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后里パーク位置説明
后里パークは台中市后里区后里農場パーク及び七星農場パークが主

で、面積は255ヘクタールです。パークは13号道路（三豊路）に隣

接、后豊インターチェンジから国道4号に出られます。国道1号では台

中パークに行くことが出来、この二つのパークは車で約25分の距離に

あります。

Central Taiwan Science Park

虎尾パーク位置説明
虎尾パークは雲林県虎尾鎮の西北に位置し、面積は97ヘクタールで

す。東側は台湾高速鉄道雲林駅特定区に隣接しています。国道1号道路

から斗六インターチェンジを経てパークに来られます。

Central Taiwan Science Park

中部サイエンスパーク─台中パーク範囲図範圍圖
Central Taiwan Science Park
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台中パークは台中市大雅区及び台中市西屯区の境に位置し、面積は413ヘクタール

です。北側は台中空港まで3キロ、車で約10分の距離です。台湾高速鉄道烏日駅ま

では9.2キロで約25分です。
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従来型産業の外部流出により崩れつつある台湾中

部の発展のバランスを整えるため、2003年7月に中部地

方に三つ目のサイエンスパークが設けられました。こ

のサイエンスパークは台湾の西側に形成された科学技

術コリドーに組み込まれ、中部におけるハイテク産業

の新たな産業クラスターとなりました。

サイエンスパーク設置の目的は研究開発とハイテ

ク工業製品生産の奨励であり、政府はパーク内の事業

に様々な優遇措置と能率の高い行政サービス、優良な

投資環境を提供して科学技術産業の技術向上を促して

います。

この手引きは中部サイエンスパーク管理局（以

下、本局と称す）の公式ウェブサイト（www.ctsp.gov.

tw）で検索可能で、投資者に投資と工場設置の手続き

及び受けられる各種の優遇措置を理解させるもので

す。内容は現行の法令と現時点での資料を根拠にして

おり、修正や変更があった場合は修正後のものを基準

とします。投資者が投資申請もしくは工場設置を申請

する際には、さらに中華民国の投資と各種関連法令を

理解し、確実に遵守する必要があります。

前　言 Central Taiwan Science Park

CTSP
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7.	 投資奨励優遇措置

	 一.租税優遇
	 二.投資者の権益保障
	 三.政府の投資参与
	 四.技術の証券化
	 五.資金調達方式
	 六.研究発展奨励方法	

8.	 投資及び工場設置申請と審査査

	 一.科学工業の設立申請

	 二.增資申請もしくは投資案の変更

	
	 三.用地配分申請と工場自家建設もしくは標準工場賃借

	

9.	 入居企業の各種支払い費用説明

	 一.投資保証金
	 二.土地、標準工場賃料
	 三.登記と証明費用
	 四.管理費
	 五.水道電気代

	 六.下水道使用費	

10.	 海外駐在代表処科学技術組

Central Taiwan Science Park

1.	 中部サイエンスパークについて

	 一.位置	
	 二.アクセス
	 三.施設	
	 四.サービス
	 五.産業

2.	 台中パーク及び后里パークの産業環境の特色

	 一.気候と地理、位置	
	 二.自然生態と景観
	 三.人材資源
	 四.居住環境
	 五.医療環境
	 六.産業サポート体系
	 七.中部サイエンスパーク実験高校

3.	 虎尾パークの産業環境の特色
	 一.交通ネットワーク
	 二.人材資源
	 三.産業サポート体系
	 四.生活と景観
	 五.インフラストラクチャー

4.	 二林パークの産業環境と特色

	 一.交通ネットワーク
	 二.人材資源	
	 三.産業サポート体系
	 四.生活と景観

5.	 高等研究パークの産業環境と特色
	 一.交通ネットワーク
	 二.人材と産業資源
	 三.誘致予定の産業
	 四.生活と景観
	 五.居住環境

6.　サイエンスパーク事業の分類及び管理機構	

 一.パーク事業の分類

	 二.パークの管理機構

	 三.中部サイエンスパーク管理局における

	 			各業務組の職務
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1 中部サイエンスパークについて
Central Taiwan Science Park

一、位置：一、位置：

中部サイエンスパークは台中パーク、后里パーク、虎尾パーク及び

開発中の二林パーク、高等研究パークの5箇所を含みます。台中パー

クは台中市の大雅区と西屯区の境に位置い、面積は413ヘクタールで

す。后里パークは后里区東南隅で后里区と豊原市の境にあり、后里

農場パークと七星農場パークの二つの土地で面積は255ヘクタールで

す。虎尾パークは雲林県虎尾鎮台湾高速鉄道特定区の横で面積97ヘ

クタールです。二林パークは彰化県二林鎮の東北にあり、台糖萬興

農場と台糖大排沙農場を含む635ヘクタールです。高等研究パークは

南投県南投市中興新村都市計画エリア内で面積は約277ヘクタールで

す。

台中パークは台中市大雅区と西屯区の境に位置し、国道1号と3号、台

10号と台12号、台74号快速道路が通っています。鉄道は台湾鉄道・台

中駅から約13キロ、台湾高速鉄道・烏日駅から12キロです。空の便は

台中空港が北側に近くて大変便利です。中部サイエンスパーク管理局

はまた、台中パークと付近の重要な交通拠点（台湾高速鉄道や長距離

バスステーションなど）、並びに西屯生活圏との間の無料  トルバス

サービスを提供しています。

后里パークは后里区東南隅にあり、国道1号と4号、台13号が通りま

す。鉄道は台湾鉄道・后里駅から約2.6キロ、豊原駅から約8キロで

交通ネットワークは便利なものとなっています。中部サイエンスパ

ーク管理局ではまた、后里パークと台湾鉄道・后里駅間、后里農場

パークと七星農場パーク間を往復する無料   トルバスサービスを

提供します。

虎尾パークは雲林県虎尾鎮の台湾高速鉄道特定エリア横にあり、国道

１号、台1号及び台78号快速道路があり、環状エリア交通ネットワー

クが完備しています。

二林パークは彰化県二林鎮に位置し、国道1号員林インターチェンジ

の西約6.3キロのところにあります。北側の県道148は員林インターチ

ェンジに、南側の県道150は北斗インターチェンジにつながり国道1号

に出られます。二林パークから台中パークまでは車で約45分間の距離

で、台76号の延長と東側の新たな道路敷設が完成すれば30分間に短縮

されます。

高等研究パーク付近の外部連絡道路は、国道3号、省道台14乙線及び

二、アクセス：二、アクセス：

三、施設：三、施設：

中部サイエンスパークの建設は2003年７月に始まりました。産業全

体の発展に向けて、土地使用、交通運輸、水道電気電信、雨と汚水

処理及び排出、廃棄物処理など関連の工事も計画済みです。パーク

内の土地はパーク事業専用区と管理及びサービス区、公共施設及び

公用事業用地の三つに分類され、ハイテク産業に優良な環境を提供

することで中部地域の産業のレベルアップを促します。

省道台3甲線などです。台湾鉄道・員林駅からは約11.5キロで約15

分。台湾高速鉄道・台中駅からは約28キロで約21分です。国道3号の

中部区間と中投公路の開通はアクセスを改善しており、台中の都心

との距離を自動車で約30分まで縮めています。

四、サービス：四、サービス：

中部サイエンスパークは企業へのサービスで、「単一窓口システ

ム」を採用します。企業と関係する投資、労使、工商、建設、建設

監理、情報、環境保護、工事の安全及びその他のサービス項目をす

べて本局が責任を持って提供します。

ハイテク企業が中部サイエンスパークへの入居を申請する場合、従

来からのサイエンスパーク内企業と新たな企業の二つに分類されま

す。従来からの企業が工場拡大計画（用地賃借含む）を提出、審査

を通過すれば直ちに入居可能です。新たな企業の場合でも審査プロ

セスを簡略化し、1ヶ月以内に審査を終えることで産業の発展を後押

しします。(申請資料は本局のウェブサイトでダウンロードが可能で

す。www.ctsp.gov.tw　→　ダウンロードコーナー　→　投資組、入

居申請表)

投資案審査は約1ヶ月必要

従来からのパ
ーク内企業

新たな投資企業

拡大計画提出（用
地や工場賃借含む）

投資計画提出

用地と工場の
許可と配分 入居
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后里パーク─后里パーク─土地使用計画図（后里農場パーク）

図例 パーク事業専用エリア 管理・サービス用地

環境保護施設用地

パーク内の道路

水道水施設用地

后里農場パークの範囲

后里都市計画範囲ライン

洪水止め池

駐車場

グリーンスペース

鉄道用地

公園

五、產業：五、產業：

中部サイエンスパークの開発では、中部が従来から有する産業の特色

を結びつけるほか、新竹サイエンスパークや南部サイエンスパークと

も連結させ、台湾西部の産業イノベーションコリドーを形成します。

主な誘致対象はナノ精密機械、ナノ材料、宇宙航空産業、バイオテク

ノロジー、情報通信、光電及び集積回路、グリーンエネルギーなどの

産業とし、中部台湾におけるハイテク産業クラスター形成を助け、高

付加価値でハイテクの産業発展を目指します。   

台中パーク─台中パーク─土地使用計画図
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図例

パーク事業専用エリア

住宅エリア

洪水止め池

運営中のメーカー

公園

メーカー

グリーンスペース

駐車場

環境保護施設用地

管理・サービス用地

虎尾パーク─虎尾パーク─土地使用計画図

 +  +  +  +  + 

図例 メーカー向けの用地

公園

グリーンスペース

駐車場

変電所

建設計画範囲ライン

洪水止め池

管理・サービス用地

給水施設用地

環境保護施設用地

二林パーク─二林パーク─土地使用計画図

パーク事業専用エリア

住宅エリア
教育と文化の専用地

公園

パーク内の道路
グリーンスペース

二林パークの範囲

管理・サービス用地
変電所
給水施設用地

駐車場

環境保護施設用地

洪水止め池
排水道
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后里パーク─后里パーク─土地使用計画図（七星農場パーク）

高等研究パーク位置図高等研究パーク位置図

2 台中パーク及び后里パークの産業環境の特色
Central Taiwan Science Park

一、気候と地理、位置一、気候と地理、位置

台中市は中部台湾の台中盆地の中央にあり、地理的にバランスよく気

候も生活に適しています。南部の酷暑は無く、北部ほどの降雨もあり

ません。中央山脈に阻まれ、台風が直接襲来することはめったにあり

ません。

二、自然生態と景観二、自然生態と景観

緑に囲まれ東西南北に流れる水系統、ヒスイのネックレスのような

緑化遊歩道は台中市が有する、他の都市と異なる独特な景観資産で

す。両側は山で東西には大肚山と大坑風景区があります。地形から

台中市は西の大肚山台地、中間の台中盆地、東の大坑山区の三つに

分けられ、大坑風景区は台中市において自然度が最高で生物資源が

最も豊富なところです。アクセスもよくレジャー性の高い天然の教

室です。后里パーク付近には観光レジャー資源も多く、市指定の古

跡である旧泰安駅、月眉育楽センター、観音山鳳凰歩道、后里馬場

及び毘廬禅寺などがあります。豊かな観光資源はパークでの生活と

レジャー、娯楽の基礎となります。

三、人材資源三、人材資源

台中パーク付近の大学・専門学校には中興大学、東海大学、逢甲大

学、静宜大学、台中技術学院、嶺東科技大学、弘光科技大学、中国

医薬大学、中山医学大学、僑光科技大学などがあり、科学技術系の

良質な人材を生み出しています。台湾中部地域には大学・専門学校

が27校あり、毎年3万人近い卒業生を就職市場に送り込んでいます。

中部サイエンスパークの発展のための極めて重要な人材資源です。

四、居住環境四、居住環境

台中パークから約1キロの国安国民住宅は2000戸、中港路には10棟近

い高層事務所ビルが立ち並んでおり、パーク内の従業員の住居が確保

できるほか、川上から川下までの企業の入居で用いられます。

五、医療環境五、医療環境

台中パークの工商サービスビル内には職員の診療所があります。ま

た、付近の台中栄民総医院、澄清医院中港分院、沙鹿童総合医院など

が医療サポートシステムにおいて重要な役割を担います。
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六、産業サポート体系

七、中部サイエンスパーク実験中学

六、産業サポート体系

七、中部サイエンスパーク実験高校

台中パーク付近と台中市では、台中工業エリア、精密機械科技イノベ

ーションパークエリア、台中経済貿易エリア（計画中）、文山工業エ

リア（計画中）の四つの工業エリアが台中パーク内の企業のサポート

基地となります。また、台中市梧棲区の中港加工輸出エリア、台中港

関連工業エリア、大甲区の台中幼獅工業エリア、太平市と大里市の大

里工業エリア及び潭子区の潭子加工輸出エリア、神岡区の豊洲科技工

業エリア（開発中）などが整った産業構造となり、入居企業の必要と

する技術人員や産業サポートを提供します。加えて台中港はアジア太

平洋地域の海運の要衝であり、アジア太平洋地域の六つの主要港湾と

を結ぶ平均航行時間は最短、企業の世界的な運営センターとして最適

です。産業と交通の整ったサポート体制は中部サイエンスパークの産

業全体の発展を助けることでしょう。

中部サイエンスパーク実験高校は2010年に学生募集を正式にスタート

させました。適材適所の教育理念で「数理科学技術」と「人文教育」

の教学を進め、高校部では毎年120名の学生を4クラスに分けて育てま

す。中学部は2012年の開設予定で、当初は国立中興大学雲平楼教室を

借り、中部サイエンスパーク管理局が宿舎とシャトルバスを提供しま

す。同校開設を通して将来はより多くの優秀な人材を中部サイエンス

パークに引き付け、台湾を科学技術の島に育てられるよう共に努力し

ます。

3 虎尾パークの産業環境の特色
Central Taiwan Science Park

一、交通ネットワーク一、交通ネットワーク

雲林県の麦寮工業専用港は台湾で最も深いほか、中国したから196キ

ロしか離れていません。台湾海峡両岸間の三通を実現した後、中国

大陸への基本的な出発点となります。陸運では国道1号、台78号快速

道路、西浜快速道路などが重要な幹線です。台湾高速鉄道・雲林駅

が出来れば同駅は高速鉄道の中心となり、台北まで70分、高雄へは

50分で結ばれ、雲林県を台湾南北の工業と商業面での往来の中枢と

することでしょう。

二、人材資源二、人材資源

雲林県では現在、国立雲林科技大学、国立虎尾科技大学、中国医薬

大学北港分校、環球技術学院の四つの高等学府が虎尾パーク付近に

位置し、企業が必要とする科学技術系の人材を提供します。また、

私立のビクトリア二ヶ国語中小学校は優良な教師と設備を提供し、

帰国して起業する人たちの子女の教育を担います。雲林県政府では

「高速鉄道・雲林駅特定エリア」内に17ヘクタールの文教施設用地

を確保し、完全な中学と二ヶ国語学校の教育制度へとまい進してい

ます。

三、産業サポート体系三、産業サポート体系
雲林県の麦寮工業エリアにはすでに石化、製油、鉄鋼などの重工

業が入居、その豊富な技術人員と完全な産業構造で台湾の重要な

工業生産基地となっています。また、国内産業のニーズに合わ

せ、雲林県は世界的な旭硝子（Asahi Glass Company）、古河銅箔

（Furukawa）、SMCなどのハイテク企業を誘致して工場を設けていま

す。中部サイエンスパークの設置とWTO加盟の衝撃に対応するため、

雲林県の従来型農業はバイオテクノロジー産業に転換していかねば

ならず、台湾大学雲林分校ではバイオテクノロジーが必要とする学

術リソースを提供します。近隣の雲林科技工業エリアの企業も虎尾

パーク発展に向けてのサポート体系ととらえられます。

四、生活と景観四、生活と景観
雲林県には豊かな自然と人類文明の景観があります。自然景観では著

名な草嶺風景エリア、石壁森林遊楽エリア、樟湖と口湖湿地などがあ

り、人文と歴史的景観では北港朝天宮、鎮安宮、西螺大橋、太平旧市

街、振文書院などがあります。その豊富な文化と自然生態の資源は、

科学技術人員が仕事で蓄積させるストレスを解きほぐすことでしょ

う。

五、インフラストラクチャー五、インフラストラクチャー
雲林県の第六ナフサプラントにおける大型火力発電設備とフォルモサ

ペトロケミカル社の設けた廃熱利用システムでの総容量は420万キロ

ワットで、将来その一部は台湾電力の給電システムに組み込まれて虎

尾パークの需要に供されます。また、給水面では既存の集集給水シス

テムが毎日88万トンの工業用水を提供可能で、一日の水使用が計画で

2万トンの虎尾パークは心配無用です。また、湖山ダムの建設も行政

院が許可しており、完成後は集集システムと併用されることで一日の

最大給水量が106万トンに拡大されます。
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4 二林パークの産業環境と特色
Central Taiwan Science Park

一、交通ネットワーク一、交通ネットワーク
交通運輸面での利便性のため、パークの東側の快速道路地上区間か

ら台19線へ、また国道1号へとつながるよう計画しています。彰130

から台19線までの道路拡張、県148、彰127、彰129なども道路を拡張

すると共に、台76線快速道路をパークの北側まで延ばして交通ネッ

トワークを整備します。

二、人材資源二、人材資源

彰化県には彰化師範大学、大葉大学、明道大学、建国科技大学、中

州技術学院があります。明道大学はパークの東南で約７キロしか離

れておらず、豊富な人材資源を提供できます。

三、産業サポート体系三、産業サポート体系

彰化県における工場登記件数は約8000件で、全国の各県市で四位

です。県内で開発済みの工業エリアは彰浜、芳苑、埤頭、全興、北

斗、福興、田中など7箇所で面積は4169ヘクタールに及びます。ま

た、パークの北側に彰化県政府は355ヘクタールの二林精密機械パー

クを計画していて、二林パークの産業支援体系とみることができま

す。

四、生活と景観四、生活と景観

彰化県の鹿港古跡、王功漁港、田尾公路花園、八卦山風景エリアな

どはいずれも全国で有名な観光スポットです。パーク内従業員の憩

いの場所となるでしょう。

5 高等研究パークの産業環境と特色
Central Taiwan Science Park

一、交通ネットワーク一、交通ネットワーク

高等研究パークは南投県の西北隅、草屯から４キロ、南投市から６

キロで南投平原と東側の南投丘陵の境にあります。商業の中心であ

る草屯鎮と行政機能の中心である南投市と合わせて三角形の発展地

帯を形成します。また、南投県への入り口でもあります。埔里、日

月潭、渓頭などの観光スポットと共に南投の環状観光地帯へのゲー

二、人材と産業資源二、人材と産業資源

中部地域の研究機構は85団体で多くは台中市、彰化県と南投県に

集中しています。南投県は12.9％を占め、当パークから車で1時間

以内の範囲に南投埔里鎮の国立曁南大学、草屯鎮の南開科技大学、

台中市の中興大学、逢甲大学、東海大学、朝陽科技大学、中山医学

大学及び中国医薬大学があり、当パークが必要とする人材を提供し

ます。産業生産基地としては中部科学工業エリア台中基地、后里基

地、雲林基地、新たに開発される二林基地、南崗、大里、台中、彰

浜、台中港関連工業エリアが研究開発の後ろ盾となり、それによる

成果は近隣で運用されると共に他の地区にも広がります。

三、誘致予定の産業三、誘致予定の産業

高等研究パークは優先的に政府及び学術団体や研究機構を誘致し、

研究開発のエネルギーを提供します。高品質な研究と生活の環境を

有し、エネルギー研究、光電産業研究、地域の核心となる産業の応

用研究、持続可能な環境の研究、台湾の文化史研究やその他、革新

的で汚染を生まない産業の研究機構を統合します。当パークは研究

開発団体のほか、観光や教育、医療、行政機関など多面的なエリア

です。

トを形成します。北の台中市、西北の彰化市とはいずれも約25キロ

の距離がありますが、近年は国道3号中部区間や中投公路の開通によ

りアクセスが大いに改善、台中の都市部との距離も自動車で30分に

縮まっており、高等研究人員と科学技術面での人材の起業や生活面

での需要を満たしています。

四、生活と景観四、生活と景観

高等研究パークのある中興新村はガーデンシティーの理念で計画され

た関係で、街路樹や緑地、公園のいずれもが美しく、エベネザー・ハ

ワードの考えた田園都市のような麗しい景観と開放されたスペースが

当パークの重要な都市環境の特色となっています。また、エリア内の

ほとんどの道路両側には3メートルから5メートル幅の歩道が設けら

れ、人と車の動線が分けられています。住宅の斜めの屋根、前後余裕

を持った空間、適度に退いて建つ建物、整備され、かつ多様な植栽計

画、衛生的な下水道システムなど、いずれも各地方の都市計画の模範

であると言えます。
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五、居住環境五、居住環境

現有の寮は光輝里、光華里、光栄里、光明里などの住宅エリアで、土

地面積は70ヘクタール、合計2442戸が研究開発人員に賃貸されます。

住宅エリアの発展構想はガーデンシティーのイメージと袋小路の静か

な景観を維持し、歴史的文化資源の保護と生態緑化景観強化の前提の

下、グリーン交通機関、再生エネルギー、資源循環システム、省エネ

とCO2削減、グリーン建築などの概念が導入されています。また、国

際化サービスの強化と生活機能の向上を通じて人と環境が共生する生

態国際村に発展するのです。

6 サイエンスパーク事業分類及び管理機構
Central Taiwan Science Park

一、パーク事業の分類一、パーク事業の分類
(一)科学工業は会社法に則って組織された株式会社（股份有限公司）

もしくはその支社、あるいは我が国の股份有限公司に相当して認

められた外国企業の支社です。投資計画は我が国工業の発展に合

わせ、我が国の科学技術人員を多く雇用したり育成したりしなけ

ればなりません。また、研究開発費は売り上げに対して一定の比

率以上でなければならず、一定の研究実験機器設備を有し、公害

を招かず、特定の条件を満たさなければなりません。

光	 	 	 電：光電ディスプレイ及び構成部品（TFT-LCD液晶ディス

プレイ、偏光板、ガラス基板とプロセス材料、カラーレジ

スト材料、フォトマスク）、太陽光電システム及び構成部

品（ポリシリコン、太陽電池及びモジュール）、光学レン

ズ、新型リチウムポリマー電池、高照度高能率LED素子、

有機ELディスプレイを誘致します。

集積回路：ICデザインと製造、シリコンウェハ受託生産、パッケー

ジングテスト、プロセス設備及び再生シリコンウェハなどを

誘致します。

精密機械：CNC工作機械及び関連設備、航空関連器材、半導体製

造及び関連設備、TFT-LCD製造及び関連設備、航空コンテ

ナ、カーボンファイバー複合材料、超高圧気体高速充填機

及びボンベ、FPDパネル用スパッタリングターゲット材、

真空設備システム及び関連部品を誘致し、我が国のハイテ

ク産業における自製率を高めます。

バイオテクノロジー：医療薬剤及び材料、医療器材及び設備、農畜産

及び水産品試薬を誘致します。

コンピューター及び周辺産業：光ディスクドライブの重要部品及び金

属化樹脂薄膜コンデンサを誘致します。

デジタルコンテンツ：ビジネスソフトウェア、パッケージソフト、ツー

ルソフト、インターネットサービスのプラットフォームの

設計と製作を誘致します。

グリーンエネルギー産業：ビジネスソフトウェア、パッケージソフト、

ツールソフト、インターネットサービスのプラットフォーム

の設計と製作を誘致します。

(二)その他、パーク内での設立が許可され、科学工業の運営、管理も

しくは技術サービスを提供する事業です。すでに税関、郵便局、

銀行、物流センター、気体業者などが設置されています。

(三)上記パーク内事業の他に、研究機関と創業育成センターもパーク

内での運営を申請可能です。創業育成センターの誘致対象は研究

開発のみで量産は出来ません。また、本局の許可を経ても入居期

間は最大3年間です。現在、二つの研究機関と八つの大学創業育

成センターが入居しています。

二、パークの管理機構二、パークの管理機構
行政院国家科学委員会はパーク審議委員会を設け、パークエリアの計

画管理の決定と重大な業務事項、並びに管理局の提出する投資申請案

について審議します。また、中部サイエンスパーク管理局を設置し

て、同サイエンスパークの運営管理業務を執行させると共に、パーク

内の事業に対する単一のサービス窓口を提供します。

三、中部サイエンスパーク管理局における各業務組の職務三、中部サイエンスパーク管理局における各業務組の職務

投資組－パークへの投資誘致、業務宣伝、為替と貿易の検討と連

絡、保税貿易管理、情報計画サービス、科学技術人員の研

修、イノベーション技術の財界と学術界の連攜推進など。

工商組－パーク内事業と工商サービス業の設立指導、工商登記、租

税減免証明の交付、海外籍技術人員の招聘、安全防護、作業

基金計画、パークの発展と十大計画の推進など。

環安組－労働者及び労使関連法規、指導、労働者の安全衛生、労働

検査及び環境保護関連業務（法規含む）の計画と管理など。

営建組－公共工事及び建築工事の計画、設計、施工と監理、公共施

設、公有建築物の検査メンテナンスなど。

建管組－パークの準備と設置、実質的な計画と関連計画の決定と審

議、パーク都市及び非都市計画の検討と変更、都市設計と審

議、土地使用の管制及び建築監理、パークの用地取得、土地

と工場及び社員寮の貸し出し、交通計画と管理など。
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7 投資奨励優遇措置
Central Taiwan Science Park

一、租税優遇一、租税優遇

(一)パーク事業が国外から自社用機器や設備、原料、物資、燃料、半

製品、サンプル及び貿易用の製品を輸入する場合、輸入税、貨物

税及び営業税は免除されます。また、課税免除や担保、後払い、

税金保証などの手続きをする必要もありません。

(二)パーク事業で製品もしくは労務を対外的に販売する場合、営業税

率はゼロで貨物税も免除されます。

二、投資者の権益保障二、投資者の権益保障

(一)外国の投資者は我が国の投資者と同様の優遇条件と権利を享受で

きます。

(二)外国の投資者はパーク内事業の株式を100％所有することが

出来るほか、中華民国政府及び台湾の企業からの共同出資を

募ることも可能です。

(三)外国人もしくは海外華僑が投資した場合の利益、キャピタルゲイ

ン、配当などの利益は海外への送金を申請可能です。

(四)外国の投資者は、本局の許可を経れば投資額を一度に海外へ送る

ことが可能です。

(五)知的財産権及び所有権は法律の保護を受けます。

(六)科学工業は、本局の許可を得れば業務と関連する輸出入貿易業務

を兼ねることが出来ます。

三、政府の投資参与三、政府の投資参与

(一)投資者は政府の投資参与を申請できます。出資額は最高で総資

本額の49％です。

(二)政府を代表して出資する機関：科学技術発展基金もしくはその

他開発基金

行政院開発基金　住所：台北市中正区館前路49号7F

電話：02-2389-0633　業務組

四、技術の証券化四、技術の証券化

科学工業は監察人が審査した公正な関連機関団体もしくは専門家によ

る技術鑑定評価書を以って、株主総会に提案、決議が通過すれば、管

理局工商組に設立もしくは新株発行の変更登記を行えます。

五、資金調達方式五、資金調達方式

国内外の投資者に資金のニーズがある場合、『中華民国創業投資商業

同業公会』を通して資金調達が可能です。同公会は国内に約180社の

ベンチャーキャピタルを会員として擁し、定期的にシンポジウムや説

明会を開催、会員と科学技術企業間の架け橋として投資交流を促して

います。

住所：台北市松山区民権東路三段142号301室
Tel：（02）2545-0075  内線12　Fax：（02）2545-2752
http://www.tvca.org.tw

六、研究発展奨励方法六、研究発展奨励方法

(一)研究開発での産業学術合作補助

中部サイエンスパーク管理局ではパーク内の科学工業が新技術の

研究開発に取り組むこと、並びに産業界と学術界の資源統合を奨

励し、パーク内企業の新技術研究のための産業学術合作申請に補

助を提供します。「サイエンスパーク設置管理条例」第3条の規

定に則って設立され、かつ財務の健全なパーク内科学工業が申請

可能です。

本局が認めた研究開発計画に提供される補助金は最高で台湾元

1000万元です。しかし、当該計画に必要な総経費の50％は超えま

せん。連攜して研究を委託する学術研究機関への費用は申請する

補助金額の15％を下回ってはいけません。

(二)ハイテク設備の先進技術発展計画

企業がハイテク設備の先進技術を研究するのを促すため、本局で

は2009年から2012年までハイテク設備先進技術発展計画を実施、

企業が学術研究機関と共同で先進技術を研究開発することに対す

るの補助を提供しています。下記の資格を有するものは補助申請

が可能です。

1.会社法に則って設立された全国の企業

2.財務状況が健全

(1)会社の純資産が払い込み資本の2分の1に達しているもの

(2)過去1年間、手形の不渡りの無いもの

(3)国内に研究開発部門を持ち、研究開発人員を育成できるもの

3.提出される計画の領域は材料設備技術、製造設備技術、パッケージ 

  ング設備技術、テスティング設備技術及び研究開発の技術人員育

  成。本局ではハイテク設備です。先進技術発展計画申請を受け付

け、認可された計画の期間は3年以内が原則、補助金は当該計画の

総経費の50％までです。委託先の学術研究機関の研究開発費は補助

金の20％超が原則です。研究開発人員の育成経費は総補助金額の

10％を下回ってはいけません。
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8 投資及び工場設置申請と審査
Central Taiwan Science Park

一、科学工業の設立申請一、科学工業の設立申請
一、科学工業の設立申請

　　担当部門：投資組

　　手続き期間：1ヶ月

　　(一)法令根拠

　　　　　1.サイエンスパーク設置管理条例第3、7条

　　　　　2.外国人投資条例及び華僑帰国投資条例。

　　(二)投資申請手続きの流れ

投資者 投資組 関連業務部門

否

是
是否

否

是

投資申請書、運営計画、
水使用、電力使用、汚染
総量予測関連資料表

書類を関連部門
の審査に送付

営建組は水電力使
用、環安組は汚染
総量を審査

評価チームが運営計画を審査

再審査会議で評価チ
ームが意見提出

却下の書簡

却下の書簡

却下の書簡

再審査会議 推薦

推薦 審査委員会へ

通過

申請作業時間約1ヶ月（再審査会開催が必要な場合は約45日間延長）

（三）人員研修

本局は中部サイエンスパーク内企業の職員の専門知識や技能、企

業の管理能率及び生産物の品質を高めるため、毎年、人員研修と

関連の応用管理プログラムを実施しています。

人員研修費用は本局が全額補助します。中部サイエンスパークの

企業、従業員及び同プログラムに興味のある方は参加が可能で

す。参加の申し込み及びプログラム内容については本局のウェブ

サイト（www.ctsp.gov.tw）でご覧下さい。

注意事項：

1.正式な申請には運営計画書10部及び汚染防治計画書（汚染総量の予

測関連資料）、水使用、電力使用計画書各3部を添付します（表紙

に捺印）。

2.投資案件はパークの水及び電力の需給及び汚染排出総量管制

原則に符合していなければなりません。用地と工場のニーズ

については建管組に土地と標準工場の賃貸状況と意見の提供

を求めて下さい。また、投資者は安全衛生、交通、人材面で

のニーズについての資料を添付して各業務組に事前に知らせ

て下さい。

3.外国人及び（もしくは）華僑の投資はパーク審査委員会が審査しま

す。経済部に申請する必要はありません。

4.投資案件の汚染防治計画についての審査は、主に入居事業が生み出

す汚染物がパークの受け入れ可能なものかどうか、及びその汚染防

治措置による汚染物処理が法定排出基準に達し、環境保護書が規定

する排出総量の範囲内に収まるかどうかを判断します。汚染防治計

画の審議は事前防止の理念で行います。入居のための工商登記を

する場合、環境保護に関するすべての申請文書（水汚染防治措置計

画、空気汚染防制施設設置、操作許可、廃棄物処理計画書などの許

可）を段階的に本局に申請、許可を得てはじめてパーク事業として

の設立、または正式な運営が可能となります。運営期間中は環境保

護に関する法令や規定を守るほか、環境保護の主管機関の規定にも

従わなければなりません。　        

5.入居企業の施工と運営段階における各環境保護措置は環境影響説明

書の要求を充たさなければならない他、環境保護約定書に署名しな

ければなりません。二林パークへの入居者は、入居申請時に環境保

護約定書に署名する必要があります。

6.政府の投資参与申請は上記手続きに照らして審査します。

7.申請が許可された日から二ヶ月以内に、規定された投資保証金を納

付しないもの、もしくは許可日から六ヶ月以内に本局に企業もしく

は支社の登記を行わないものは投資許可を取り消し、パークから退

去させます。

8.パーク事業は投資計画実施後、計画に沿って経営しなければなりま

せん。延期や計画の変更は本局の許可が必要です。投資計画に基づ

く経営をしなく、もしくは関連費用の未払いなど規定違反をしたも

のについて、本局は期限付き改善通知を行います。規定の期限内に

改善計画を提出しないこともしくは改善計画が不可能と認定され

たもので本局の修正通知を経ても依然として不可能と認定された場

合、あるいは確実に執行しないものについて、本局は国家科学委員

会パーク審議委員会の審査結果を得て、投資許可を取り消し、期限

内に退去させます。
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(三)誘致原則

1.国内で生産されていない、もしくは既存の製品を技術で上回る   

  もの。　　

2.国内で入手が急がれる重要かつカギとなる部品（製品）。研究

  開発を主とする。　　　

(四)運営計画書内容

   （内容は重複しないことを原則に、30ページが適切）　　

1.計画のいきさつと運営目標   

2.生産品部分  

3.技術部分                

4.市場部分          

5.チーム部分                

6.財務部分 

7.経済効率 

8.添付資料              

(五)投資申請案審査重点

1.技術チーム及び科学技術マンパワー

2.生産品技術レベル

3.研究発展計画

4.無公害

(六)資本額及び構造

1.最低資本額の制限はありませんが、投資案審査段階において資

  本額が全体的な運営計画の執行に見合うかどうかを考慮しま

  す。

2.投資者は状況に応じて、投資のローンを提供して協力資金とす

  ることが可能です。しかし、その比率と用途には一定の制限が

  あります。

(七)パーク事業の設立申請

科学工業以外のパーク事業の設立を申請する場合、その作業の流

れと検査が必要な文書については個別のケースごとに決定しま

す。

(八) 工場設置申請手続きの流れ

投資（工場設立）案申請手続きの流れ

投資計画

汚染総量予測資料表
（環安組）、水電力使
用計画書（営建組）各
三部

投資案許可
（投資組）

用地賃借、工場自家建設
もしくは工場賃借（建管組）

環境アセス免除同意申請
（工場賃借者は申請免除）

（環安組）土 壌 地 下 水
検 査 報 告 提
出

工場建設完成

工場登記
（工商組）

建設許可（内装）などを申請
（建管組）

関連環境保護（水、空気、
廃棄物）

許可文書（環安組）

使用許可（建管組）、水電力使用計画許
可書簡（営建組）及び県・市環境保護局もしくは

本局の許可文書

（九）パーク事業による別パークでの工場設置

1.パーク内で株式会社をすでに設立し、正常に運営して

いるものに限ります。　

2.申請書、運営計画書、水及び電力使用計画書、汚染総

量関連資料予測表に記入し、パーク事業所在地の管理機関に

申請して下さい。パーク事業所在地の管理機関は工場所在地

の管理機関と共同で審査して後、パーク審査委員会に報告し

ます。

3.パーク事業で他のパークに工場を設置する許可を得た

場合、当該工場の運営と管理は工場所在地の管理機関によっ

て行われ、慣例に則って投資保証金は免除されます。

4.工場の管理費は、パーク事業が所在地の管理機関に支

払います。　　　

5.工場の保税貨物は、「サイエンスパーク保税業務管理

方法」に従って処理されます。

環境保護関連参考法規

http://ivy5.epa.gov.tw/epalaw/
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1.環境アセスメント法

2.環境への影響説明書

3.開発行為が実施すべき環境アセスメント細目及び範囲

認定基準　　　

4.水汚染防治法、廃棄物清掃法、空気汚染防止管理

法、毒性化学物質管理法及び施行細則

5.水汚染防治措置計画書を有すべき指定事業の種類、

範囲及び規模の公告

6.廃棄物清掃計画書を有すべき指定事業機構の公告　　

7.事業廃棄物貯蔵清掃処理方法及び施設基準

8.公私立地点で設置変更及び操作許可を申請すべき固定

汚染源公告

9.土壌及び地下水汚染改善法

10.サイエンスパーク汚水処理及び汚水下水道使用管理方法11.下

   水道法及び施行細則

12.騒音管制法

(十)参考資料

投資者は必要に応じて経済部投資審議委員会や本局から下記の資

料を入手、もしくは直接インターネットを通じて「投資の手引

き」及び申請表等をダウンロードして下さい。：

　　1.サイエンスパーク設置管理条例

     -----本局のウェブサイトよりダウンロードして下さい

　　2.サイエンスパーク設置管理条例施行細則

     -----本局のウェブサイトよりダウンロードして下さい　　 

    3.外国人投資条例 ----経済部投資審議委員会のウェブサ

      イトよりダウンロードして下さい。

　　4.華僑帰国投資条例 ---------------経済部投資審議委員

      会のウェブサイトよりダウンロードして下さい

　　5.産業レベルアップ促進条例-------経済部工業局のウェ

      ブサイトよりダウンロードして下さい

　　6.運営計画書記述摘要

     -----本局のウェブサイトよりダウンロードして下さい　　

    7.サイエンスパーク（科学工業）投資申請書

     -----本局のウェブサイトよりダウンロードして下さい

　　8.中部サイエンスパーク事業の投資設置、変更申請での汚

染総量予測関連資料表

     -----本局のウェブサイトよりダウンロードして下さい　　

    9.サイエンスパーク水使用計画書作成摘要

     -----本局のウェブサイトよりダウンロードして下さい

　　10.サイエンスパーク電力使用計画書作成摘要

     -----本局のウェブサイトよりダウンロードして下さい　　

   11.サイエンスパーク汚水処理及び汚水下水道使用管理方法

     -----本局のウェブサイトよりダウンロードして下さい

備考：本局のホームページ及びダウンロード手順：

備考：

経済部投資審議委員会ホームページ http://www.moeaie.gov.tw

経済部工業局ホームページ http://www.moeaidb.gov.tw

ダウンロード手順
www.ctsp.gov.tw(HPアドレス)

↓

ダウンロードエリア
↓

投資、入居申請表

二、増資申請もしくは投資案の変更二、増資申請もしくは投資案の変更

　　担当部署：投資組

　　手続き期間：7日間

　　(一)法令根拠

　　　　(1)サイエンスパーク設置管理条例第3、7条

　　　　(2)外国人投資条例及び華僑帰国投資条例

　　(二)増資申請もしくは投資案変更の手続きの流れ

増資（もしくは変更）案申請手続きの流れ

工場増設または（及び）拡張

用地賃借工場自家建設もしくは
工場賃借（建管組）

増資申請案
（投資組）

汚染総量予測関連資料
表（環安組）、

水電力使用計画書
（営建組）各三部環境アセス免除同意申請

（工場賃借者は申請免除）
（環安組）

増資もしくは投資計画変更計画許可
（投資組）

（取得した運営証と工場登記証が一年未満
の場合、増資分の投資保証金を徴収

建設許可（あるいは内装）申請
もしくは設備購入契約（建管組）

環境保護（水、空気、廃棄物）
関連の許可文書（環安組）

工場増設完成

使用許可（建管組）、
水電力使用計画書許可書簡（営建組）及

び県・市の環境保護局の許可文書

工場変更登記
（工商組）

土壌と地下水の
検査報告提出
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環境保護関連法規:

　　(http://www.epa.gov.tw/Chinese/epalaw)

　　1.環境アセスメント法

　　2.環境への影響説明書

　　3.開発行為が実施すべき環境アセスメント細目及び範囲認定基準

　　4.水汚染防治法、廃棄物清掃法、空気汚染防止管理法、毒性化学

      物質管理法及び施行細則

　　5.水汚染防治措置計画書を有すべき指定事業の種類、範囲

      及び規模の公告

　　6.廃棄物清掃計画書を有すべき指定事業機構の公告

　　7.事業廃棄物貯蔵清掃処理方法及び施設基準

　　8.公私立地点で設置変更及び操作許可を申請すべき固定汚染源公告

    9.土壌及び地下水汚染改善法

三、用地配分と工場自家建設申請または標準工場の賃借三、用地配分と工場自家建設申請または標準工場の賃借
　　担当部署：建管組（協力：投資組）

　　手続き期間：20日間 

　　(一)法令根拠

　　　　サイエンスパーク設置管理条例第12、16条　　

    (二)審査配分申請の流れ　　　　　

        用地配分と工場自家建設申請

　　(三)必要書類名称と数量

　　　　1.申請書1通

　　　　2.借地報告15通（作成大綱は本局ウェブサイトからダ

          ウンロード可能）

　　　　3.土地もしくは工場借用申請表1通（作成大綱は本局

          ウェブサイトからダウンロード可能）　　　　

　　(四)用地配分と工場借用の審査原則

    　　1.新規許可投資者

 　(1)生産品技術   

 　(2)経営状況予測    

 　(3)研究開発比率 

 　(4)経営チーム 

 　(5)汚染防止 

 　(6)市場潜在力

       2.入居済み企業で借用を拡大する場合：

 　(1)過去の違反記録の有無（汚水の排出基準超過、保税品法

            規違反、賃料滞納など）

 　(2)経営の成長状況（過去3年の売り上げ、財務状況、職員

            数の増加など）

 　(3)生産品技術レベル、設備の更新、生産品量産計画

9 入居企業の各種支払い費用説明
Central Taiwan Science Park

一、投資保証金：一、投資保証金：

入居企業の投資計画に基づく確実な経営を確保するため、許可を受け

たパーク事業は本局に許可された払い込み資本金の0.3％を投資保証

金として納めなければなりません。また、経営を始めて1年以内に増

資する場合は増資分資本の0.3％を投資保証金とします。投資保証金

はパーク事業の投資計画が完了して後、本局が無利子で返還します。

二、土地、標準工場賃料：二、土地、標準工場賃料：

1.土地と標準工場は賃貸のみで販売はしません。所有

  権は政府にあります

2.土地賃貸期間は20年、標準工場賃貸期間は2年契約です

3.土地賃料＝土地のみの賃料＋公共施設建設費

　　　

  土地賃料(通貨単位: NT$)

  台中パーク-19.05元/平方メートル/月

   （公共施設建設費14.65元/平方メートル/月を含む）

  虎尾パーク-15.58元/平方メートル/月

   （公共施設建設費12.91元/平方メートル/月を含む）

  后里パーク-8.07元/平方メートル/月

   （公共施設建設費5.96元/平方メートル/月を含む）

  二林パーク-0.88元/平方メートル/月

   （公共施設建設費含まず）

  　標準工場賃料（大小の共有エリア含む）：88元/平方メート

    ル/月（200坪の月賃料は約11万元、300坪の月賃料は約15万

    元）

土地のみの賃料＝公告地価×5％（年間賃貸率）÷12ヶ月と

し、3年ごとに公告地価にしたがって調整します。公共施設建

設費は実際に発生したコストに、賃貸面積がパーク内で賃貸

可能な土地の面積に占める割合をかけた金額を20年に分けて

支払います。

投資案
本局投資組に申請

パーク審査委員会
が許可

用地賃借報告本局
の各業務組が報告を
聴取し、首長が採決

許可配分

本局建管組に申請
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三、登記と証明費用(通貨単位:	NT$)三、登記と証明費用(通貨単位:	NT$)
1.会社登記費：新設登記もしくは増資登記は資本増加額の1/4000を

徴収します。

2.会社変更登記費：台湾元1000元

3.会社変更登記事項表及び定款等の写し費：台湾元200元

4.会社役員監事とマネージャー資格及び各種変更登記の証明費：中

国語証明書台湾元200元、英語証明書台湾元6000元

5.工場登記設立 / 変更登記費：台湾元5000元 / 台湾元3000元（設

立 / 変更ライセンス費はいずれも台湾元2000元）

6.建造ラインセンス費：工事建設費の0.1％を徴収します。

7.使用ライセンス作成費用　一枚200元

8.電気技術人員ライセンス費：台湾元600元

9.会社が設置するエレベーター（積載重量1トン以上）、固定式ク

レーン（吊り下げ重量3トン以上）などの危険な機械は労働者安

全衛生法の規定に照らし、管理局に竣工検査を申請せねばなりま

せん。検査費用は重量に応じて徴収します。また、毎年の定期検

査が必要で、行政院労働者委員会の委託する検査代行機構に申請

します。費用は重量に応じて徴収します。また、会社が設置する

炉、圧力容器、高圧気体特定設備などの危険な設備は労働者安全

衛生法第8条の規定に則って検査機構もしくは検査代行機構の検

査を申請しなければなりません。　　

10.廃棄物清掃計画書：「廃棄物清掃計画書審査費徴収基準」に基づ

いて徴収します。費用は500元から8000元です。　　

11.固定汚染源設置もしくは操作許可：「固定汚染源空気汚染防止許

可もしくは認可証明文書審査費及び証書費徴収基準」に基づいて

徴収します。費用は1500元から22000元です。その他の空気汚染

防止認可項目が増えるごとに費用が加算されます。

12.固定汚染源設置もしくは操作許可：「固定汚染源空気汚染防止許

可もしくは認可証明文書審査費及び証書費徴収基準」に基づいて

徴収します。費用は1500元から22000元です。その他の空気汚染

防止認可項目が増えるごとに費用が加算されます。

13.水汚染防治措置計画：「水汚染防治費徴収方法」に基づいて徴収

します。費用は2000元から11600元です

14.各種環境保護許可証書費：500元

四、管理費

管理局はパークの環境衛生、安全の維持と公共施設を取り扱ってお

り、法律に則ってパーク内事業から管理費を徴収します。管理費は毎

月定期的に請求し、領収書金額と統一領収書の額から控除可能な額を

差し引いた、所得総額の0.19％とします。

四、管理費

五、水道電気代
徴収基準はエリア外と同じです

五、水道電気代

六、下水道使用費

パーク内の水汚染を防ぎ、汚水処理システムの完全な動作を維持する

ため、「下水道法」を根拠として水下水道使用費（排出される水質と

水質に応じて請求）を徴収します。

備考：

1.生産に伴う廃水が無い場合、使用費は単一の料率で計算します。

2.生産に伴う廃水はそのCODとSSから処理程度を判断して徴収します。

3.詳細は本局の「汚水下水道系統納管水質基準及び使用費の水質分類、

類別料率、計算公式、徴収項目及び単価表」をご参照ください。

六、下水道使用費

徴収項目 単位 課金単価
水量 立方メートル 台湾元8.4元

化学的酸素要求量（COD） キログラム 台湾元26.2元

浮遊物質量（SS） キログラム 台湾元37.8元

単一料率 立方メートル 台湾元17.6元

10 海外駐在代表処科学技術組

海外駐在の科技組は我が国で国際科技交流に従事するための尖兵であ

り、科技組の増設と綿密な国際的科技交流網の構築が当会の近年の目

標です。当会では現在、世界12カ国に16の科技組を設け、国際的な科

学技術面での合作パートナー発掘と外交工作の拡大に貢献していま

す。

科技組は我が国と駐在する国との合作関係を増進する他、我が国の学

術団体が国際組織や大型研究計画に参加するのに協力しており、海外

の科学技術人員と連絡を取る重要な拠点でもあります。近年、科技組

は国家の科学技術発展のニーズに応じて政府関連部会と積極的に協

力、国内が求める科学技術系の人材募集に努めています。

2005年からは「科技台湾探索」（「渡り鳥」プロジェクト）をスター

ト、海外華僑同胞の第二世代の青年たちに対して国内の研究機関、サ

イエンスパーク、ハイテク企業で実習を行う機会を提供しています。

若者たちが台湾の発展状況を認識し、台湾へのアイデンティティーと

求心力を培えるよう協力しています。

Central Taiwan Science Park
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北米地区：北米地区：

駐アメリカ台北経済文化代表処科技組

Science and Technology Division
Taipei Economic and Cultural
Representative Office in the U.S.
4201 Wisconsin Avenue, N.W., MB-09 Washington, DC 20016, U. S. A.
Tel :1-202-8951930  Fax:1-202-8951939
e-mail: dc@tecrosd.org
http://dc.nsc.gov.tw/welcome.htm

駐ロサンゼルス台北経済文化弁事処科技組

Science and Technology Division
Taipei Economic and Cultural 
Office in Los Angeles
3731 Wilshire Blvd. Suite 504, Los Angeles, CA 90010, U. S. A.
Tel :1-213-3850803 Fax:1-213-3850813 
e-mail: lasd@sciencela.org
http://la.nsc.gov.tw/welcome.htm

駐サンフランシスコ台北経済文化弁事処科技組

Science and Technology Division
Taipei Economic and Cultural 
Office in San Francisco
5201 Great America Parkway Suite 200, Santa Clara, CA 95054, U. S. A.
Tel :1-408-9868686 ext 16  Fax:1-408-9868066
e-mail: sdsf@sciencesf.org
http://sf.nsc.gov.tw/welcome.htm

駐ヒューストン台北経済文化弁事処科技組

Science and Technology Division
Taipei Economic and Cultural 
Office in Houston
11 Greenway Plaza, Suite 1504, Houston, TX 77046, U. S. A.
Tel :1-713-9639433,4  Fax:1-713-6224269
e-mail: SDHOU@scienceh.org
http://houston.nsc.gov.tw/welcome.htm

駐カナダ台北経済文化代表処科技組

Science and Technology Division
Taipei Economic and Cultural Office, Canada
45 O'Conner Street, #1960 Ottawa, Ont. K1P 1A4, Canada
Tel :1-613-2314983,7188  Fax:1-613-2315388
email: stdteco@stdteco.ca 
http://www.stdteco.ca

ヨーロッパ、アジア地区：ヨーロッパ、アジア地区：

駐EU兼駐ベルギー代表処科技組

Science and Technology Division
Taipei Representative Office in Belgium
Boulevard du Regent 40, Regentlaan 40, B-1000 Brussels, Belgium
Tel :32-2-5171731  Fax:32-2-2187658
e-mail: nsc.taiwan@taipei-office.be
http://belgium.nsc.gov.tw

駐チェコ代表処科技組

Science and Technology Division
Taipei Economic and Cultural Office, Prague
Evropska 810/136, 160 12 Praha 6, Czech Republic
Tel :420-235-312715  Fax:420-235-312718
e-mail: czech@nsc.gov.

駐フランス台北代表処科技組

Service Scientifique
Bureau de Representation de Taipei en France
78, rue de l'Universite, 75007 Paris, France
Tel :33-1-44398855  Fax:33-1-44398878
e-mail: nsc.taipei@wanadoo.fr
http://france.nsc.gov.tw/

駐ドイツ台北代表処科技組

Taipeh Vertretung in der BRD, Wissenschaftsabteilung
Wissenschaftszentrum
Ahrstr. 45 D, 53175 Bonn, Germany
Tel :49-228-302304~7  Fax:49-228-302308
e-mail: chang@nsc-taiwan.de
http://www.nsc-taiwan.de

駐イギリス台北代表処科技組

Science and Technology Division
Taipei Representative Office in the United Kingdom
50 Grosvenor Gardens, London SW1W 0EB, England
Tel :44-20-77309914；  44-20-78812667
Fax:44-20-77301711
e-mail: stdtro@btconnect.com
http://uk.nsc.gov.tw
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駐韓国台北代表処科技組

Science and Technology Division
Taipei Mission in Korea
6th Fl., Kwanghwamoon Bldg., 211, Sejong-Ro., Chongro-Ku, Seoul, 
Korea 110-730
Tel: (822)399-2168 Fax: (822)399-2169
e-mail: cschou@nsc.gov.tw

台北駐日経済文化代表処科技組

Science and Technology Division
Taipei Economic and Cultural
Representative Office in Japan
5-20-2 Shirokanedai, Minato-Ku, Tokyo 108-0071, Japan
Tel :81-3-32807915  Fax:81-3-32807933
e-mail: science@roc-taiwan.or.jp
http://japan.nsc.gov.tw/mp.asp?mp=1

駐ベトナム台北経済文化弁事処科技組

Science and Technology Division Taipei Economic and Cultural 
Office, Hanoi, Vietnam
5th Fl., HITC Bldg., 239 Xuan Thuy Street , Cau Gian Dist., Hanoi 
Vietnam
Tel :84-4-7685900  Fax:84-4-7685901
e-mail: wangyulung @yahoo.com.tw
http://vietnam.nsc.gov.tw/welcome.htm

駐ニューデリー台北経済文化センター科技組

Science and Technology Division
Taipei Economic and Cultural 
Center in New Delhi
84 Poorvi Marg, Vasant Vihar, New Delhi 110057, India
New Delhi – 110 057 , INDIA
Tel :91-11-4607 7757 / 58    Fax:91-11-4607 7759
E-Mail: india@nsc.gov.tw 
http://india.nsc.gov.tw

ロシア、オーストラリア地区ロシア、オーストラリア地区

台北モスクワ経済文化協調委員会駐モスクワ代表処科技組

Science and Technology Division
Taipei Representative Office in Moscow for the Taipei-Moscow 
Economic and Cultural Coordination Commission
Russian Federation, Moscow, 125009 Tverskaya Street, 24/2, 
Korpus 1, Gate 4, 5th Floor
Tel: 7-495-9563786  Fax: 7-495-2306383
e-mail: science@tmeccc.ru 
http://rus.nsc.gov.tw/welcome.htm

駐オーストラリア台北経済文化代表処科技組

Science and Technology Division
Taipei Economic and Cultural Office in Australia
53 Blackall Street, Barton Canberra,  ACT 2600, Australia
Tel: 61-2-61201000  Fax: 61-2-62731147
e-mail: stdivision@teco.org.au
http://aus.nsc.gov.tw/welcome.htm

備考：本資料内容についての法規や手続き、費用が修正された場合は
実際の資料を主として下さい。（入居申請の手引き）

中部サイエンスパーク管理局

アドレス：407台中市西屯区中科路2号	

電　　話：04-25658588分機7301王組長

E -メール：hongyan@ctsp.gov.tw

F a x ：04-25658811

Website：www.ctsp.gov.tw
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二林パーク位置説明

高等研究パーク位置説明

二林パークの面積は635ヘクタールがあリ。彰化県二林鎮の東北側に

位置し、国道1号員林インターチェンジの西約6.3キロです。

高等研究パークは南投県南投市の中興新村都市計画区内に位置し、面

積は約277ヘクタールがあリます。国道3号から南投インターチェンジ

を経て、もしくは中投公路でパークに来られます。

Central Taiwan Science Park

Central Taiwan Science Park


