エリア開発管理、工場汚染防
止と安全管理などを含む ) を管理する。

経済部工業局

電話：886-800-000-256, 886-2-2754-1255
FAX ：886-2-2703-0160

E-mail ：service@moeaidb.gov.tw

住所：10651 台北市大安区信義路三段 41-3 号
ウェブサイト：www.moeaidb.gov.tw

台湾経済部より設立し、単一窓口で台湾企業に対するサービスを強化させ、海外市場
情報の提供と共に統合性のサポート及び海外での台湾企業の需要を解決する。

台湾企業サービスセ
ンター

電話：886-2-2382-0495, 886-2-2383-2169
FAX ：886-2-23820497

E-mail ：tw-fmtwbusiness@kpmg.com.tw

住所：10047 台北市中正区館前路 71 号 8F
ウェブサイト：www.twbusinessnet.com

桃園市エリアでの投資環境情報を提供し、工業エリアの開発を担当するほか、メーカ

桃園市工商発展
投資促進会

( 中小企業サービス
センター )

ーに対する工場設立、税金申請及び生産、管理技術の上昇などをサポートし、また、
中小企業に対するゼミやカウンセリングサービスを提供する。
電話：886-3-332-3079, 886-3-336-6795
FAX ：886-3-338-5950, 886-3-334-5271
E-mail： service@tyidipc.org.tw

住所：33001 桃園市桃園区県府路 1 号 2F
ウェブサイト：cdipc.tycg.gov.tw
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投資訊息相關網站
單位

重點業務／聯繫資訊

經濟部

加設於「經濟部招商投資服務中心」下的海外攬才服務窗口，結合外交部外館

全球競才方案

系統、外貿協會、民間人力資源機構等，協助企業媒合延攬海外產業專業人才。

Contact TAIWAN

網址：www.contacttaiwan.tw

提供中國大陸企業來臺投資相關服務與諮詢。
電話：886-2-2705-3000
陸資諮詢窗口

傳真：886-2-2702-6360、886-2-2703-3982
E-mail： services@cnfi.org.tw
網址：iitw.cnfi.org.tw 陸資來臺服務網

投資情報関連サイト
部署

経済部

グローバル人材募
集プロジェクト

Contact TAIWAN

中国企業

問合せの窓口

メイン業務／連絡先

「経済部企業誘致投資サービスセンター」の下で増設した海外人材募集サービス窓口が
外交部外舘システム、外貿協会、民間の求人資源機構などと結びつき、企業のために
海外産業の専門人材のマッチング業務を協力すること。
ウェブサイト：www.contacttaiwan.tw

中国企業が台湾での投資関連サービスと問合せ
電話：886-2-2705-3000
FAX： 886-2-2702-6360, 886-2-2703-3982
E-mail ：services@cnfi.org.tw
ウェブサイト：iitw.cnfi.org.tw 中国企業来台サービスページ
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桃園市投資服務中心 桃園市投資サービスセンター
Tel. 886-3-332-5668
Fax. 886-3-333-8368
E-mail. invest.service@mail.tycg.gov.tw
33001 桃園市桃園區縣府路1號2樓
33001 桃園市桃園区県府路 1 号 2F

*本刊攝影及圖片提供單位（名稱順序依筆畫排序）：中原大學、中華映管（股）公司、中華航空、元智大學、台
達電子工業（股）公司、台灣四葉食品科技（股）公司、安捷亞洲飛航訓練中心、長榮航空、桃園市政府、國巨
洋傘欣業有限公司、國立中央大學、國瑞汽車（股）公司、祥儀機器人夢工廠、華泰名品城、葡萄王生技（股）
公司、遠見天下文化出版（股）公司、Shutterstock。
* 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。中原大学、中華映管 ( 股 )

公司、中華航空、元智大学、台達電子工業 ( 股 ) 公司、台灣四葉食品科技 ( 股 ) 公司、安捷亞洲飛航訓練中心、長榮航空、
桃園市政府、國巨洋傘欣業有限公司、國立中央大学、瑞汽車 ( 股 ) 公司、祥儀機器人夢工廠、華泰名品城、葡萄王生技
( 股 ) 公司、遠見天下文化出版 ( 股 ) 公司、Shutterstock。
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廣告

