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付録／投資サービス窓口
桃園市投資サービスセンター
企業支援のワンストップ窓口で土地探し、建物 . 設備の整備、企業登記、人材募集など、桃園に投資する企業をトータルサポートいたします。

ス マ ー ト 桃 園 　 　 新 た な 未 来 へ

電話番号：+886-3-332-5668
ファックス：+886-3-333-8368
〒 33001桃園市桃園区県府路1号2階

E-mail：invest.service@mail.tycg.gov.tw
ウェブアドレス：invest.tycg.gov.tw（桃園市投資通ホームページ）
edb.tycg.gov.tw（桃園市政府経済発展局）

本マニュアルは、最新AR技術を活用したものです。2020/12/1～2021/12/31の期間中に、パンダマークのアプリ【COCOAR2】
をダウンロードして、【桃園市企業誘致マーケティングマニュアル】の表紙を読み取ると、【桃園市企業誘致マーケティング動画】
と桃園市政府主導の【企業聯繋会議活動剪輯（企業交流会イベント）】にアクセスして、動画を閲覧できます。
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ポテンシャルを持つ台湾、
桃園をチョイスして、素敵な未来へ。



桃園市長

桃園はハブ都市として、国際的な交通アクセスと完備した産業サプライチェーンと
いう優位性を持っています。ICF にて、世界スマートシティ TOP7 に選ばれ、2019 年
度首位を獲得しました。更に「2020 ICF TOP7 スマートシティトップシンポジウム」で
は、主催都市として選ばれ、初回エコ・ロジスティックスコミュニティの主催都市
に選定され、一躍国際舞台に躍り出ました。

「桃園エアロトロポリス計画」、「前瞻基礎建設計画（大規模基礎インフラ建設計
画）」、「アジア・シリコンバレー計画」という三本の矢が一斉に動き出し、桃園市
は、構造転換を加速させています。「桃園エアロトロポリス計画」では、空港を中心
に、国際物流や航空サポート関連産業、バイオテクノロジー、クラウドコンピューテ
ィング、スマートビークル、グリーンエネルギーの 6 つの産業の導入を計画していま
す。現段階では、土地の区画整理事業公表を終え、実質的な開発段階に入っていると
ころであり、2022年の第一四半期に、優先産業専用区の誘致作業に入る予定です。
「前瞻基礎建設」では、「北北桃（台北、新北、桃園）1 時間生活圏」の実現に向けて、
鉄道の地下化などによる交通建設を含めた「三心六線」建設工事が順次着工します。

桃園市政府は、「アジア・シリコンバレー計画」に向けて、アジア・シリコンバレ
ーイノベーション研究開発センターの開発を計画しています。総面積 3.81ヘクター
ル、一期目の着工は 2022年で、2025年の完成を予定しています。5Gや AI、IoT、AR 
/VRなどを使った産業の立地、さらには国際的なハイテク大手が本部を設立すること
により、科学研究開発の交流の場を形成していきます。青年のイノベーション企業
のサポートを提供するほか、シリコンバレーなどの国際イノベーションセンターを
つなぐ核心地域の形成も期待されています。

イノベーション、情報セキュリティ、スマートビークルなどの産業の推進を図るた
めに、桃園市政府は「虎頭山イノベーションハブ」の設置を通じ、「情報セキュリ
ティの IoT」及び「車のインターネット（IoV） スマート運転」の研究開発基地を作り
上げました。青埔地域は、無人自動運転推進を通し、コミュニティーのノードを繋
いでいくほか、自動運転供給網を構築し、産業形成につながる北台湾唯一の自動運
転の実証実験フィールドとなっています。

都市インフラ、スマートイノベーション産業を通して、桃園モデルを導き出し、経
済発展のために、パワーの蓄積を図るとともに、台湾経済を牽引する都市として活
動していきたいと考えております。私たちは、投資に関心をお持ちの皆様を心より
歓迎しております。皆様と共に素晴らしい未来につながるスマート・エコノミーを
実現しましょう！
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高い優位性
集結
桃園は台湾北部の中心に位置しており、産業クラスターの形成を図ることを
目的として、多岐にわたる交通網を構築し、金流、商流、物流の情報連携や
研究・産官学連携に努めており、新たなソリューションの提案、ビジネス
チャンスの創出を目指します。

バンコク（3.6hr）

香港（1.7hr）

上海
（1.5hr）

北京（3hr） 

東京（3.5hr）
ソウル（2.5hr） 

ホーチミン市（3.3hr）

マニラ（2.3hr）

桃園

優れた立地条件のもと、
アジア˙太平洋地域の主要都市へ、
平均飛行時間わずか 3時間で到着。

桃園空港
の優位性

到達できる範囲 人口総数（2021） GDP（日本円）

3 時間の飛行で到達できる都市 18.6 億 (40%) 約 3,240 兆円 (86%)

アジア全体 45.6 億 約 3,789.6 兆円
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2020年遠見雑誌による記事では、
「経済成長を目指す」という項目には
桃園市民の満足度が 70%に達しました。

満足度 NO.1

「虎頭山イノベーションハブ」に入居
した勤崴国際（Kingwaytek）は、自動運転実
証実験に合格し、台湾初の自動走行用ナン
バープレートを取得しました。

台湾初のナンバープレート

「台湾投資三大方案（投資優遇措置）」
において、桃園への投資額は全体の
5 分の 1 を占め、全国 1 位。

企業のベストチョイス

多種多様な産業の集積、充実した産業
インフラ、年間工業生産高は約 12 兆円。

工業生産高 NO .1

ICFにより、世界スマートシティ TOP7

に選ばれ、2019 年第 1 位の栄冠に輝
く桃園。

TOP1 受賞  

人口増加のスピードが最も早い。
他県からの転入人口が 6 年連続で全国 1 位、
市民の平均年齢は 39 歳。

六都で一番若い

2020年天下雑誌による評価では、
「経済及び就職」という項目における
市民満足度が 72%に達しました。

「経済及び就職」NO.1

Ranked 
1st 桃園 NO .1桃園 NO .1

アジア太平洋をつなぐ要衝
地理的優位性
アジア •太平洋地域の交通の要に位置し、桃園空港から東京やシンガポール、香港等のアジア都市に
は 3時間で到達。

人口概況
3時間で到達できる国の人口総数は 18.6億人に達し、アジア全体の 40％を占める。

GDP

3時間で到達できる国の GDPは約 3,240兆円に達し、アジア全体の 86%を占める。
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スマート化による産業の構造転換・グレードア
ップを図るため、桃園は「前瞻基礎建設計画
（大規模基礎インフラ建設計画）」、「アジア
・シリコンバレー計画」、「桃園エアロトロ
ポリス計画」など、将来性のある建設プロジ
ェクトを積極的に推進しています。強固な産
業基盤を基に、スマート応用サービスに積極
的に取り組み、都市全体の発展及び産業投資
や地方の建設を牽引し、経済成長モデルを展
開することで、国全体の競争力の向上を図ろ
うとしています。

三本の矢が一斉に動き出し、
産業イノベーションパワー
全開

ARROW 3
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「前瞻基礎建設
（大規模基礎インフラ建設計画）」

   「三心六線」　素敵な未来の実現に向けて

桃園は、桃園区、中壢区、桃園エアロトロポ
リスの三大都会エリアを結ぶ「三心六線」交
通網を構築しています。都市鉄道メトロ空港
線（以下、MRTとする）、MRT緑線の路線延長
（中壢まで）、MRT三鶯線の路線延長（八徳ま
で）、MRT棕線及び鉄道工事の地下化などの建設
工事を通じて、共に栄える MRT軌道建設の実現を
目指します。

桃園鉄道は、地下化工事が進められており、2030

年に完成する予定です。ハブターミナルとしての役
割を担う G07 桃園駅は、現在、国内で一番深い駅
であり、今後は商業の中心地としても機能していき
ます。桃園が独自に手掛けるMRT 緑線の地下区間
の請負工事は本格着工しており、地上区間の高架橋
がすでに完成、軌道敷設も進んでおり、2025 年に
開通する予定です。桃園、中壢、桃園エアロトロポ
リスの三大都会エリアを結ぶ交通網の構築において
は、MRT 空港線、MRT 棕線、MRT 緑線の中壢までの
路線延長、MRT三鶯線の八徳までの路線延長及び
鉄道の地下化などの建設工事を通して、台北と接続
する「北北桃 1 時間生活圈」の実現を図り、新たな
MRT 時代を迎えます。

桃園の軌道建設関連情報をもっと知りたい
方は、QR コードをご利用ください。
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「アジア・シリコンバレー計画」

桃園は、「アジア・シリコンバレー推進計画」を進める重要な拠
点として、「イノベーション･創業による経済成長の促進、IoT 活
用による産業のグレードアップ」を主軸とする目標を達成させる
ため、国の政策に合わせて「アジア・シリコンバレー桃園市政府
プロジェクト推進オフィス」を設置しました。世界への発信及び
地場産業の強みをいかして、新たなビジネスチャンスの創出を目
指し、国全体の競争力の向上を図ろうとしています。

   「虎頭山イノベーションハブ」

国家レベルのメガプロジェクト「アジア・シリコンバレー推進計画」
において、車車間・路車間通信産業（V2X）を促進するカギは「虎頭
山イノベーションハブ」です。台湾初の「車のインターネット（IoV） 

スマート運転センター」と「情報セキュリティ IoT センター」を融合さ
せた研究開発基地として、北台湾における自動車産業及び電機電子
産業のサプライチェーンを統合し、スマート運転や自動運転車の実
証フィールドとして利用されています。2020 年には、台湾初の実証
実験用ナンバープレートを取得し、経済部「車両の無人化に係る科
学技術イノベーション計画」の承認審査を受け、公共交通機関での
シミュレーションを実施しています。長期ビジョンとして、MRT 空港
線 A17-A19 間の青埔特区の実験フィールドを有機的に結合します。

総面積は約 4.7 ヘクタール、一期目の開発基地は 1.8 ヘクタールで、
二期目が 2.9ヘクタール。一期目は建設が完了し、2019年 6月に正
式に起用されています。情報セキュリティと IoT産業が導入され、
スマートビークルの供給網が作り上げられた北台湾唯一の自動運転
実証フィールドです。二期目では、更に自動運転の走行環境や 5G 

V2Xの実証実験のフィールドを拡大する予定です。このような取り
組みが、多くの産官学研究機構の入居を惹きつけ、自動運転産業、
情報セキュリティ、ものづくりのスマート化の促進に寄与すること
を期待しています。
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   亞洲˙矽谷創新研發中心（アジア・
 シリコンバレーイノベーション研究開発

センター）

桃園版のソフトウェアパークをビジョンとして掲げ
た、約 3.81 ヘクタールに及ぶ「アジア・シリコンバレ
ーイノベーション研究開発センター」はMRT 空港線
A19 駅の周辺に設置され、などの次世代技術を集結す
るハイテク産業都市の構築を目指しています。スマー
トテクノロジーの要素を取り入れた「研究開発センタ
ービル」及び「サービスセンタービル」の建設プロジ
ェクトを計画しており、2022年より着工、2025 年の
竣工を予定しています。

「アジア・シリコンバレーイノベーション研究開発セ
ンター建設プロジェクト」は、アジア地域及び世界
のベンチャー企業をつなぐ核心地域の更なる強化を
図るとともに、国内の IoT 向けの統合ソリューション
を提案し、5G や IoT、ビックデータ、クラウド、ブロ
ックチェーンなどの分野での企業誘致に寄与するこ
とを目的とします。よって、アジア・太平洋地域に
おけるイノベーションハブと位置づけられ、人材交
流や情報収集の機会をご提供いたします。

   「幼獅青年創業村及びスマート生産
パーク」

「インダストリー 4.0（第 4次産業革命）」及
び「シニア創業を核とした健全なビジネスエ
コシステム」を基盤とした「スマート生産パ
ーク」では、産業のスマート化及びグリーン
エネルギーというメガトレンドの変化に応じ
たモーター産業や他の関連事業構築に取り組
んでいます。設計から原材料、生産・製造、
組み立て、仕掛品、製品、認証、販売までの
一貫したサービスを提供することで、企業入
居支援を行っております。なお、地域産業の
イノベーションと若者の起業の夢を支援する
ため、「幼獅青年創業村」が設置され、ワー
クショップ、オフィス、ラボ、会議室、コワ
ーキングなどの青年起業家向けの専用スペー
スを設けています。約 320億円の資金を投入
し、2,400人を超える雇用機会の創出及び年間
生産量約 800億円の価値をもたらすことが期
待されています。
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「桃園エアロトロポリス計画」

「桃園エアロトロポリス計画」は、台湾史上最大級の建設プロジェクトとして、桃園国際空港を中心
に、第 3ターミナル及び滑走路の改良･増設工事を通して、空港等機能高質化に向けた取組を進めて
います。さらに空港整備による経済波及効果を目指して、空港、都市、産業のスマート化をビジョン
として掲げ、「三低一高（低汚染、低エネルギー消費、低用水量、高付加価値）」と呼ばれる「コア
産業」を優先的に導入することで、企業誘致に貢献することを見込んでいます。

桃園市政府は、星宇航空（STARLUX Airlines）、睿能創意（Gogoro）、宏碁グループ（Acer）、安東グ
ループ（Antung）等の企業と業務提携に向けた覚書を締結しました。産業集積の優位性を活かして、
桃園エアロトロポリスへの投資促進に努めております。なお、14 社の銀行と提携覚書を締結し、「桃
園エアロトロポリス融資マッチングプラットフォーム」を構築することで、地域に根ざした企業に必
要な資金支援、事業用地の徴用から資金調達マッチングまでのサービスもご提供しております。ま
た、中央、地方、産業、金融と協働で、都市発展の促進を図るとともに、「空港の経済学」の実践も
目指しております。

自由貿易港区自由貿易港区

第四種産業
（一期目）
119.32 ha

第四種産業
（一期目）
119.32 ha

第三種産業
（一期目）

95.25 ha

第三種産業
（一期目）

95.25 ha

第四種産業
（一期目）

39.45 ha

第四種産業
（一期目）

39.45 ha

第四種産業
（一期目）

32.93 ha

第四種産業
（一期目）

32.93 ha

桃園国際空港
空港専用地域

第三種産業専用地域（一期目）

第四種産業専用地域（一期目）

自由貿易港区
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6 つの「コア産業」を優先的に導入

1. クラウドコンピューティング産業
 （クラウド応用ソフト、クラウドサービス
 プラットフォーム、クラウドインフラなど）
2. スマートビークル産業
 （動力系、駆動系、制御系部品、関連部品の研究
開発など）

3. 国際流通・物流関連産業
4. バイオテクノロジー産業
 （研究開発センター、医療材料の研究開発など）

5. 航空サポート関連産業
 （航空用発動機の保守 ･点検、航空用電子部品の
研究開発、内装部品、ギャレーなど）

6. グリーンエネルギー産業
 （LED、太陽光発電、電動車両用バッテリー・
 モーターなど）

桃園エアロトロポリス 
開発範囲

一期目開発範囲2,598ヘクタール、市政府が開発する
一期目産業専用地域の面積は286.95ヘクタール。

2020 年 第 4 四半期 2021 年 第 2 四半期 2021 年 第 4 四半期

優先産業専用地域の整地工事
を完成させ、業者に受け渡す

2023 年 第 1 四半期

「エアロトロポリス計画」の日程

2022 年 第 1 四半期

区画整理・収用
計画の公表

土地区画整理・ 
収用における建築物等移転・
除却の公告

公共施設工事 優先産業専用地
域の誘致公表

産業専用地域の建ぺい率と容積率

70 280 229.22

191.7

5,000

7,500

1,000

2,000

5,000

7,500

50

60

20

30

50

60

32070

土地用途別の区分

第三種産業
専用地域 ( 三 )

第四種産業
専用地域 ( 四 )

建ぺい率 (%) 容積率 (%) 建築物の敷地面積
の最低限度 (m2)

建築用地道路の幅
員の最低限度 (m)

面積 ( ヘク
タール )



国際マーケティングの縁の下の力持ち、
桃園コンベンションセンター
国際会議センター、国際展覧館、関連施設を含む、約 2.87ヘク
タールに及ぶ「桃園コンベンションセンター」はMRT 空港線 A19 

駅の隣に設置され、2020 年 10 月より着工し、2022 年 10月に展
示ビル、2023 年 7 月に会議ビルが完成する予定です。ポジショニ
ングとしては、会議を中心に、展覧会を副次的に開催し、ハイテ
クや地域の特色を生かした産業が必要とする専門展示場及びマー
ケティングプラットフォームの提供が可能です。6,000 人まで収
容可能な展覧館は多目的施設として、コンサート、集会、スポー
ツ競技などの開催にもご利用いただけます。桃園初の代表的なコ
ンベンションセンターと位置づけられ、「アジア・シリコンバレ
ー計画」及び「桃園エアロトロポリス計画」と有機的に結合する
ことで、青埔地区周辺産業の投資活動の促進が期待されます。

アジア・シリコンバレー
イノベーション研究開発センター

冠徳環球ショッピングモール（Global Mall）

桃園国際野球場

桃園コンベンションセンター

A19

中壢

デジタル桃園―スマートシティ NO.1
デジタル化による産業構造転換を目指して、情報通信技術による
バリューチェーンの優位性を持つ桃園は、「スマートシティメガ
プロジェクト」を積極的に推進してまいります。桃園は国家発展
委員会と提携して、5G 時代の幕開けに向けた「アジア・シリコ
ンバレー 5G イノベーション応用計画」の推進にも取り組んでお
り、スマート情報システム統括本部及びスマートデータセンター
を設置することで、ビジネス分野における 5G のイノベーション
及び普及を加速させます。桃園の 5G における将来の国際競争力
を確保するために、経済部や業界と協働で、台湾初の「5Gオー
プンネットワークプラットフォーム」を構築し、企業向けの支援
策を実施しています。

青埔におけるインフラ整備― 
国内高鉄特定地域モデル事業
地域経済を牽引する商業地域である青埔地区は、高鉄桃園駅と有
機的に結合し、桃園市立美術館、桃園コンベンションセンター、
横山書道芸術館、桃園野外音楽堂などの周辺施設を建設し、産業
や歴史･文化、レクリエーション施設として利用されています。
周辺には冠徳環球ショッピングモール（Global Mall）、華泰名品城
（Gloria Outlets）、IKEA メガストア、桃園新光シネマ、横浜八景島
シーパラダイス（Xpark）、和逸ホテル（COZZI Blu）などがあり、
複合商業施設をコンセプトに、青埔地区の観光促進を図る取組を
進めております。今後、高鉄特定地域周辺の市場の活性化を加速
させ、対外連絡道路の利便性向上に努めつつ、多様なイベント開
催を通じて、産業の活性化や地域の繁栄に貢献したいと考えてお
ります。

12 SMART  TAOYUAN ― スマート桃園　新たな未来
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横浜八景島シーパラダイス（Xpark）

華泰名品城（Gloria Outlets）桃園市立美術館

桃園新光シネマ

和逸ホテル（COZZI Blu）

陽明交通大学教育研究開発並びに医療パーク スマートイノベーション
応用デモセンター

横山書道芸術館

桃園自動運転バス実証
試験フィールド

桃園野外音楽堂

IKEAメガストア

A17

A18

大園

13集結   高い優位性

高鉄桃園駅

アジア・シリコンバレー
桃園市政府プロジェクト
推進オフィス



多様な産業
集結

工業年間生産高約 12 兆円を誇る桃園は、長年にわたり、全国一位に輝く台湾
一の工業ハイテク都市です。

桃園には 33 の工業団地があり、伝統産業からハイテク産業まで多岐にわたる
産業クラスターが形成されており、台湾全国 500 の製造業のうち、三分の一
を超える企業が桃園に拠点を置いています。桃園では、多様性のある産業の
ほか、産業構造も充実していて、各産業における供給網の構築に役立ってい
ます。今後はさらに、クラウドコンピューティングやスマートビークル、国
際物流、バイオテクノロジー、航空サポート関連産業、グリーンエネルギー
の六つの産業が重要発展項目としていきます。

DIVERSIFICATION

14



15
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スマート倉庫

無人コンビニ

クラウドコンピューティング

サーバー

自動運転

データセンター
(IDC)

スマート工場

cloud computing 
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スマート社会を世界に先駆けて実現するクラウドコン
ピューティング
ICT産業クラスターの中心地である桃園は、電子部品、AIチップ、パソコン、IoTな
どの分野では完備されたバリューチェーンを有し、比較的成熟した産業クラスター
が形成されています。桃園に根ざした多くの大手企業はネットサービスの統合、
クラウドストレージ、情報セキュリティ認証、ソリューションマネジメントなどの
コア・クラウドサービスの分野で IoT活用、実証実験、ビジネスチャンスの創出に
かかわるモデル事業の取組を進めています。

クラウド導入フレームワーク及びセンサー、リアルタイムシステム等の IoT活用に
より、市政データの統括管理を実施します。例えば、「混雑ランプ」を通して、
人流等のデータを活用したスマートシステムの利用促進。思科（CISCO）と提携
して、IoTを活用した水資源管理、水害情報、ビルディング IoTなどが挙げられ、
台湾初の 5Gスマートスタジアムの構築に取り組んでおり、「2019クラウド IoT

イノベーション賞」の応用優秀賞を受賞しました。LEDスマート街路灯は計 1,800箇
所を設置する予定です。マルチカードとして利用可能な桃園市民カードについて、
スマートライフ体験プロジェクトの統合ソリューションを提案します。なお、遠伝
電信（FET）、台逹電子（Delta）、台湾のマイクロソフト社と提携して、台逹電子
桃園工場をモデル工場として、初の 5Gスマート工場を構築することで、業界を横
断するインダストリー 4.0の成果が期待されます。

コンピューティングチップ 台湾積体電路製造（TSMC）
メモリ 台湾美光晶圓科技（Micron）
AI ラボ 広逹電脳（Quanta）
受動部品 華新科技（Walsin Technology）
多層基板 台光電子材料（EMC）

サーバー及び工業用パソコン 美超微電脳（Supermicro）、英業逹（Inventec）、
研華科技（Advantech）、鴻佰科技（Ingrasys）

サーバー部品 良維科技（Longwell）
モデム 亞旭電脳（Askey）
スイッチング 神準科技（Senao）
クラウドプラットフォーム 営邦企業（AIC）
無線受信機 智頻科技（Smart Frequency）
通信ネットワーク 中華電信（CHT）、遠伝電信（FET）、台湾大哥大（Taiwan mobile）
通信設備 和碩聯合科技（Pegatron）

クラウド構築サービス 宏碁（acer）、億鴻系統科技（e-formula）
IoT プラットフォーム 神逹投資控股（MiTAC Holdings）、台逹電子（Delta）
クラウド情報システム統合 棋苓（Chylyng）
クラウドソリューション 台湾思科システム（CISCO）、神通資訊科技（MiTAC）、

台湾マイクロソフト

川上

川中

川下
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スマートビークル

GPSアンテナ
5Gアンテナ

運転者の居眠り状態
評価の画像センサー

車体

ハイブリット制御システム設計

電気制御システム

LiDAR検知器

車載カメラ

車載カメラ

センサー

車載
コンピューター

Smart automobiles 
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スマートビークル用ナンバープレート取得で公道実証開始

経済部の統計調査報告によると、桃園における自動車及びその部品の生産高は約全体の
36%を占めているそうです。桃園の情報通信大手企業と有機的に結合し、情報通信（ICT）
を活用したスマートビークルによる新サプライチェーンの構築を目指します。

桃園の「虎頭山イノベーションハブ」は、台湾初の「車のインターネット（IoV） スマート
運転センター」と「情報セキュリティ IoT センター」を融合させた研究開発基地で、スマー
ト運転や自動運転車の実証フィールドとして利用されています。さらに、5Gをベースにバ
イオテクノロジーの研究開発と無人航空機の応用研究を行い、産学提携で二期目のハブ開
発を計画しています。

短期・中期・長期目標の 3 区分から、桃園青埔における自動運転バスへの取組を進めてい
きたいと考えております。現在、MRT空港線の青埔フィールド（半閉鎖な空間）に実証実
験を実施することで、既に短期目標を達成しました。中期目標の達成に向けて、MRT 空港
線 A17領航駅周辺地域のオープンフィールドに実証実験を実施しています。今後、A17領航
駅、A18高鉄桃園駅、A19桃園体育園区（スポーツスタジアム）を有機的に結合し、青埔特
別地域自動運転MRTシステム（Autonomous Rapid Transit, ART）という長期目標の達成を目指
します。

金属部品 六和機械（Lioho）
自動バスのシャーシ 創奕能源科技（Tron-e Tek）
チップのパッケージング 台湾積体電路製造（TSMC）、日月光半導体製造（ASE）、

穏懋半導体（WIN）
整流ダイオード 朋程科技（Actron）
車用受動部品 禾伸堂企業（Holy Stone）、華新科技（Walsin Technology）、台湾晶技（TXC）
情報通信部品 台湾嘉碩科技（Tai-Saw）
電気制御 ･バッテリー 有量科技（Amita Tech）、台逹電子（Delta）、迪吉亞節能科技（DIJIYA）、

飛宏科技（Phihong） 
プリント基板 南亞電路板（Nan Ya PCB）、敬鵬工業（Chin Poon）、健鼎科技（Tripod）、

瀚宇博徳（HannStar Board）、金像電子（GCE）、定穎電子（Dynamic）

車用中央制御システム 同致電子（TungThih）
組み立て 中華汽車工業（CMC）、国瑞汽車（Kuozui）、

福特六和汽車（FORD Taiwan）、華徳動能科技（Rac）、
鑫威汽車工業（Shinwei）、裕隆汽車（Yulon）

コネクター 万泰科技（Wontex）
GPS 台湾国際航電（Garmin）、鼎天国際（Royaltek）
タッチパネル 富元精密科技（Buwon-ps）
ボディ制御モジュール 永彰機電（Taiwan Calsonic）

スマートビークル 力欧新能源（Leon Energy）、台湾智慧駕駛（Turing Drive）、
勤崴国際（Kingwaytek）、台塑汽車貨運（Formosa Plastics Transport）

先進運転支援システム
（ADAS）

神逹数位（MiTAC Digital）

車載マルチメディア 憶声電子（Action Electronics）
車用情報通信装置 佳世逹科技（Qisda）
電力変換装置 致茂電子（Chroma ATE）
バックヤードコンピュー
ティングサーバー

英業逹（Inventec）、広逹電子（Quanta）、美超微電脳（Supermicro）

5G 電気通信構築支援 中華電信（CHT）、遠伝電信（FET）、台湾大哥大（Taiwan mobile）

智慧車輛

上 游
川上

川中

川下
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国際物流

倉庫・物流センター

貨物配送

航空貨物

貨物宅急便

International logistics 
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グローバルなビジネス展開を目指す国際物流

全国約八割以上の物流業者が桃園に進出しています。桃園市は、世界最大の国際環
境自治体協議会 ICLEIと連携して、初回エコ・ロジスティックスコミュニティの主
催都市として選定されました。2020年に「桃園市エコロジスティックス・プロジ
ェクトオフィス」を設置することで、物流産業のスマート化、低炭素化、グリーン
エネルギー化への取組を積極的に推進しています。空港倉庫・物流モデル事業場、
沙崙緑倉庫モデル事業場、青埔グリーンエネルギー物流クラスターモデル事業場、
中華郵政物流並びに華亞科技園区モデル事業場、大渓老街（旧市街）商圏モデル事
業場などの 5つのモデル事業場が選定され、バリューチェンの全体最適化を通じ
て、最適な物流ソリューションを提案します。各物流業者と連携して、「低炭素車
両連盟」が結成され、低炭素型車両を優先的に導入することを表明しました。保守
・点検一体化サービスの促進を図るとともに、CO2 や大気汚染物質の排出に配慮し
た物流に取り組んでいます。プロジェクトオフィスでは、研究・産官学連携を通じ
て、ロジスティクスに関する国際的な評価指標を策定し、国際交流シンポジウム
などの開催を行っています。1,750以上の地方自治体が参加する膨大なイクレイの
ネットワークを通して、エコロジスティックス分野における卓越したノウハウや経
験をいかした桃園モデルを世界に発信します。

沙崙産業パーク、長栄倉庫物流パーク、桃園農業物流パークなどの物流産業拠点の
整備が着実に進んでいます。グローバル大手企業である DHLも桃園で台湾最大級
のサービスセンターを設置しました。なお、杏一医療（MedFirst）は桃園楊梅で大
健康スマート物流センターを設置しました。また新光鋼鉄もビジネス規模を拡大し
て、桃園観音で「新澄物流園区物流センター」という拠点整備を行う事業を展開し
てきました。中華郵政は桃園への投資を行い、「北台湾郵便処理センター並びに郵
政研修センター」を設置しました。カルフールも楊梅に物流センターを設立してい
ます。

専用機 洋基通運（DHL）、米系優比速航空（UPS Airlines）、
聯邦快遞世界航空貨物代理（FedEx）、台湾順豊速運（Sf-express）

貨物機 中華航空（China Airlines）、長栄航空（EVA Air）、星宇航空（STARLUX Airlines）

貨物輸送 長栄国際儲運（Evergreen-eitc）、台塑汽車貨運（Formosa Plastics Transport）、
香港系台湾利豊物流（LF Logistics）

配送 金車物流（King Car）、捷凱物流（Jie Kai）、環緯物流（Roundsway）

川上

川中

川下

倉庫・物流 遠雄物流事業（Farglory Logistics）、長栄空運倉儲（EGAC）、華儲（TACT）、
永儲（Everterminal）、三商家購物流中心（Simple Mart Retail）、
PChome物流中心、全日物流（Roundday）、世聯倉運（CTW）、
好市多物流中心（Costco）、中法興物流 ID Logistics（Carrefour／ A-mart）、
百及物流（DSV Solutions）、杏一大健康スマート物流センター（MedFirst）、
夏暉物流（HAVI）、嘉里大栄物流（Kerry TJ）、富邦媒体科技（momo）、
瞻航国際物流（Omni）、誠品開発物流（Eslite）、立益物流（Lily）、
万商国際物流（Focus）、城乙物流（Cherng Yii）
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バイオテクノロジー

製薬業

マスク製造装置

検査技師

新薬開発

病院

幹細胞貯蔵槽

Biotechnology 
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マスク及び素材 易廷企業（Yi-ting）、台湾康匠製造（Champmask）、
敏成（Mytrex Health Tech）、兆羿科技（Trimeltech）、善存科技（STW）

マスク製造装置 台湾滝澤科技（Taiwan Takisawa）、協易機械工業（SEYI）、東培工業（TPI）
防護服 豪紳繊維科技（Asiatic Fiber）
熱画像計測装置 昇鋭電子（Hi Sharp）、大量科技（Taliang）

感染症対策との組み合わせで相乗効果が期待される
バイオテクノロジー

桃園はバイオテクノロジー・先端医療産業の一大集積地として、大手企業が多く集
積されています。例えば、幹細胞生物学分野の研究実績を有し、「中小企業加速投
資アクションプラン」に認定された「和迅生命科学会社（HeXun Bioscience）」、
龍潭にバイオテクノロジー研究開発センターを整備した「葡萄王生技（Grape King 

Bio Inc）」などが挙げられます。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の危機に
直面する中で、医療用マスクの「心臓」といわれるメルトブロー式不織布の最大手
サプライヤーである「敏成会社（Mytrex Health Tech）」、また市政府の支援の
もと、国内初の異業種参入企業である「善存科技（STW）」などの地盤産業に
よってマスク国家チームが結成されました。ほかには、感染予防に関する原材
料の提供に注力する「旭富製薬（SCI Pharmtech）」は、世界 2位のヒドロキシ
クロロキン（HCQ）製造メーカーとして、バイオテクノロジー産業力の強化を
図るために、桃園で研究開発拠点を整備し、工場の拡張も計画しています。

医療の質の向上と環境改善を図るために、桃園市政府はスマート医療サービス、
人材育成や産業育成などの促進に取り組んでまいります。清華大学
と「桃園市医療並びに教育研究開発パーク提携意向書」を締結し、
MRT空港線 A16駅に清華大学付属病院を設立する予定です。また、陽明交通
大学と提携意向書を締結し、MRT空港線 A19駅に「教育研究開発並びに医療
パーク」を設立する予定です。ほかには、ハイエンド医療サービスの促進を図
るために、陽明交通大学は遠雄自由貿易港区（Farglory）と「国際医療並びに
バイオテクノロジー産業発展提携覚書」を交わし、国際医療センターの建設工事を
計画しています。産官学の緊密な連携の下で、桃園バイオテクノロジー・医療産業
の更なる躍進を目指します。

感染症
予防対策物資

中枢神経の新薬開発 友霖生技医薬（Oppharma）、信東生技（Sintong）
ジェムザール注射剤 懐特生技新薬（PhytoHealth）
免疫細胞抗がん治療 長春藤生命科学（Ivy Life Sciences）
幹細胞製剤の研究開発 和迅生命科学（HeXun Biosciences）
医薬原料及び特殊化学品の
研究開発

旭富製薬（SCI Pharmtech）

サプリメント 葡萄王生技（Grape King Bio）
医療用ガス 三福気体（Air products San Fu）
検査機器 保生国際生医（ProtectLife）
血糖測定システム 博通生技（BroadMaster）
滅菌用包装材 明基材料（BenQ）
病床 暄逹医学科技（Carilex）

医療用テープ 富璟応用材料（FAM）、3M

錠剤及びカプセル 岳生生技（YSBT）
人工皮膚製品 全新生医（IGIBAN）
ヒトロゲル被覆材 振朋生技（ZHP）
医療用化学品 台湾永光化学工業（EverLight）
医学用検査キット 東耀生物科技（Tonyar）、

台富製薬（Fujirebio）

新薬開発

医療用品
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航空サポート関連産業

格納庫

発動機

GPS補助動力装置
（APU）

複合材料

航空宇宙電子

液晶ディスプレイ
発動機

Airli
ne

メンテナンス
用シェルター

アルミ部品加工

Aviation support 
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発動機 千附実業（ChenFull）、安博全球航太科技（MB Aerospace）、
長異発動機維修（GE Evergreen）

部品製造 麦格詹斯（The Airplane Factory Asia）、富逹航太（LFA）、
中興電工機械（Chung-Hsin）

航空宇宙産業用留め具 豊逹科技（NAFCO）
タッチパネル用材 富晶通科技（TTI）
工業用モーター 六俊電機儀具（REI）

航空宇宙産業用部品 百騰科技（Brighton）
アルミニウム部品加工 燁鋒軽合金（Ye Fong Aluminium）
航空機清掃 華夏航科国際（Dynasty Aerotech）
精密機械加工 久霆（Kingteam）

情報通信、誘導システム 台湾国際航電（Garmin）、芳興科技（PYRAS）、台湾貝克工業（Becker）
組み込み型プラットフォーム
システム

事欣科技（PARPRO）

高耐久 PC 神基科技（Getac）
航空機メンテナンス 中華航空（China Airlines）、長栄航太科技（EGAT）、

台湾飛行機維修（TAMECO）、星宇航空（STARLUX Airlines）、
亞洲航空（AirAsia）

航空システム 国家中山科学研究院（NCSIST）

ブルーオーシャン市場を切り開く航空サポート関連産業

桃園は、東アジア地域における交通ハブ都市として、桃園国際空港を有し、機体
点検・整備、燃料補給、修理などの緊急時の対応を行う基地の役割を担っており
ます。多くの航空宇宙関連産業が集積されているため、かなり優位性が高いで
す。新興産業を探索し、新たな誘致の対象産業として育成していくことで、ブルー
オーシャンを切り開こうとします。地場産業の海外市場参入事例として、「中華航空
（China Airlines）」、「長栄航空（EVA Air）」などの国内の大手航空会社が桃園に本部
を設置し、2019年に新規参入航空会社「星宇航空（STARLUX Airlines）」も遠雄自
由貿易港区構内に航空交通流管理センターを設置しました。しかも市内には燁鋒
軽合金（Ye Fong Aluminium）、豊逹科技（NAFCO）などの航空宇宙部品サプライヤー
が多く集積されています。

豊富な格納庫の実績を誇る「台湾飛機維修公司（TAMECO）」及び民営企業である
「アジア航空（AirAsia）」、「星宇航空（STARLUX Airlines）」も格納庫建設工事への
取組を進めていき、「桃園エアロトロポリス計画」への参入を表明する企業が相次
いでいます。「桃園エアロトロポリス計画」の実現に向けて、今後もこれらの関連
企業との連携を強化して、さらに桃園モデルをパワーアップし、空港機能向上や産
業投資促進に寄与することを目的とします。

川上

川中

川下
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グリーンエネルギー

太陽光パネル

スマート街路灯
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自動運転車
充電スタンド

バッテリース
テーション

Green energy 
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エネルギー貯蔵システム 台逹電子（Delta）、逹方電子（Darfon）、全漢企業（FSP）
発電事業およびその管理・運営 日益能源科技（Spetec）
システム構築 華城電機（Fortune Electric）
工場 新光紡績太陽能発電所、永豊餘新屋工場沼気発電システム、

台電観園風力発電ステーション、台電新屋風力発電ステーション、
台電蘆竹風力発電ステーション、桃威新屋風力発電所、桃園市弘
智牧畜場

持続可能な未来を支えるグリーンエネルギー

「緑・環境都市」を目指して、「グリーンエネルギープロジェクト推進オフィス」が
設置され、グリーンエネルギー政策の推進を図るとともに、パワーエレクトロニクス
の技術、バイオマス及びその他の再生可能エネルギーにかかわるプロジェクト
を推進してまいります。契約電力 5,000KW以上の需要家に再生可能エネルギー
の設置（10％）を奨励し、2019年現時点で再生可能エネルギー発電設備を設
置した企業は合計で 25社、設備容量が 35.5MWに達するところで、関連法規
に基づいて、大規模需要家向けの導入指導サービスも行っています。桃園には
逹能科技（Danen）、友達光電（AUO）、長生太陽能（EEPV）などのソーラー
エネルギー企業があり、すべてスマートグリッド及び太陽光発電系の大手です。
公共用または公用の建物及び私有の建物向けの屋根設置型太陽光発電設備の促
進や補助制度に努めており、団体・学校や市民向けの緑の屋根プロジェクトな
どの取組も進められています。現在、市内の公共用または公用の建物 149箇所
に屋根型太陽光発電設備が設置され、設備容量が 17MWに達するところで、今
後、面積の小さい屋根を中心に応用し、更なるグリーン化を図ろうとします。

ほかには、2019年に永豊餘グループ（YFY）は桃園新屋工場でバイオマス発電
システムの設置工事を行い、年間発電量は 32GWh に達し、一般家庭に換算する
と、約 1万世帯分の年間使用電力量に相当します。2020年 10月、桃園市政府は環
境保護署と連携して、桃園市の弘智牧畜場でメタン発酵設備、バイオマス発電集
積設備を設置し、約 160トン /日の家畜排せつ物処理、河川放流による汚濁負荷を
削減することができます。メタン発酵技術によるクリーンエネルギーの生成を通し
て、約 80世帯分の電力量を供給することで、年間約 9.5トンの CO2削減効果が期
待されます。

ソーラーインゴット / チップ 逹能科技（Danen）
太陽電池 長生ソーラーエネルギー（EEPV）、太極能源科技（Tainergy）
風力発電モーター風電馬達 東元精電（TED）
電気ケーブル製造 宏泰電工（Hong Tai Electric Industrial）
材料部品 倉和（Brave C&H）

太陽電池モジュール 友達光電（AUO）、同昱能源科技（GINTUNG）
風力発電の基礎 世紀鋼鉄結構（CISI）
検証 · 試験 台湾大電力研究試験中心（TERTEC）

川上

川中

川下
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投資サービス
集結

企業の皆様にとって、「桃園市投資サービスセンター」
は最適な投資パートナーといえるでしょう。企業側の
ニーズに向き合い、高品質かつ効率的なサービスを提
供し、フルサポートで「ウィンウィン」の創出を目指
します。

INVESTMENT

事業投資にかかわる諸課題を窓口一つで解
決し、フルサポートいたします。

企業支援のワンストップ窓口で土地探し、建物･設備の整備、企業
登記、人材募集などをトータルサポートいたします。行政プロセス
の最速化や効率化を図るとともに、投資にかかる障害を取り除いて
いきます。
2021年までの桃園への投資件数は 138 件で、投資金額は 10,000億
円を突破、経済部の「台湾投資三大方案（投資優遇措置）」では全
国 1 位に輝いており、まさに企業投資のベストチョイスといえるで
しょう。

29



 土地の需要  

産業園区の設置　 
ビジネスマッチングのフルサポート

桃園はキャパシティー貯蓄のコンセプトをベースに
して、ローリングプランで段階的にすべての事業用
土地や工場を棚卸しする、桃園科技工業園区第二
期、沙崙産業園区、大園智慧科技（スマートテクノ
ロジー）園区、八徳大安科技園区、新屋頭洲科技園
区、大渓テクノロジーパーク、平鎮東龍科技園区、
楊梅幼獅工業園区第二期、林口五番拡大工業園区な
どの「7+2産業パーク」の設置を計画しています。

 労働市場における人材需要  

市場の需要に応じて、 
人材育成の実施

桃園には計 17の大学・専門職大学があり、年間
23,000名を超える学生が輩出され、優秀な人材が豊
富なデータベースを有しています。市政府は就職マ
ッチング支援事業も実施しており、桃園就業センタ
ー、中壢就業センター、新住民聯合サービスセンタ
ーなどの就職サービスセンターが 12箇所設置され、
コンサルティング及びマッチングサービスをご提供
しております。なお、海洋大学、交通大学、清華大
学との産学協同も進んでいます。2020年度新規求職
者は 61,236人、求人登録数は 133,718人、53,039人に
マッチングを提供し、紹介成功率は 86.6%に達して
います。

 水の需要  

水供給体制の強化　 
再生可能エネルギーの発展

桃園は、水供給体制を強化するために、「板新地区
供水計画二期工事」の推進に取り組んでおり、中庄
調整池などを設置することで、北北桃を結ぶ統合運
用による水資源の確保が実現できています。また、
現在、石門ダムの排砂及び洪水調節機能の向上を図
るため、「石門ダム阿姆坪堆砂防止トンネル工事」
が行われています。そのほか、桃園では再生水計画
の推進にも力を入れており、2020年に「桃園北区水
資源回収センター再生用水契約」を締結しました。
一期目の建設計画には約 188 億円を投入し、完成後
11.2万トンの再生水の提供が可能となり、安定的に
質のいい水を工業区及び産業パークに供給すること
で、公共の給水量に余裕が出てきています。

 電力の需要  

支援補助金及び低利融資で再生可
能エネルギーの導入を促進
グリーン産業集積を誇る桃園は、2016 年に「桃園市
低炭素グリーン都市推進自治条例」を策定し、2018 

年に「グリーンプロジェクト推進オフィス」を設置す
ることで、グリーン産業導入促進への取組を積極的に
進めております。産業の構造転換を支援するために、
複数の銀行と連携して、地元の企業を対象とした「桃
園市グリーン産業推進プロジェクト融資」に取り組ん
でいます。
なお、グリーン · 再生可能エネルギーにかかわる補助 · 

奨励措置で、契約電力 5,000KW 以上の需要がある企業
に再生可能エネルギーの設置（10％）を推進していま
す。創エネ・蓄エネ・省エネの一体化を図るために、
桃園市政府は一連の再生エネルギー政策を打ち出し、
効率的に運用することで、2030 年の累計設置容量は
1.2GW に達することが期待されています。
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産業投資の需要と供給のマッチング 
オンラインプラットフォームを開設
国内外の企業の要望にあった土地探しへの協力、不動産の仲介産業との提携で、「産業投資標的
需要と供給のマッチングプラットフォーム」を設置し、利用可能や使われていない土地や工場、
オフィス空間、ショッピングモールなどの情報を提供しています。

投資標的探しの協力をお求めの場合は、オンライン申請や書類申請で受け承っております。

『オンライン申請』
桃園市政府の公式サイトにおける行政サービス項目下の桃園ワンクリック申請案内「産業投資
標的需要と供給のマッチングプラットフォーム」(https://e-services.tycg.gov.tw/TycgOnline/AU03/

aplyCases_Au03105.action)に入り、関連申請資料にご記入後、経済発展局よりマッチングプラッ
トフォームに資料を転送し、仲介業者より、産業用地に関する情報をご提供いたします。

『書類申請』
桃園投資誘致サイトで投資標的探しの協力を求める書類をダウンロードするか、投資サービスセ
ンターで申請書類の受け取りができます。経済発展局よりマッチングプラットフォームに資料を
転送し、仲介業者より、産業用地に関する情報をご提供いたします。

申請プロセス

土地需要
申請

土地物件
のマッチ

ング
土地の 
取得

工場建設
への投資需要転送

企業から土地の需要を提出

マッチングプラットフォームに需要を転送し、
土地物件をマッチングする



多様な奨励措置

桃園市政府は多様な投資奨励措置を行い、あらゆる面から企業をサポートいたします。

桃園市産業振興ための奨励、補助措置
桃園への投資を行う企業進出への奨励として、新規投資金額約 2億円以上又は追加投資金額
が約 1.2億円の会社、法人若しくは企業運営本部を対象とした補助金制度を実施しています。
対象産業：国際貿易及び物流、航空関連、文化創意（クリエイティブ）、クラウドコンピュ
ーティング、循環経済、バイオテク医療、MICE 産業、複合的なレクリエーション施設又は研
究開発センターなど。

補助項目 補助金額 備註

地価税、家屋税 年間最大約 480 万円の補助金；
企業本部の場合、年間最大約 720 万円の補助金 適用期間 5年

土地賃金 年間最大約 160 万円の補助金；
企業本部の場合、年間最大約 240 万円の補助金 適用期間 5年

低金利融資 年 1.5%以内で、年間最大約 600 万円の補助金 適用期間 5年

本市に住民登録
した労働者の
新規雇用。

本市に住民登録のある労働者の新規雇用。雇用期間が 2 年以上の場
合、補助金の申請が可能です。ケースごとに年間最大約 2,000 万円
の補助金。

適用期間 2年

労働者職業訓練
受講給付金

年間最大 50%で、計約 120 万円の補助金を受給することができます。
本市の公立就業促進機関の仲介により、中高齢失業労働者の新規雇用
が雇用従業員全体の 1%を超えた場合、最大約 160 万円の補助金を受
給することができます。

補助項目 金額 日程 備考欄

イノベーション、国内
産業の技術向上に寄
与する製品、あるいは
持続可能な産業又は
グリーンエネルギー
に基づく新技術、新
製品を対象とする補
助措置

トータル経費
の 50%で、受
給額の上限は
約 400 万 円で
す。

6 ヶ 月 以
上、10 ヶ
月以内。

IoT、物流運輸、環境保護、グリーンエネルギー、ス
マート EV、産業のスマート化、航空宇宙関連産業に
係る計画を優先的に、総得点の 3%以内を裁量加点
とします。「虎頭山イノベーションハブ」に入居し
た企業から、総得点の5% 以内を裁量加点とします。
提案した企業が桃園市内の大学・専門職大学と研究
開発を行なった場合、3% の裁量加点とします。
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桃園市「地方産業創新研究開発推進計画」（地方型 SBIR）
市内の中小企業によるイノベーションを促進するために、桃園市に立地・商業登記する企
業を対象とした補助金制度を実施しています。「電子情報通信」、「食品及びバイオテク
・製薬」、「金属機械」、「民生化学工業」、「イノベーションサービス」これらの 5つ
の分野における「創新技術研發（イノベーション研究開発）」という特性を持つプロジェ
クトを提出した場合には、関連補助金・助成金を申請することができます。
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桃園市青年創業及び中小企業向けの信用保証・融資制度
市内の中小企業を支援するために、桃園市に商業登記をし、かつ条件に合致した中小企業は、事
業運営に必要な資金調達、設備設置、工場改善の準備金を申請することができます。なお、関連
条件に合致した個人事業主又は事業責任者は、創業準備金を申請することができます。

対象とする産業 補助項目 金額 備考欄

種類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
カー産業、観光旅行産業、文化ク
リエティブ産業、バイオテク産
業、MICE産業、医療介護、高品質
農業、豆製品製造業、ソーシャル
企業又はその他の導入促進産業。

創業準備金；
運営資金調
達； 工場、事
業所、機械、
設備資金；工
場の環境保
護、水利、水
資源マネジメ
ント・国土保
全、消防、建
築物などの設
備改善に必要
な費用。

創業準備金の融資限度額は最大約1,000万円、
運営資金調達及び設備資金の融資限度額は最
大約2,000万円。同一申請者の場合、最大約
4,000万円を受給することができます。

工場改善準備金
の融資限度額は
最大約1,200万
円。中華郵政股
份有限公司の
二年期間変動金
利定期預金の
利率+実質年率
1.45%の変動金
利を上限としま
す。取扱銀行の
融資金利に基づ
く実質金利。

種類2：その他の産業。ただし、
金融及び保険、炭鉱発掘産業、特
殊レジャー産業は除く。

創業準備金の融資限度額は最大約400万円。
運営資金調達及び設備資金の融資限度額は約
800万円。同一申請者の場合、最大約2,400万
円を受給することができます。
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桃園市低炭素科学産業補助及び奨励措置
桃園市における低炭素都市発展自治条例第二十六条第二項の規定「桃園市低炭素科学産業補助及び奨励
計画」に基づき、「産業のスマート化、グリーン化管理」や「製造工程の改善」、「高効率の省エネ商
品や低炭素技術」、「その他主管機関に認可された必要な省エネ低炭素化」等の項目にかかわる補助金
の申請が可能です。グリーンエネルギー産業への構造転換を加速させ、低炭素社会づくりに伴う様々な
困難や課題を乗り越えて、大幅な削減の実現に努めております。

桃園市先住民族総合発展基金
20 歳以上～ 65 歳以下の行為能力のある本国籍先住民を対象とし、用途別に「経済産業融資」、「青年起
業融資」、「小規模経済活動融資」などのカテゴリーにおける融資を実施することで、先住民の経済力
を向上させ、経済・社会の健全な発展に寄与することを目的とします。
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桃園市グリーン産業連携推進案
グリーンシティ・低炭素まちづくりの実現を図るために、桃園市は彰化銀行、華
南銀行、永豊銀行、兆豊銀行、台湾中小企業銀行などの銀行と連携して、地元の
企業を対象とした「桃園市グリーン産業推進プロジェクト融資」に取り組んでい
ます。産業構造の転換を支援するために、桃園市に立地 · 商業登記する企業を対
象とし、再生可能エネルギーの設置、グリーン産業スマートマネジメント、製造
工程の改善、低炭素技術に関連する融資を行っています。

桃園市再生可能エネルギー推進計画
低炭素まちづくりのビジョンの実現に向けての理想的な住まいづくりをし、さら
に蓄電関連システムの設置技術や発展のため、桃園市の市民と大口電力使用量
の企業に蓄電設備の設置を勧めています。年度予算編成を行い、年末（11～ 12

月）に公表します。

桃園市サービス業におけるスマート・グリーン交通補助計画
桃園に商業登記した事業主又は法人を対象とした電動バイクの新規購入奨励措置を
行っています。 3台以上 / 回である場合は、補助金を受給することができます。桃園
市の大気の質の向上、また省エネ、CO2 削減に寄与することを目的とします。
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付録／投資サービス窓口
桃園市投資サービスセンター
企業支援のワンストップ窓口で土地探し、建物 . 設備の整備、企業登記、人材募集など、桃園に投資する企業をトータルサポートいたします。
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電話番号：+886-3-332-5668
ファックス：+886-3-333-8368
〒 33001桃園市桃園区県府路1号2階

E-mail：invest.service@mail.tycg.gov.tw
ウェブアドレス：invest.tycg.gov.tw（桃園市投資通ホームページ）
edb.tycg.gov.tw（桃園市政府経済発展局）

本マニュアルは、最新AR技術を活用したものです。2020/12/1～2021/12/31の期間中に、パンダマークのアプリ【COCOAR2】
をダウンロードして、【桃園市企業誘致マーケティングマニュアル】の表紙を読み取ると、【桃園市企業誘致マーケティング動画】
と桃園市政府主導の【企業聯繋会議活動剪輯（企業交流会イベント）】にアクセスして、動画を閲覧できます。
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