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桃園捷運が誕生して、貴方にサービスを提供する する
沿革 / 企業使命 / 企業のビジョン
経営理念/ 企業識別の標識 / 組織図

桃園捷運システム 機会を創造する
システムの運営特点 / 運輸サービス

桃園捷運路線

速く繋ぎ

桃園捷運車両

快適な乗り心地

システム路線特点

車両紹介、輸送力

桃園捷運専門社員 頼れる
社員の研修

桃園捷運の駅

商機を孕む

駅と地域密着 /公衆芸術

桃園捷運は貴方に近づいている
台北、新北、桃園の統合の利益へ

取締役会会長の一言
台湾桃園国際機場捷運（略称機場捷運）、最初は交通部高速鉄路
工程局が企画した「桃園国際機場連外捷運システム建設計画」で
した。2006 年 6 月 26 日に着工して、第 1 ステージは、台北駅から
桃園空港まで、長さは 35.7 キロで、第 2 ステージは、桃園捷運の
藍線（桃園空港から龍岡まで、台湾高速鉄路桃園駅と中壢区を通
って、桃園空港から中壢中豐、環北交差点までのルートは優先に
取り扱う予定です）。全線全長は約 53 キロです。
2004 年に、この建設を計画した時、本人が交通部高速鉄路局を
担当して、考察団を連れて、香港、クアラルンプールへ見学に
行ってきました。そこの長所を真似して企画し、急行、普通車
とインタウン ‧ チェックインを結合して、あとは 2 つ急勾配
49‰と 47‰ の困難も乗り越えました。今回は開通する責任を負
って、これも本当に人生の機縁とも言えます。
機場捷運線のラッシュアワーは、旅客の必要によって違いま
す。飛行機に乗る人のは深夜と夜明けで、一般の旅客のは、出
勤と退勤する時間です。違う時間帯になったら、空港線の最大
利益を発揮できます。
台湾桃園国際空港は国家が世界に対して重要な門戸です。機場
捷運も台湾北部の交通の重要な中枢です。この時の機場捷運は
もうすぐ開通する重要なタイミングで、桃園捷運会社は社員全
員が積極的に運営のために準備して、「心配なく安全、安定な
システム」兩大原則の前提で開通します。旅客の安全とサービ
スの品質のレベルを確定して、台北市、新北市と桃園市の生活
エリアを繋がって、桃園全体エリアの発展を動かせて、最大経
済利益を目標として努力していきます。

社長の一言

機場捷運は企画から、建造、運営する前の準備まで、もう 20 年経ちました。全国国
民が期待してる重要な公共建設です。しかも、国内で最も複雑な公共交通機関捷運シ
ステムです。単一の運営路線が長くて、急勾配はたくさんある以外に、二種類運行パ
ターンダイヤは、一般のシステムと違って、国内初めての無線通信信号システムも採
用して、荷物取り扱いシステムとインタウン ‧ チェックインは、上記の各項システ
ムを統合して安定運行になります。建設単位或は運営単位にとって、非常に厳しい挑
戦です。
本人は、鄭市長に任命されて、大変光栄です。弊社取締役会に機場捷運の安全開通す
る重要な任務を任命されました。過去の高雄捷運の開通、高雄世界運動会と莫拉克風
害再建委員会などの仕事に通して得た実務経験を生かして、桃園捷運会社の捷運の発
展に有利な環境に転化することを望んでいます。
機場捷運の建つ時間はもう最後の段階に入って、もうすぐ運営開通する重要なタイミ
ングに、各項システムテストは本格的に進行しています。幸いで、何取締役会会長の
専業的なリードで、社員全体は全力で各項運営の準備を進行して、専業的な訓練とテ
スト作業で、機場捷運の工程進度を配合し、一緒に運営最初に調査した各項条件を達
成するように努力します。
未来に向けて、桃園捷運会社は「安定なシステム、心配なく安全」の前提で、外界の
資源を結合して、運営開通の任務を達成するように努力します。列車の安全の向上と
旅客の満足の成長を追求し続けて、優れた捷運サービスを提供します。

世界を回る
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桃園捷運会社の案内

桃園捷運が誕生して、
貴方にサービスを提供する
沿革
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10 月 28 日

3月9日

6 月 26 日

12 月 4 日

交通部が高速鉄路工程局に
本計画の工程建設機構を指
定した

中央に桃園国際空港と
繋がる捷運建設計画を
承認された

台湾桃園国際空港は国家のドアだとしたら、機場捷
運は国家ドアの伸びるのです。空港に出入旅客の安
全、便利、快適、高い水準の捷運サービスを提供し
て、先進国の重要な象徴だけじゃなくて、運営路線
の途中も多様な景観で、あとは駅建築と旅行は旅客
に空間に対する違う記憶を齎します。本計画は途中
の従来の都市発展と配合して、周りの地方繁盛も齎
して、都市と田舎の発展平衡を促進できて、環境の
改善と経済の振興などたくさんの効果を達成でき
ます。
本社は、西暦2009年7月13日から準備して、桃園市政
府は、交通部に西暦2009年9月1日に「桃園国際機場
連外捷運システム建設計画」の地方主務機関を指定
されました。捷運の推進及び沿線県市の提携関係の
建設のために、桃園市政府が台北市政府、新北市政
府を誘って一緒に会社の準備会議を開きました。結
果は三市政府と一緒に資金を出す決議を採択しまし
た。西暦2010年7月6日に、経済部が承認されて成立し
た「桃園捷運株式会社」に従って、桃園機場捷運線管
理維持の運営機構になりました。
本社の主な営業項目は公共捷運システム運輸業、他
の付属の事業項目も含め、他の各種の経路で合理の
利潤を貰えるように望んで、会社経営体系と利益を獲
得する能力を確保して、会社運営システムの開発、業
務プロセスの設計、財務企画、資金調達、社員の募集
と訓練及び駅エリアの企画などの事を力を注ぎます。

行政院院長蘇貞昌が機場捷運
の工程の起工式を司会した

交通部が機場捷運を中
壢駅まで伸ばすことを
公布した

企業使命

9月1日

交通部が桃園市を
地方主務機関に指
定した

3 月 15 日

経済建設委員会が桃園
機場捷運を中壢駅まで
伸ばす案を通過した

7月6日

桃園捷運株式会社
が成立された

安全、信頼できる、優れた捷運サ
ービスを提供する

企業のビジョン
経営理念
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永続的な経営、世界の典範

安全、サービス、革新

本社は成立して以来、捷運專業運営グループに力を注ぎまし
た。責任を持つ態度で運営の準備の仕事を完成して、機場捷
運の安全開通、永続的な経営の目標を達成します。革新と改
進し続けて、本社が環境を保護する核心価値や、民眾に優れ
た捷運サービスを提供し続けるビジョンを実践します。

企業識別の標識

この標識は楕円を主構造として、変化する円弧で回して、リズムと行進する速
度感が現れます。右上の方を紫色の円弧で回して、空を象徵して、飛ぶ意味が
あります。左下の方を藍色円弧で回して、地面を象徵して、速度感と斜めでア
ップするラインで捷運のイメージになります。
上、下円弧で陸、空を一体に結合して、内部で三本のラインを結合して、英語
の「Ｔ」になりました。飛行機が飛ぶ姿が現れて、国のドアの都市というイメー
ジと応じました。桃園捷運が桃園空港シティ繋がって、世界と接続することを
表示します。円形は3Tのイメージを隠れていて、充分に桃園捷運運営目標を
充分に示しました：
運輸(Transportation) 科技(Technology) 信賴(Trust)
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桃園捷運会社の案内

桃園捷運システム 機会を創造する
組織構造

取締役会組織の構造は下記へ：

1.取締役会会長は何煖軒で、社長は陳凱凌です。
2.取締役席1は 5席で、桃園市、新北市と台北市、三

取締役会

市の政府の株主が代表を指定しました：

システム運営特点

1.空港との連絡及び都会捷運の機能
平均間隔は10 ～12 分間

取締役会会長(常務取締役)
何煖軒

取締役会
会長

桃園捷運株式会社取締役会会長

急行車

常務取締役

取締役会
会長室

社長

高宗正

新北市政府副市長

李憲明

桃園市政府都市発展局局長

黃適卓

桃園市政府顧問

鄭佳良

台北市政府交通部副局長

取締役

社長室

政風課

会計事務課

財務部

総務部

人事部

企画部

職場安全部

整備部

運輸業務部

張昌財

桃園市政府経済発展局局長

陳錫禎

桃園市政府地政局局長

拱祥生

桃園市政府工務局局長

胡英達

桃園市政府消防署署長

周春櫻

桃園市政府法務処処長

劉坤億

桃園市政府研究発展評価委員会主任委員

陳凱凌

桃園捷運株式会社社長

呂衛青

新北市政府財政局局長

王聲威

新北市政府交通局局長

趙紹廉

新北市政府顧問

監督
歐美鐶

桃園市政府財政局局長

陳慧娟

桃園市政府主計処処長

陳嘉興

新北市政府顧問

  

台北駅から空港ターミナル駅まで、移動時間は約35分間

平均間隔は10～12分間
台北駅から空港ターミナル駅を通って、中壢環北駅まで

普通車

移動時間は約70 分間かかる

2.市内でインタウン•チェックイン（In-Town Check-In, ITCI）
市内でインタウン•チェックインは飛行機に乗る旅客に対

ビジネスと買い物の便利性も増えます。

する便利なサービスを提供します。簡単に言うと、空港

本システムは台北駅(A1)でインタウン•チェックインと受

内の飛行機会社のカウンターを都市センターまで伸ばし

託手荷物サービスを提供します。受託する荷物を直接に

て、捷運或は鉄道の駅部分を空港の縮小図に作って、旅

桃園国際空港まで送ります。本システムは全世界五番目

客は先に受託手荷物、席の選び、同時に搭乗券も取られ

にインタウン•チェックインを提供して、しかも、捷運シス

ます。旅客は早めにチェックインできるだけじゃなくて、も

テムと繋がる空港です。今世界中でこのサービスの捷運

っと便利で居心地のよい旅行を感応できます。国外或は

システムは：韓国仁川空港直結、香港空港直結、吉隆坡

国内を問わず、旅客に対して、このサービスは旅客が空港

空港直結と曼谷機場捷運で提供しています。

に行く途中の荷物の負担を減らすことができて、市内で

桃園機場捷運システムと一般都市捷運システムの比較リストスト
項目

運輸サービス種類

インタウン•チェ
ックインと 受 託
手荷物サービス

荷物放置区

便の情報表示システム

最高運営速度

桃園捷運システム

急行車/普通車

提供する

急行車1車両3処
普通車1車両2処

急行車1車両4個
普通車1車両2個

時速100キロ

都市捷運システム

普通車

提供なし

部分提供する

提供なし

時速70-80キロ
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機場捷運運営路線図

運輸サービス
旅客の必要に応じて、この捷運システ
ムは急行車と普通車、二種類の違う
サービスを提供して、急行車は飛行機
に乗る旅客に設 計して、普 通車は一
般都会の通勤する旅客のために設計
しました

• 空港直結、快適に空港へ
• 台北駅(A1)から桃園空港まで、ただ35分間かかる
急行車

台北 駅( A1 )から出発して、新北の産業園区 駅( A 3 )、長 庚病院 駅
( A8 )、桃園国際空港第一ターミナル駅( A12 )、第二ターミナル駅
(A13)あとは未來の第三ターミナル駅(A14)、六つ駅に停車します

• 都会捷運、効率的で便利です。

• 台北 駅( A1 )から中壢 環北 駅( A 21 )ま
普通車
で、全ての駅に停 車します。全 路 程
は、約70 分間

急行車

建設中の駅

普通車

未來は乗り換える路線になります

インタウン‧チェックインと受託手荷物サービスを提供する駅
交通部高速鉄路工程局、元に計画したインタウン•チェ
ックインと受託手荷物サービスを提供する駅です
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桃園捷運路線 速く繋ぎ

システム路線特点
このシステムの路線は桃園国際空港二期二ター
ミナルを分界点として、東に行くと台北駅へ、南
に行って、高速鉄路桃園駅を通して中壢駅へ行
きます。路線の全長は約53キロで、中で地下で走
る長さは約13キロで、高架鉄道部分は約 40 キロ
です。範囲は桃園市、新北市、台北市など、三つ
の行政区を含めました。沿路は全部 24 駅で、15
個高架の駅、9 個地下の駅を含めて、あとは青埔
と蘆竹、二間の整備工場を設立しました。
システム列車の最高運営速度は100 km/hrで、路
線は主に台北市、新北市、桃園市など2つの直轄
市を通しました。

1.支線の延長

本システムは 未 來 の 地 域 の 発 展 に 必 要 を 考え
て、未 来は車両を停車するために拡張できるよ
うに、A 1 8 駅で第三 道 路を 保つように設 計しま
した。

2.路線急勾配の区
本システム路線の全長は53キロで、急勾配,≧40 ‰
の部分の全長は約11.50キロです。中で全線の最も
急勾配,はA6駅からA7駅までにあって、傾斜は49‰
になりました。安全に基づいて、本システムはA6 駅
からA7駅まで、A9駅からA10駅までの長い急勾配部
分に対して、下り坂の制限速度を設定して、他の急
勾配部分の制限速度は、路線及びカーブの制限速
度に基づきます。

世界を回る
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桃園捷運車両
快適な乗り心地
電車の紹介
電車の外観の型、色と内装

急行車

前端カバープレートでコントラスが強いカバーになるため
に、全端のカバープレートの上半部を紫色にして、ヘッドラ
イトとテールライトの外殻を黑色にしました。前端カバープ
レートの紫色部分は車両の両側に伸ばして、上方のトリムは
紫色から薄い紫色に変化して、そして、進行する時に、列車
の周囲に流線型のイメージになれます。下方トリムの色は紫
色で、そして、旅客に急行車を区分しやすくために「急行
車」のサービス標識を描きました。
座席は2x2の方法で配置して、旅客に飛行情報とニュース、広
告のLCD看板を観やすくために、全ての車両を前後対称にし
ました。また、四組の対面式座席を設置して、旅客に多様性
の座席の選択を提供します。

普通車

普通車座席

全端のカバープレートの上半部を藍色
にして、ヘッドライトとテールライトの
外殻は黒色にして，。前端カバープレー
トの藍色部分は車両の両側に伸ばし
て、上方のトリムは藍色から薄い紫色
に変 化して、下 方トリム の 色 は 藍 色
で、そして、旅客に普通車を区分しや
すくために「普通車」のサービス標識
を描きました。四本手すりつく柱のデザ
インは、もっとたくさん立ってる乘客に
ドアの傍で握れるように作って、又、通
路区とドアの柱の傍にも円弧状のグリ
ップが設置されて、旅客に握れるように
作りました。

急行車座席

輸送力
本システムの急行車、普通車はパワーシャフトに配置されて、急行車は4台車両と1台荷物用車両で組み合わ
せして、全長は102.31mです。普通車は4台車両で、全長82.06mです。

本システムの急行車內で 216 席の横向き座 席(4席アクセスペースを含む)が設置されます。立ち客は 2. 5
人 /m 2で、228 人を入れると見積します。急行車運営容量は 4 4 4 人を合計します。普通車內部で車体両側

のドア通路のウィンドスクリーンの間に、188 席の縦向き座席(8 席アクセスペース含む)が設置されます。立
ち客は 5人/m2で、634人を入れると見積します。普通車運営容量は 822 人を合計します。

世界を回る
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桃園捷運専門社員 頼れる
社員の研修
積極的に優れた専門社員を育って、未来本社が交

機場捷運線各段階の開通日程と社員訓練計画に

1.訓練目標

望んでいます。又、未來は專業技術サービスの輸出

す。一番効率的な人力配置と訓練を執行して、各項

環境も提供します。仕事に対し積極的な態度、熟 練

務平衡の目標を達成します。

な専門人材を育ちます。同時に、各段階の健全な教

通輸送軌道事業の専門人材を育つ所になるように
を提供して、台湾の軌道運輸専門人材を国際に出

るように望んでいます。一緒に交通運輸サービス
の品質を向上させる精神を持って、旅客に安全、快
速、便利な運輸サービスを提供します。

初期、本社は主に機場捷運線の運営作業を準備し
て、機場捷運線開通運営日程を配合することを考え
ると、関連の運営準備作業は試運転と初調査する

前に完成しなければいけないので、101 年を本社

の準備時期を設定して、102 年、103 年を訓練時間

にして、104 年は運営マーケティングする時期にし
ます。違う年度の定位方針を通して、対応の事業計
画も実施します。

従って、一歩々々進めて、新人社員を応募していま

本社は新人社員に健全な訓練体系と良い仕事や学習

の専門の訓練と免許制度を通して、開通順調と財

な手際、革新の観念を持っている、それに、全面的
育訓練計画を通して、全ての社員は徐々に、自分を超
えて、成長して、優れた人材になります。

2.訓練計画
本社の訓練計画は運営準備計画人力任用日程と訓

練日程に従って、社 員 訓 練の準 備 、運営人 力の設

置、運営開通後など三段階で 進行しています。運
営準備社員の自己訓練、新人社員の訓練、専業訓

練、請負 業 者訓 練、講 師 訓 練、適 応 訓 練、復習訓
練などを計画して、技術検定合格を通して、実際運営
任務の必要に符合するかどうかを確認します。
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桃園捷運駅

商機を孕む

駅と地域密着

A3新北產業園区駅
A21環北駅

A1 台北駅
台北駅特定区域

位置：台北駅西側
国国際に繋がる / 多様な発展

A2 三重駅
三重都市計画区域

位置：三重区疏洪東路と捷運路交差点（台北捷運中和新蘆線三重駅）
親子の交流 /水域に親しむ / 余暇生活
親水公園
都会近郊区：都市広場

A3 新北產業園区駅
知識経済產業園区

位置：新莊区新北大道と五工路の交差点（台北捷運環状線新北產業園区駅と同じ駅 ）
商工業発展/產業
商工業展覧貿易
都会近郊区：都市広場

A4 新莊副都心駅
新莊副都心

位置：台一線新北大道北側新五路と五工六路の間
優れた住宅 / 契機
副都心住宅都市
都会近郊区：都市広場

A5 泰山駅
泰山の都市計画区域

位置：泰山区新北大道と泰林路の交差点
健康生活 / 自然に親しむ
步道健康の旅

A6 泰山貴和駅
泰山都市計画区域

位置：泰山区新北大道二段と貴陽路の交差点

A7 体育大學駅
緑の健康新都市

位置：龜山区文化一路と青山路の交差点の北側
商工業発展/產業
商工業展覧貿易
都会近郊区：都市広場

A8 長庚病院駅
林口特定区域

位置：龜山区文化一路と復興一路の交差点
優れた医療 / ビジネスホテル住宅
健康医療ビジネス

A9 林口駅
林口特定区域

位置：林口区文化三路と八德路の交差点
新開発区 / 便利なビジネス / 優れた住宅

A10 山鼻駅
航空生活新都市

位置：蘆竹区南山路山鼻橋南側
水域と緑に親しむ
自転車の旅

A11 坑口駅
楽しい水域新町

位置：蘆竹区坑口村の近く
乗り換え / 池に親しむ / 田舎風景

捷運双子星ビジネス

都会近郊区：都市広場

都会近郊区：都市広場

価値が上がる潜在力/ 産業界と学校との連携 ブルーダイヤモンド特区の価値が上がる 都会近郊区：都市広場

林口新年

林口特定区域：特区公園

林口特定区域：特区公園

田野区域：田野花園
自由貿易港保税区域 / 自転車の旅

田野区域：田野花園
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A16 橫山駅

A12 空港第一ターミナル駅

位置：台湾桃園国際空港第一ターミナル駅南路の下
Gate to Asia
国家ドア / 国際に繋がる / 旅と運輸必要

空港特区：特区公園

A13 空港第二ターミナル駅

位置：台湾桃園国際空港第二ターミナルの下
国家ドア / 国際に繋がる / 旅と運輸必要

Gate to Asia

空港特区：特区公園

ターミナル園区

位置：台湾桃園国際空港第三ターミナル西側
国家ドア / 国際に繋がる / 旅と運輸必要

Gate to Asia

空港特区：特区公園

A14a 空港ホテル駅
ターミナル園区

位置：台湾桃園国際空港過境ホテルの近く
国際に繋がる / 旅と運輸必要 / 旅と休憩

Gate to Asia

空港特区：特区公園

A15 大園駅
旅產業の新町

位置：国道 2 号高速道路大園インターチェンジの近く
親子イベント / 自然の
空の城を描く旅
田舎区域：田野花園

A16 橫山駅
花園生態新鎮

位置：大園区橫山社区自強橋の近く
池に親しむ / 田舎風景
花園と池の生態の旅

A17 領航駅
捷運特色新鎮

位置：高速鉄路桃園駅特定区域東北側
整備工場に親しむ / 繁盛に齎す
捷運の旅に親しむ

A18 高速鉄路桃園駅
高速鉄路特定区域

位置：高速鉄路桃園駅の北側
貿易產業が集まる新町 国際医療專区 / 国際ビジネスイベント 高速鉄路特定区域：特区公園

A19 桃園体育園区駅
体育新鎮

位置：高速鉄路桃園駅特定区域西南側
野球博物館/レジャー娛樂
野球シリーズイベント

A20 興南駅

田園住宅新都

位置：中壢区中豐北路下興南の近く
発展の潜在力/ 田舎風景
潜在力がある新しい住宅都市

A21 環北駅
地区運轉新都

位置：中壢区中豐北路與環北路交差点
転運駅 / モール / ホテル
環北転運センター

A22 老街溪駅

予定の位置：中壢区中豐路と中央西路の交差点

A23 中壢駅

予定の位置：中壢区健行路と新興路の交差点

ターミナル園区
ターミナル園区

A14 空港第三ターミナル駅

田舎区域：田野花園
高速鉄路特定区域：特区公園

高速鉄路特定区域：特区公園
都会近郊区：都市広場

都会近郊区：都市

A14a 空港ホテル駅
A17 領航駅と青埔整備工場

20
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A4新莊副都心駅
A9林口駅
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A2三重駅

A12桃園空港第一ターミナル駅

公衆芸術
機 場 捷 運の 公 衆 芸 術は『 有感台 湾 ( S e n s o r t o u r

Taiwan) 』のテーマに基づいて、全体の芸術をデザイ
ンします。台湾特有の鳥の種「台湾紫嘯鶇」
（通称琉

璃鳥）を捷運のイメージとして、
「台湾紫嘯鶇」の飛翔
を通して、そして紫色を主な色として、全線 24 駅の內

で一致のシステム施設項目を現れます。デザインは移

動風景の捷運列車車体の外観、プラットホームのドア
の柄、エスカレーターのステップの視覚の色、台湾紫

嘯鶇の立体的な彫刻、トンネルライトボックスと開通
紀念品などの項目を含めて、飛翔の概念で、台湾の人
文、山と島の多様化を示します。

又、
『交•感知区』をテーマとして、公衆芸術の作品と

捷 運の空間を統合して、旅客が行ったり来たりの間
に、芸術家が空間のために創造した人文雰囲気を感
A18桃園高速鉄路駅

じて、これら芸術作品で 素晴らしい思い出と経 験が
残って、また再会の動力になります。国內外で知名な

当代芸術家は創作に参加してもらって、芸 術 家 たち

は 、機 場 捷 運 の た め に 、多 様 な 、独特な風格と美

学の公衆芸術品を作りました。形は彫刻、インタラク
ティブ装置、機械動力、平面と映像などのさまざまな
形式を使ってます。

これらの作品で当代文化芸術、生活美学と台湾の特
色を示して、出入国の旅客は台湾の芸術雰囲気と文化

を感じることができて、民眾に機場捷運の公衆芸術の
全景を深く体験させます。

各駅芸術家の作品の案内
A2三重駅 芸術家：陶亞倫(台湾)
設置場所：A2駅のプラットホーム階南側の機屋建築体
創作テーマ：夢と思いでのベルトコンベヤー
A3新北產業園区駅区駅 芸術家：賴珮瑜(台湾)

設置場所：A3新北產業園区駅のアウトドア広場の弧
状壁
創作テーマ： □都市隣近所
A3新北產業園区駅 芸術家：蘇尼爾•高帝(インド)

設置場所：A3新北產業園区駅の有料区ホール廊下
創作テーマ：伽利略と彼の友達が私に残った月
A4新莊副都心駅駅 芸術家：任大賢(台湾)
設置場所：2Fの繋がる階、5Fプラットホ
ーム階の南北向プラットホーム
創作テーマ：幸福の旅
A8長庚病院駅 芸術家：Paramodel(日本)
設置場所：二階の繋がる通路のエス
カレーター両側の歩道の壁
創作テーマ：銀河鉄道マーキング（Paramodelic Graffiti）
A9林口駅駅 芸術家：豪華朗機工(台湾)
設置場所：A9駅地面の階の入口ホールの天井
創作テーマ：フリーのブラブラ
A12桃園空港第一ターミナル駅ターミナル駅 芸術家：林俊廷(台湾)
設置場所：A12機場捷運改札口がタ
ーミナルと繋がる通路の壁
創作テーマ：通過—心の航路
A13桃園空港第二ターミナル駅ターミナル駅
芸術家：丹尼爾•羅森(美国)
設置場所：B2繋がる階の主な入口の公共エリア
創作テーマ：デジタルミラー
A18桃園高速鉄路駅 芸術家：佛羅里安．克拉爾(德国)
設置場所：A18と高速鉄路桃園駅の間の広場
創作テーマ：気門九号のリズム
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桃園捷運は貴方に近づいています
台北、新北、桃園の統合の利益へ
桃 園 国 際機 場 連 外 捷 運システムは台北 捷

運、台湾高速鉄路と台湾鉄道と繋がって、未

來は桃園市、新北市と台北市の民衆にもっと
完全、便利のシームレス運輸統合システムを
提供します。

桃園捷運会社の案内
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終わり
桃園国際機場連外捷運システムは空港旅行運輸と都会捷運の機能を持っています。国際航路や国內交通ネットと密着に結合して、桃園国際
空港、台北駅、高速鉄路桃園駅と台湾鉄道中壢駅などの交通運輸中枢と結んで、国民と国際空港に出入旅客の安全、便利、快適、高い水準
の捷運サービスを提供して、もっと完全、便利な複合運輸システムになって、沿線の経済発展を促進して、就職の機会を増加します。
機場捷運システムが運営開始したら、桃園国際空港への交通も改善できて、大幅に経営優勢を上がるだけじゃなくて、有效的にアジア地
区、また全世界中の競爭力も向上できます。未來、旅客がは機場捷運に乗って台北駅(A1)から桃園国際空港まで、わずか約35分をかかりま
す。旅客が空港までの往復時間を短くするだけじゃなくて、高速道路の渋滞を有效的に改善できます。燃料消費量、空気の污染などの社会の
コストも減らすことができます。出国の旅客は、機場捷運線でインタウン‧チェックインサービスで、早めに台北駅( A1 )で手荷物を受託し
て、搭乗券を取得して、インタウン‧チェックインサービスの便利さを堪能できます。
未來を望んで、本社の中、長期の運営計画を配合して、優れた機場捷運サービスの提供と最大利益の追求を目標として、会社の治理制度を
確実に進行して、運営体系を強化して、サービス品質を上がって、運営業績を創造するように努力します。運輸市場の特徴と消費者の必要も
考えて、適時に各項マーケティング宣伝方針を採用して、未来は旅客の数を安定に成長して、売上げも上がれるように期待しています。

