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公司/學校

1 山崎金型企業有限公司

2020/8/14
領域

金属加工

業務内容
精密金属部品加工、金型の開発と製造 、プ
ラスチック製品成型

連携種類
販売拡大

商談方向
台湾で精密金属部品加工依頼、金型製造依頼 、プラス
チック製品成型生産依頼のご検討。

HP
http://www.yamazaki-mold.com.tw/jap_company.htm

金属加工部品の輸出について、台湾では少量・高品質の工
業用加工品の面で、非常に競爭力が高いと考えます。日本
2 正晴偉業股份有限公司

金属加工

輸出輸入、家電製品メーカー（自社工場：
エアコン、冷蔵庫）

お客様にとって、海外調達のコストダウンと品質安定を実
その他（受託加工）

現する為に、当社投資してる台湾及び中国の工場から製品 http://www.bestpartner.com
を納入致します。当社は品管体制審査・試作から量産・出
荷前検査から品管体制の定期チェックまで、弊社経由で管
理して、日本へ納入いたします。

アルミダイキャスト部品及び金型の製造、
3 明鴻工業股份有限公司

金属加工

台湾内他会社、製造部品の委託開発造／調
達／輸出

委託生産
その他（輸出貿易）

ALダイキャスト部品の委託開発造／調達／輸出

http://www.mhcgroup.com.tw/

4 十方匯國際貿易有限公司

日用品

家具

販売拡大

代理メーカーを探し

https://www.simplelife-bed.com.tw/

5 台灣向大企業有限公司

金属加工

各種類のOEM部品の製造及び販売

販売拡大（代理店を探す）

長期的なパートナーシップの相手を開拓したい

www.kodai.com.tw

委託生産
6 萬寶行

日用品

日用クリーニング用品

販売拡大

販売拡大(代理店)

技術連携
7 和頌企業股份有限公司

金属加工

金属部品加工

8 台灣帝鄉實業有限公司

金属加工

金属部品加工

9 常榮機械股份有限公司

電子機械

金属部品の各種工程OEM受託生産

販売拡大

金属部品を海外調達したい客先に高品質な部品を提供いた
します。

販売拡大

ステアリング部品、サスペンション部品、鍛造品、加工品

技術連携

のご相談

委託生産

金属部品の各種工程OEM受託生産の需要がございました

販売拡大

ら、弊社に依頼してみてほしいです。

www.hosong.com.tw
www.dihshiang.com.tw
http://oem.prosprise.com/jp

弊社の専門：鋳造品+精密加工
鍛造品+精密加工
10 Boomster Corporation

金属加工

鋳造品/鍛造品+精密加工&引き抜き材+加工 その他：ＯＥＭの方式で、商品の受注が対

引き抜き材+加工

&ＣＮＣ旋盤加工品&機械加工品等〔スチー 応できます。加工または組立作業なども対

ＣＮＣ旋盤加工品、機械加工品等〔スチール、ステンレ

ル、ステンレス、樹脂など様々な材質〕

ス、樹脂など様々な材質〕

応できます。

www.boomster.com.tw

ＯＥＭの方式で、商品の受注が対応できます。加工または
組立作業なども対応できます。
弊社は精密鍛造の専門工場で、1971年に成立され、約50
年の生産経験があり、また、高品質の保証を追求のため、
11 貫煜工業股份有限公司

金属加工

自動車パーツ、機械関連パーツ、金属パー

販売拡大

ISO9001とIATF16949を認証されました。弊社では

ツなどの鍛造事業

生産製造

1600T、1000T、600Tなど大型、中型、小型鍛造のプレス

http://www.guanyu-forging.com/

機械を持っております。最大産能は100万個/月となり、製
品重量は100g~30kgとなります。
12 綠能奈米科技有限公司

日用品

日用品や医療などの繊維商品

13 麗群興業股份有限公司

日用品

EVA商品の開発、製造、輸出

販売拡大
販売拡大
技術連携

繊維商品の輸出

http://www.greene.com.tw

日本代理店、新規取引、日本市場向けに商品輸出
オーダーメイド、小ロットから量産までお客様のニーズに

14 全曜機械股份有限公司

金属加工

半導体設備用部品、金属箔巻取り装置用部
品、機械加工全般、産業機械部品、冶具

委託生産

対応いたします。

販売拡大

御社の製品に興味を持っている商売代理店になりたいで

技術連携

す。お互い機械加工（表面処理）の技術協力のパートナー
を探しております。

http://www.chuanyao.com.tw/
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■ 華新医材(股)公司Motex Healthcare
Corp.：マスク、グローブ、創傷被覆材全般
15 華新醫材股份有限公司

バイオ医療

のグローバルマーケティング

■MOTEXブランドマスクの生産販売、お客様ブランドマ
販売拡大

スクの受注生産、

■ 華新ゴム工業(股)公司Modern Healthcare 技術連携

■お客様ブランド創傷被覆材の受注生産、

Corp.：マスク、グローブ、創傷被覆材全般

■検診用・手術用グローブに関する問い合わせの受付

https://www.motex.com.tw

の台湾国内マーケティング
16 迎盛股份有限公司

金属加工

カスタム板金設計、加工

その他：板金加工のサービスを提供する

カスタム板金部品を調達予定のある企業。

https://www.bliksen.com/

三つ認証AS9100（航空宇宙産業品質マネジメントシステ
ム） / ISO9001 / ISO13485(医療機器の品質マネジメント
システム)取得しており、販売実績は航空・医療・自動
車・マイクロ波通信・ロボット・光学・バイク・自転車・
17 中騰融通有限公司

金属加工

CNC精密部品加工がメインで、特殊材料と

委託生産

工法を使って、OEM/ODM提供する

販売拡大

電子部品・LCDパネル/半導体等業界実績があります。
CNC精密部品加工に基づいて、社内で旋盤設備やフライス https://www.ctt-metal.com/
盤装置を備え付けてます。
ニーズにより、様々なプロセスや特殊材料を対応致しま
す。
CNC精密部品加工及びOEM / ODM統合サービスを一括し
て提供します。

販売拡大
18 佐順企業有限公司

金属加工

金屬製造と貿易

調達

製造生產合作、進出口產品的代理

http://zuo-shun.com/index.php?lang=jp

技術連携
お客様の多様なファイナンスニーズ、アウトソーシング
19 President Tokyo Corporation

サービス業

法人向けオートリース，設備リース

その他：高品質のリースサービスを国内外

ニーズに対応した総合的なサービスをご提供すべく、業務

の企業に提供いたします。

領域の多角化と台湾に限らず中国大陸も含めた両岸での業

http://www.ptcl.com.tw/

務版図の拡大を進めてまいります。
1. MiiS Horusブランドの医療製品販売
ハンドヘルド・デジタル診断器具の設計と
20 晉弘科技股份有限公司

バイオ医療

製造、遠隔医療ソリューション、AI診断ソフ
トウェア

販売拡大
技術連携

2. 日本医療器材メーカーのOEM/ODM
3. 医療器材、AI活用、遠隔医療のニーズがある日本メー

http://www.miis.com.tw/

カー
4. 医療関連映像ソフト及びハードの技術提携
バイヤーのニーズを理解するほか、大賀のプロフィールを
紹介します。
1) 大賀智聯網は主にSI(System Integration)サービス、
トータルソリューション(Total Solution)を提供していま
す。
2) 自社で研究開発チームと、組立て、検査、包装ラインを

21 大賀智聯網股份有限公司

電子機械

OEM/ ODM/ JDM

販売拡大
技術連携

持っており、一貫サービスを提供し、IoTのAIとの結合、
医療製品(Class 2)などの開発製造実績がございます。

www.ohga.com.tw

3) ISO 9001 、ISO 13485 :2016認証による電子製品や医療
製品の製造サービスを提供します。
4) 長期的に提携でき、共に新市場を開拓できるパートナー
を探しています。たとえば、大賀と日本のYuasaグループ
との提携で、湯浅和台社を設立しています。
5) Class 10,000無塵室設備を有し、精密加工へのニーズを
満たしています。

22 達里實業股份有限公司

金属加工

Manufacture of all kinds of hand tools.
OEM/ODM servise.

販売拡大

製品輸出、お客様のブランド品をOEM/ODMするなど

http://www.ozarktools.com.tw/
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23 利宇工業股份有限公司

2020/8/14
領域

プラスチック製造

業務内容

連携種類

プラスチック射出成型金型の設計及び製

委託生産

造、並びにマウスピースの製造

販売拡大

商談方向
スポーツ用品輸入業者やプライベートブランドで、マウス
ピースの販売又はマウスピースのオーダーメイドに興味の
ある業者

HP
www.2n3shot.com
www.reliance.com.tw

延昌は金属プレス部品、モール材成型、バネ金具、CNCフ
24 延昌五金鉤環彈簧工廠

金属加工

金属プレス部品、モール材成型、バネ金

販売拡大

ライス盤加工部品等製品のカスタマイズを提供できます。 https://yenchang.en.taiwantrade.com/

具、CNCフライス盤加工部品

技術連携

また、技術提携など、関連業務サービスも歓迎いたしま

https://www.yenchang.com.tw/

す。
自社製品：シリコン製人工乳房(乳癌切除患
者用の体外補足物)、シリコンクッション(車
いす利用者用)、シリコン減圧クッション(長 販売拡大
25 景運塑膠股份有限公司

プラスチック製造

時間手術用の低反発シリコン製クッショ

その他：新規顧客開拓(シリコン製品・付属 新規顧客開拓(シリコン製品・付属品の受託生産及び開発) www.jyplastics.com

ン)、シリコン製インソール、シリコンパッ 品の受託生産及び開発)
ド(美容用品)、シリコン製品の受託生産及び
開発(完成品または付属品)
ここ数年、日本ブランドによる商品設計を行い、設計サー
ビスを提供してます。これまでの成功事例を基に、その延
26 格子設計有限公司

サービス業

製品設計、工芸デザイン、芸術創作

技術連携

長線上に日本企業のための設計を続け、今回のイベントを
通じて、日本のブランドのために、テクノロジー製品や伝

https://www.gridesign-studio.com/

統工芸製品、家具デザイン等の設計サービスを提供しま
す。
1. ラボラトリー・ソリューション – 農薬スクリーニング技
27 巨研科技股份有限公司

電子機械

科学、医療などの検査設備を提供

販売拡大

術 (FaPEx),、動物用医薬品スクリーニング技術 (FaVEx)

技術連携

2. ラボラトリー・ソリューション – iTAS (intelligent

https://www.getech.com.tw/index.php?lang=en

Target Analysis System)
主に NTU 568 紅麹菌株及び NTU 101 乳酸
28 SunWay Biotech Co., Ltd.

29 杏合生醫股份有限公司

保健食品

金属加工

菌菌株の研究、設計、製造に注力し、原料
販売と全方位『カスタマイズ』による製品

弊社は原料供給業者として、日本の保健機能食品又は食品
販売拡大

の代理店、販売業者、ブランド業者とのODM/OBMによる
提携を望んでいます。豊富な製品開発経験によって、メー

開発サービスを行っています。

カー様の製品開発や技術サポートなどを手助けします。

医療及び自動車の部品OEM加工/耳式体温計 委託生産

1) 耳式体温計の販売経路及び代理店

販売。

2) OEM(医療及び自動車)

技術連携

http://sunway.cc/tw/

http://www.qscc.com.tw/

1. 完全な音響心理学応用音響プラン/アルゴリズムのOEM

30 Biztelli Co., Ltd.

電子機械

音響心理学応用音響製品 Psychoacoustic
soundbar

委託生産
販売拡大
技術連携

31 慶陞工業股份有限公司

電子機械

電子部品製造

販売拡大

32 櫻馫興業股份有限公司

食品

冷凍枝豆、冷凍タピオカ、冷凍野菜

販売拡大

33 大進油壓機械

電子機械

油圧式管曲げ加工

販売拡大

金属板プレス加工、電子部品製造、ファイ

委託生産

ンブランキングプレス部品製造、オーディ

販売拡大

オラック製造

技術連携

34 坤豐金屬工業股份有限公司

金属加工

を承ります
2. 特別なご要望のある音響/音響心理学プランをご希望の
場合、技術提携によりカスタマイズにご協力いたします

https://biztelli.com

3. 委託生産を承ります

電子部品OEM、製造業者の国外顧客とのマッチングを希
望

https://www.kinsun.com/

代理店を希望。さらなる提携により、相互の利益を増大
し、より多くの価値を創造したいと考えています。
代理店、輸入業者を希望。

http://www.ta-tube.url.tw/

プレス加工部品製造受託、OEM製造

www.kfstamping.com
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販売拡大
35 思品有限公司

食品

Granola

技術連携

販売代理店、ブランドとの提携を希望

www.choicedelights.com

その他 ：ブランド提携
取次販売または代理店、またはOEM/ODMの顧客、或いは
36 格瑞生醫股份有限公司

電子機械

空気清浄製品

販売拡大
その他 ：ODM/OEM

各種空気清浄製品の共同開発パートナーを希望。例：携帯
式空気清浄機、電子集塵式空気清浄除湿機、車内空気清浄 http://www.gbmshen.com/
機、デスクスタンド型空気清浄機、エレベーター用空気清
浄機等
1. 日本の販売代理店/取次販売店、適合する販売経路。ex:

37 藝創設計股份有限公司 / InnovArt Design
電子機械
Inc. (TW)

車用電子機械

販売拡大

BicCamera/LOFT/Tokyu Hands…etc

技術連携

2. 提携可能な日本の企業/組織，ex:

その他 ：戦略的パートナー、潜在的投資の

Toyota/Honda/Suzuki/Nissan/Softbank…etc

可能性

3. 日本当地のアクセラレーター加入/拠点展開/潜在する投

www.theinnovart.com

資の可能性
主な目的としては、各地域の文化、飲食、生き物などの物
事を、ゲームを利用して、観光客に伝えることです。
私たちは、ロケーションベースサービスを通じて、プレイ
ヤーが実際に足を運べるよう、現地の魅力を楽しめる観光
スポットを選定しました。

AR拡張現実を通じ、旅行体験をゲーム化し
38 Toii Inc.

システムとソフト

ます。

販売拡大

プレーヤーはゲームを進んで実際の観光ス

技術連携

ポットに足を運びます。

1. 当社はゲームを通じて、たくさんの台湾人観光客を地方
県市ヘ誘致します。

www.toii.io

2. 既に地方県市でプレイしたことのあるプレイヤーにも、
ゲーム内で県に関する新たなキャンペーン情報を随時発信
することで、再度訪れたいという意欲をかきたてることが
できます。
3. 今回の提携プロジェクトを機に、台湾と日本との間でお
互いの商機をより多く創ります。

光隆精密WKPTの事業内容は加工完成品の製
造です。。材料について、鋳鉄、アルミダ
39 光隆精密股份有限公司(World Known
電子機械
Precision Industry Co., Ltd.)
イカスト、アルミ重力鋳造、鋼鉄などの材

販売拡大

素材と機械加工完の2パターンのお見積りご依頼が御座い
ましたら、是非ご遠慮なくお申し付けください

https://tw.wkgroup.com/jp

質を加工対応可能です。
電子楽器関連製品をはじめ、お客様のニー
ズにお応えできるよう、30年以上豊富な経
40 科音國際股份有限公司

金属加工

験と実績、ノウハウを活かし、製品設計、
部品調達、基板実装（SMTとDIP）、製品組
立、完成品検査、出荷にいたるまで、幅広

委託生産
技術連携

OEM,ODM SERVICE

http://soundland.com.tw/

OEM精密板金加工、OEM架台製造

http://www.konzern.com.tw/main.asp

その他：OEM,ODM SERVICE

くサポートさせていただきます。
41 高健雷射精機股份有限公司

42 康瑩國際實業有限公司

金属加工

日用品

43 Handy Twins International Co.,ltd. 金属加工
44 鑫研盛精密工業股份有限公司

バイオ医療

受注から出荷までの一貫した管理体制の精
密板金加工、架台製造
医療介護器具の開発と販売、化粧品開発販
売
各種類ハンドツール
射出成形医療機器、型製造、組立完成品

委託生産
販売拡大
技術連携
1 介護、マタニティー・ベビー用品の代理探し
販売拡大

2 介護用品委託生産

https://ozer-kangying.com

3 医療、化粧品用品の代理探し
販売拡大
販売拡大
技術連携

ハンドツール開発、委託生産、販売

http://www.handytwins.com

委託製造やカスタマイズ化の需要がある製薬工場/医療器
材製造工場/生物医学・生物技術会社を対象に提携希望で
す。

http://medical-part.com.tw/
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公司/學校

45 美光生醫科技股份有限公司

2020/8/14
領域

バイオ医療

業務内容
化粧品、スキンケア用品、ケアクリーム入
りハンドサニタイザー

連携種類
委託生産
販売拡大
技術連携

商談方向
日本と提携してフェイスケア化粧品とケアクリーム入りハ
ンドサニタイザーをOEM生産します。

HP
https://www.medicon.tw/

販売拡大
46 奇翼醫電股份有限公司

バイオ医療

医療保健装置とソフトの設計開発

調達

ビジネスモデルと協力

https://singularwings.com/en/

新製品開発、既存製品の生産委託。

http://www.achb.com.tw/

製品開発、ＯＥＭ、材料、臨床、技術移転、販売、認証

http://www.twbm.com.tw/aboutus.php?lang=en

技術連携
当社は、主に複雑な精密機械加工、エンジ
47 穎佳企業股份有限公司

金属加工

ニアリング、製造、組立て関連サービスを

委託生産

提供しており、生命科学、医療、航空宇

販売拡大

宙、自動車産業部品なとを生産していま

技術連携

す。
委託生産
販売拡大
48 台灣生醫材料股份有限公司

バイオ医療

イノベーション医療器材研究開発

調達
技術連携
その他：技術移転、販売、認証
技術連携

49 明基透析科技股份有限公司

バイオ医療

医療機器の製造販売

その他：医療機器に関連する新技術、投資
可能な会社または代理可能な製品の確認

医療機器に関連する新技術、投資可能な会社または代理可
能な製品の確認

http://www.benqdialysistech.com/

技術連携
50 員全股份有限公司

プラスチック製造

プラスチック射出成形、金型製造

その他：プラスチック部品の受託設計、生

プラスチック部品の受託設計、生産等

www.yomura.com.tw

産等
51 LONG DERE PRECISION CO., LTD金属加工

プログレッシブメタルスタンピング

委託生産

1. 日本での事業開発のハウツー

販売拡大

2. 見積もり依頼ができるプラットフォームの有無

http://www.lungder.com.tw

販売拡大
52 永康醫材科技股份有限公司

バイオ医療

医療器具研究開発

技術連携

製品提携、OEMおよび技術交換

www.yungkang.com.tw

その他：製品提携、OEMおよび技術交換
技術連携
53 撼衛生醫科技有限公司

バイオ医療

医用ハードウェア機器の研究開発および製

その他：ウェアラブル光モニタリング装

ウェアラブル光モニタリング装置、免疫抗体検査装置、遺

造、医用データベースAIアルゴリズム統合

置、免疫抗体検査装置、遺伝子検査データ

伝子検査データ処理連携開発

処理連携開発
海外より、中国大陸への医療機器材料製品
54 互貴興業股份有限公司

バイオ医療

のライセンス取得、生産、マーケティング
分析、技術転移等。

www.hukuibio.com

技術連携

望。

IVDリサーチ デザインと製造業

販売拡大

バイオ技術連携と製品販売

www.micareo.com

バイオ医療

システムインテグレーション

販売拡大

販売チャネル及び提携先を希望

https://www.shennonacorp.com/

金属加工

粉末冶金パーツ制作

販売拡大

自動化技術を重点として、双方の技術及び業務における連 http://www.auroral-

技術連携

携の機会に構築ついて協議する。

調合薬や医療機器業務

56 MiCareo Taiwan Co., Ltd

バイオ医療

57 神寶醫資股份有限公司
58 旭宏金屬股份有限公司

電子機械

精密機器、
スマート製造システム
電力ケーブル、電子線、通信ケーブル、エ

電子機械

ナメル線など；再生エネルギー投資開発、
再生能源投資開發、工事請負等

61 協同能源科技股份有限公司

中国大陸市場に進出したい医療機器の会社
AIを含めた病院医療機器関連のビジネスパートナーを希

バイオ医療

60 亞太電線電纜股份有限公司

技術連携
調達

55 台灣綠十字股份有限公司

59 均豪精密工業股份有限公司

委託生産

電子機械

蓄エネルギーシステム及び関連製品

販売拡大
調達
技術連携

1．スマート工場における予防保全システムの適用性
2．IoT技術が工業用応用

調達

太陽光発電及び蓄エネに関する製品の技術提携、或いは、

技術連携

代理販売

販売拡大
技術連携

蓄エネルギーシステムに関する技術及び製品の連携開発

www.greencross.com.tw

sinter.com.tw/jp/01_about/about_01.htm
http://www.gpmcorp.com.tw/jp-jp

http://www.pewc.com.tw/tc/index.php

http://www.usesys.com/
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領域

業務内容
動力バッテリー業務開拓(一般用車・物流用

62 塔菲爾新能源有限公司

電子機械

車・大型バス・電動船舶・工業蓄エネ製品
など)

連携種類

保健食品

HP

電力バッテリー製品、技術開発、高圧製品応用に興味があ
販売拡大

るパートナーを探したいです。

技術連携

動力バッテリーモジュール、高圧製品応用、DC400V、一

http://www.tafel.com.cn

般用車、物流車；DC600V大型バス; DC900V光起電力発電

1. 原薬、機能性発酵効能素材開発と生産、
63 生展生物科技股份有限公司

商談方向

健康栄養食品研究開発と生産、医療機器代

委託生産

理販売など。

技術連携

2. グループ会社で、原薬、バイオ医薬品、

その他：共同開発、機器の購入および調達

チェーン薬局などの経営もしています

ブランドマーケティング、新商品共同開発、素材提供、素
材調達、ライセンスアウト、日本設備機器購入、受託生
産、台湾での代理販売、日本で補い合う企業との提携、東

http://www.syngen.com.tw/EN/

南アジアと欧米での販路提携、代理販売

台湾トップクラスの素材と健康栄養食品
64 葡萄王生技股份有限公司

保健食品

メーカー。機能性キノコ、プロバイオティ
クスの生産販売、受託製造／機能性食品の

販売拡大

素材提供、受託生産、日本ディストリビューター、商社と
の連携

https://www.grapeking.com.tw/tw/home

OEM・ODM
1.健康栄養食品の受託製造・販売
65 立康生醫事業股份有限公司

保健食品

2.工場見学のモデルで健康栄養食品・美容商
品・健康コンサルタントなどの販売を台湾

販売拡大

台湾での販路提携・代理販売、受託生産

http://likangbio.com/en/

で展開
ブランドマーケティング、新商品共同開発、商品企画の依
漢方OTC、漢方薬濃縮製剤、健康食品と一
66 統欣生物科技有限公司

保健食品

般、薬用化粧品の研究、開発、製造、卸
し、小売、売買、及び輸入出貿易

販売拡大
その他：共同開発、ライセンスアウト/イン

頼、素材提供、素材仕入れ、ライセンスアウト、ライセン
スイン、受託生産、委託生産、台湾での代理販売、日本で http://uni-biotech.com/en/
ディストリビューター、商社との連携・補い合う企業との
提携、東南アジアでの販路提携・代理販売

67 台灣綠藻股份有限公司

保健食品

緑宝クロレラ関連製品の製造販売、日本へ
40年の販売実績がございます。
1. 前臨床動物実験CRO業務（医療機器、健

68 麥德凱生科股份有限公司

保健食品

康栄養食品、化学品、農業環境用薬など）
東京で支社ございます。
2. 販売協力

http://taiwanchlorell.so販売拡大

受託生産、日本での販売拡大

buy.com/ezfiles/taiwanchlorell/img/img/193373/inde
x.html

委託生産
販売拡大
その他：共同開発、日本の資金取得

日本資金取得、ブランドマーケティング、新商品共同開
発、素材提供、素材仕入れ、受託生産、委託生産、台湾で
の販路提供、日本でディストリビューター、商社との連

http://www.medgaea.com.tw/

携・補い合う企業との提携

ISO22000/HACCP/HALAL 医薬品と健康食
69 龍杏生技製藥股份有限公司

保健食品

品のODM/OEMサービス

受託生産

受託生産、日本での販売拡大

販売拡大

受託生産、日本でディストリビューター、商社との連携、

調達（素材仕入れ）

中国での市場提携

http://www.lsbiopharma.com.tw/

液体剤、粉剤、カプセル、錠剤に得意
台湾で初めて濃縮技術を使用した科学漢方
メーカーである順天堂製薬(1946年設立)の
70 順天本草股份有限公司

保健食品

関連企業として、漢方保健との概念を中心
にして、健康栄養食品の開発、製造とマー

https://eshop.suntenherb.com.tw/

ケティングを行っています。
台湾葡萄王生技と全宇バイオが2018年11月
にマレーシアで設立した合弁会社であり、
71 GK BIO INTERNATIONAL SDN.BHD
保健食品

マレーシアでサプリメント・OTC・素材の
販売、及びOEM/ODM業務を経営していま

ブランドマレーシア、新商品共同開発、商品企画の依頼、
委託生産

素材仕入れ、ライセンスアウト、委託生産、東南アジアで

その他：共同開発、ライセンスアウト

の販路提携・代理販売・ブランド商品の区域専売、ハラル
市場開拓

す。
72 大自然生技素材有限公司

保健食品

健康栄養食品素材研究開発と製造・
OEM/ODM

委託生産

ブランドマーケティング、素材提供、素材仕入れ、日本設

販売拡大

備機器の購入、委託生産、台湾での代理販売、日本でディ www.healthmate.com.tw

その他：設備機器購入

ストリビューター・商社との連携
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領域

業務内容
1. 健康栄養食品・化粧品の販売
2. 親会社はi-Part、iPair、SweetRing、

73 大研生醫股份有限公司

保健食品

Party ☆ Party（株式会社IBJと合資）など
マッチングアプリ・サイト・婚活イベント
を経営している

74 益富實業股份有限公司

75

美達食品工業股份有限公司
祈憶生技股份有限公司

保健食品

保健食品

連携種類
委託生産
販売拡大
調達（素材仕入れ）
その他：共同開発、ライセンスイン

特殊栄養食品（例えば病者用の特別用途食

販売拡大

品）の製造と販売

調達（素材仕入れ）

栄養補充と特殊栄養食品、機能性飲料水、

受託生産

各種飲料水のワンストップデザイン、開

販売拡大

発、生産ODMサービス

その他：共同開発、日本資金取得

委託生産
76 綠茵生技股份有限公司

保健食品

特許ニガウリペプタイド、菌床栽培ベニク

受託生産

スノキタケ菌糸体、総合ビタミン発酵液な

販売拡大

ど機能性素材の開発と生産

調達（素材仕入れ）
その他：機能性表示の申請協力、共同開発

77 帝力股份有限公司

78 神腦國際企業股份有限公司

保健食品

保健食品

BHK'sという自社ブランド健康栄養食品の販
売

委託生産
販売拡大
その他：共同開発

携帯・パソコン・通信端末などの小売販売

委託生産

業で、台湾中華電信の独占販売権を持って

販売拡大

います。新商品販売部の設立により、家

調達

電・健康商品など多分野に展開

その他：共同開発

商談方向

HP

新商品共同開発、商品企画の依頼、素材仕入れ、ライセン
スイン、委託生産、台湾での代理販売・販路提供、日本で https://www.daiken.co/
補い合う企業との提携
ブランドマーケティング、素材仕入れ、日本で補い合う企
業との提携、中国での販路提携・代理販売、東南アジアで https://www.enutrition.com.tw/
の販路提携・代理販売
合資、日本資金取得、新商品共同開発、受託生産、台湾で
のODM、日本でディストリビューターと商社と連携、中

美達食品：http://www.meitafood.com/

国での販路提携・ODM、東南アジアでの販路提携・

祈憶生技：www.gracebiotech.com/en/

ODM、欧米での販路提携・ODM
ブランドマーケティング、機能性認証申請の協力、新商品
共同開発、商品企画の依頼、素材提供、素材仕入れ、受託
生産、委託生産、台湾での販路提供、日本で補い合う企業
との提携、中国での販路提携、東南アジアでの販路提携、

www.greenynbio.com

健康素材に基づき機能性表示食品・特色のある健康栄養食
品を発展したい日本商社・ブランド企業・販路商との提携
ブランドマーケティング、新商品共同開発、商品企画の依
頼、委託生産、台湾での提携、日本で現地生産販売の提携
（日本での生産パートナーに通じ日本現地での販売と製品

https://www.bhks.com.tw/faq

輸出を行いたい）
ブランドマーケティング、新商品共同開発、商品企画の依
頼、委託生産、台湾での代理販売・販路提供、自有ブラン https://www.senao.com.tw/about_us2.php
ドの発展につき日本の生産パートナーを探している

1.天然海洋関連素材・商品の開発生産と販売

79 中華海洋生技股份有限公司

保健食品

2.フコイダン原料、OEM、商品開発販売な

ブランドマーケティング、素材提供、技術ライセンスアウ

どのニーズに沿い低分子フコイダンをご提

ト、日本ででディストリビューター・商社との提携、補い

供

販売拡大

合う企業との提携、中国市場販路提携・代理販売、東南ア https://hiqbio.com/index_e.aspx

3.商品ラインナップ：素材提供、健康食品、

ジアでの販路提携・代理販売、欧米での販路提携・代理販

介護食(栄養補助食品)、バイオセルロースマ

売

スク、ペット用健康食品
1.子供向けまたは婦人向け自社ブランド品の
80 幸一生醫有限公司

保健食品

マーケティング及び販売 (OTC薬品、衛生清 委託生産

新商品共同開発、委託生産、日本販路開拓、中国での販路

潔用品、健康食品、食品など)

提携

販売拡大

https://www.cares.com.tw/

2.台湾子供健康栄養食品業界はトップ１位

81 濟生醫藥生技股份有限公司

保健食品

82 鴻仲生物科技有限公司

保健食品

83 京都念慈庵股份有限公司

保健食品

ブランドマーケティング、ライセンスアウト、ライセンス

健康栄養食品とスキンケア商品の受託生

受託生産

産、及び自有ブランド商品販売、注射剤薬

販売拡大

品、医療機器

その他：ライセンスアウト/イン

錠剤、カプセル、粉状製品のOEM/ODM

受託生産

サービス

販売拡大

枇杷膏、科学漢方薬、のど飴、四物湯、健

販売拡大

ブランドマーケティング、日本でディストリビューター・

康栄養食品など漢方関連商品の製造販売

その他：ブランドマーケティング

商社との連携

イン、受託生産、台湾での市場提携、東南アジアでの市場
提携、日本優れた製品と技術を持っている企業と提携し、

http://www.cscp.com.tw/

台湾市場販路と開発中のマレーシア販路で提携したい
受託生産、台湾・日本・中国・東南アジアでの市場提携

https://www.facebook.com/Biospotlight/?ref=page_i
nternal
https://www.nin-jiom.com.tw/home/jp/
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委託生産
84 統園企業股份有限公司

保健食品

食品原料・添加物・機能性素材の輸入出、

販売拡大

お主に欧米・日本の商品を代理

調達

素材輸入出・販売協力、配合開発・OEM

http://www.tyig.com.tw/

技術連携
販売拡大
85 勝昌製薬廠股份有限公司

保健食品

漢方薬濃縮製剤薬品、漢方薬草処方の保健

その他：漢方薬草処方の保健食品に対し

漢方薬草処方の保健食品に対して、日本の管理規制とビジ

食品開発製造および販売

て、日本の管理規制とビジネスチャンスを

ネスチャンスを知りたい

http://www.herb.com.tw

知りたい
委託生産
86 佳展生物科技股份有限公司

87 新世紀漢方生技股份有限公司

保健食品

保健食品

88 鴻元生技股份有限公司

保健食品

89 台灣利得生物科技股份有限公司

保健食品

微細藻類(緑藻、藍藻)、プロバイオティクス 販売拡大
の食品・保健食品の研究開発、生産、及び

調達

日本機能性食品の申請、保健食品製品輸出入の卸及び小売

販売

技術連携

り、保健食品OEMサービス、ミドリムシ原料

漢方薬関連素材に基づいた機能保健食品の
開発、生産、及び販売

www.febico.com

技術連携
その他：日本の小売販路、輸入規制につい

技術提携、小売販路、日本輸入規制

www.myherbs.com.tw

天然原料の調達と販売

https://www.dayspring.com.tw/

て知りたい

天然着色料、天然エッセンシャルオイルの

販売拡大

製造販売

調達

新食品原料である牛樟芝の供給、

販売拡大

牛樟芝原料或いは、商品の代理、販売パートナーを探した

ODM/OEM、配合開発など

技術連携

いです。

http://www.twleaderlife.com/

委託生産
90 信鍠有限公司

保健食品

日本ALMADOケアー保健食品総代理店、テ

販売拡大

日本の健康関連の商品及び中高齢者向け情報などを台湾に

レビ販売、EC販売、無店舗販売等。

調達

導入、販売協力

http://www.shltd.com.tw/

技術連携
91 日台共栄実業有限公司

貿易商社

92 士林電機廠股份有限公司

製造業

仕入れ、代理店、卸売、など

その他

汽車設備系統的電力系統斷路器與開關設備

販売拡大

系統、工廠自動化系統

調達

代理

顧問

代行など

http://ky.digi-marketer.com
http://www.seec.com.tw

ロボット自動化統合企画
93 所羅門股份有限公司

製造業

IoT関連サービス及びシステム統合

技術連携

www.solomon.com.tw

自動化制御システム解決案企画
エンジニアリングプラスチックマグネット
94 協磁股份有限公司

製造業

ドライブシールレスポンプ、インバータ
キャンドモータポンプ

販売拡大
その他：代理店を希望

代理店あるいは産業提携運用を希望する

www.assoma.com

1. 興味をお持ちの代行または取次販売を探す
2. 長期に渡り以下の問題及び相関ニーズのメーカーに取り
組む
-契約容量の低減、電力契約超過料金
-機器の老化、精密稼働率（機器を理解/生産ライン作業効
率）
-プロセスの最適化、生産コスト電力、電力コスト配分計
95 展綠科技股份有限公司

製造業

智慧用電管理推廣

その他： 代理/販売店を希望

算
-電線発火の疑い、電力異常通知、漏電問題
3. トランスフォーメーションに興味持たれるメーカー
-生産スマート化/ネットワーク化/デジタル化/データ化/
可視化
-インダストリー4.0
-スマートファクトリー
-スマートグリッド管理

www.3egreen.com
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1. 工場自動化に向けた商談
2. 各種ソフト・ハードウェアテスト自動化開発事業のニー
ズ、応用とサービス
3. ソフトウェア開発などのテーマでの情報交換に着眼
4. 日本におけるインダストリー4.0の自動化の中の実務に
おけるソフトウェアの部分の開発問題や情報交換について
96 伊斯酷軟體科技股份有限公司

其他

ソフトウエアシステム&ソリューション

販売拡大

知る

技術連携

5. 日本におけるIoTとスマート製造の自動化ソフトウェア

https://www.iscoollab.com

のニーズ
6. 日本関連企業の技術開発協力、或いはビジネス応用戦略
連携の可能性を探る
7.

ソフトウェア代理店の連携モデルやニーズとなる日本

関連企業探す
1. バイオガス発電プロジェクト分析：メタンと水固体の分
析。
2. 日台産学の連携で、学校の設備や人員を合わせ企業の発
展をサポート。
97 和春技術學院

工程設計応用

産業連携、教育

調達

3. 日本企業と意見交換をしながら、新しい技術、產品、コ

技術連携

ンポーネントなど南台湾の企業との連携をサポート。

http://cust.fotech.edu.tw

4. バイオガス発電に関連するシステムプロジェクトに参入
し、日本のバイオガス発電に関連するコンポーネントを探
す。
弊社はOEM工場です、主要なサ－ビスは

スタンピング/

金属プレス加工/順送金型/インサｰト成型/プラスチック射
スタンピング/金属プレス加工/順送金型/イ
98 ラヤナ精密工業株式会社

製造業

ンサｰト成型/プラスチック射出/深絞り部

出/深絞り部品、また製品の組み立ても提供しておりま
委託生産

品、また製品の組立

す。

https://jp.layana.com/

電子部品、自動車部品、医療部品などの生産実績もありま
す。

99 弘昇工業社

製造業

機械コンポーネント加工

委託生産

www.p-making.com

