
中国語

英語

■情報蒐集

□その他________________

■自社の製品・商品とサービスを日本で販売代理店を募集したい

■日本の製品・商品とサービスを台湾で販売代理店を募集したい

■海外販売代理店を募集したい

■技術提携

□オフショア開発（海外委託）

■会社投資・合弁

商談趣旨：

□台湾の製品・商品・サービスを日本で直接販売したい

ＵＲＬ http://www.intumit.com/japanese/

会社紹介

インツミット㈱は1999年5月に設立されました。CMMI Level 3国際
品質基準認証を通過しました。
核心技術を20篇以上の特許を取得しました。国内外の創新賞を
多く受賞しました。研究・開発に尽力しています。
導入企業が400越え、台湾シェア一位です。
海外市場の進出を開始しており、2010年に上海と北京に拠点を
設けました。積極的に中国市場の展開へ進んでいます。
近年は人工知能、ディープラーニングに力を入れ、SmartRobotイ
ンテリジェントロボットを開発し、企業の知的サービスプラット
フォーム運用を支援、迅速な問題解決と24時間年中無休のサ
ポートを提供します。
現在凌群電腦、鼎新電腦、中華電信、資拓宏宇、Asus、Acer、
HAITECなどの企業と連携をしています。
工業局の支援を受け、日台企業の連携に力を入れています。現
在、株式会社KDDI研究所、ヤマハ株式会社、株式会社CACなど
の企業と業務連携しています。

資本金 148,000千元

社名
碩網資訊股份有限公司

Intumit, Inc.

設立日 1999年5月24日

http://www.intumit.com/japanese/#


中国語

英語

■その他  プロダクトローカライズ・翻訳

商談趣旨：

□台湾の製品・商品・サービスを日本で直接販売したい

□自社の製品・商品とサービスを日本で販売代理店を募集したい

□日本の製品・商品とサービスを台湾で販売代理店を募集したい

1992年

■技術提携

4.39億 台湾ドル

■オフショア開発（海外委託）

□会社投資・合弁

□情報蒐集

資本金

□海外販売代理店を募集したい

社名
緯創軟體股份有限公司

Wistron Information Technology & Services Corporation.

会社紹介

WistronITSはアジア地域に特化した、情報サービス及びアウトソーシング業務の
リーディングカンパニーです。私たちは請負開発・技術支援・要員支援や、業務
プロセスアウトソーシング、プロダクトローカライズ・翻訳のサービスを提供して
おります。拠点は台湾本社を筆頭に、中国に6拠点、日本に2拠点、アメリカに1
拠点の計10拠点があり、顧客はFortune Global500にランクインする企業や、世
界的に知名度のある企業が含まれております。

私たちは、様々な顧客のニーズにお応えするため、豊富で多様な技術リソース
を擁しており、海外拠点を活用したオフショア開発案件も行っております。サービ
スの効率と品質のため、CMMI Level 3、ISO9001、ISO27001といった国際資格
を取得しており、もっとも厳しい基準を以って、ソフトウェア開発、品質管理、情報
セキュリティ管理を行っております。

ＵＲＬ www.wistronits.com

設立日

http://www.wistronits.com/#


中国語

英語

□その他________________

商談趣旨：

□台湾の製品・商品・サービスを日本で直接販売したい

■自社の製品・商品とサービスを日本で販売代理店を募集したい

■日本の製品・商品とサービスを台湾で販売代理店を募集したい

設立日

■技術提携

175,042,430 元

□オフショア開発（海外委託）

□会社投資・合弁

□情報蒐集

資本金

□海外販売代理店を募集したい

社名
文佳科技股份有限公司

Axtronics inc.

会社紹介

AXTRONICS社は1997年に創立した、ソフトウエアの自動製造プロセ
ス、情報安全システム、人工知能(AI)技術会社。各種人工知能製品、
例えばクラウドAI企業管理システム、クラウド投資システム、クラウドAI
情報安全システム、Android APPシステムの開発、製造、販売に尽力
している。

ＵＲＬ www.axtronics.com.tw

1997年12月30日

http://www.axtronics.com.tw/#


中国語

英語

□その他________________

商談趣旨：

■台湾の製品・商品・サービスを日本で直接販売したい

□自社の製品・商品とサービスを日本で販売代理店を募集したい

□日本の製品・商品とサービスを台湾で販売代理店を募集したい

2015/12/24

■技術提携

USD 170,000

□オフショア開発（海外委託）

□会社投資・合弁

□情報蒐集

資本金

□海外販売代理店を募集したい

社名
奇點無限有限公司

Singularity and Infinity Co., Ltd.

会社紹介

Singularity and Infinity 社はデータ科学による民生問
題解決に専念している革新会社。当社は専任のデー
タ科学者とソフトウエア・エンジニアを擁していて、世
界中の様々な現象は全てデータの分析により事実に
さらに接近できると信じている。データ世界に通用す
る言語であることから、当社の視線は全世界に向い
ている。

ＵＲＬ
https://singularinfinity.com.tw
(日文網站)

設立日



中国語

英語

□その他________________

商談趣旨：

■台湾の製品・商品・サービスを日本で直接販売したい

■自社の製品・商品とサービスを日本で販売代理店を募集したい

□日本の製品・商品とサービスを台湾で販売代理店を募集したい

2010年10月7日

□技術提携

15億元

□オフショア開発（海外委託）

□会社投資・合弁

□情報蒐集

資本金

□海外販売代理店を募集したい

社名
神通資訊科技股份有限公司

MiTAC Information Technology Corp.

会社紹介

神通資訊科技股份有限公司 (MiTAC Information
Technology Corp.) は2010年10月に成立した。。
MiTACの豊富なシステム整合経験と革新技術を受け
継ぎ、ソフト/ハードウエア・システム整合のソリュー
ション供給業者から、「クラウド」と「端末」を体系化シ
ステムに整合 (System of System Integration)した物
の インターネット・ソリューション供給業者に転換して
きた。そして各分野の物のインターネット技術や応用
を集結し、資源整合、総合効果発揮により、製品化、
国際化を目標に、「物のインターネット Plus」革新発
展の担い手となり、物のインターネットに新しい価値
を作り出す。

ＵＲＬ http://www.mitac.com.tw/

設立日

http://www.mitac.com.tw/#


中国語

英語

■会社投資・合弁

設立日

□その他________________

商談趣旨：

□台湾の製品・商品・サービスを日本で直接販売したい

■自社の製品・商品とサービスを日本で販売代理店を募集したい

□日本の製品・商品とサービスを台湾で販売代理店を募集したい

NT$540,000,000

JRSYSはモバイル/物のインターネット、クラウド・コン
ピューティングの安全認証ソリューション、特に電子
化政府、金融革新、企業データ安全上の文書安全製
品及びサービスに力を尽くしている。
JRSYSは身分認証の安全、個人データ保護、ネット
ワーク通信の安全、モバイル装置の安全に関連する
製品開発を進めている。当社は極めて優れたキー技
術システムを基礎にして、政府の教育訓練、システム
整合、提携開発及びアライアンス等を通して、現在す
でに政府が世界に情報安全、電子化政府、携帯暗号
化等技術を宣揚する指標的メーカーになった。
JRSYSが開発したソリューションは電子サイン、シン
グルサインオン（SSO）、ワンタイムパスワード
（OTP）、身分認証システム、スマートフォン検証シス
テム、モバイル装置支払い等の関連分野で、政府機
関及び一般民営企業等に提供している。モバイル装
置が充満している時代、JRSYSはイノベーション科学
技術の理念でSecure MicroSDやスマートモバイル装
置、世界初のiOS/PC両用PKI Token、Android/PC両
用PKI Token、及びiOS/Android/PC三用ブルートゥー
スカードリオーダーを開発して、これまでパソコン側で
しか実現できなかった情報安全保護を、モバイル装
置への導入が成功し、高い安全性がある身分認証、
データ暗号化等の応用を達成した。さらにタッチ式或
いは非タッチ式に関わらないモバイル決済にも応用
できるようになり、いたる所で情報安全が存在し、い
つでも手軽に入手できるようになる。
次々に世界的な賞を受賞
2012アジアPKI製品革新賞
2012中南米モバイル金融革新応用賞
2013 APICTA アジア太平洋情報通信オスカー賞チャ
ンピオン
2014年及び2015年台湾情報月間トップ100製品賞
2016年度工業局金漾賞

会社紹介

□オフショア開発（海外委託）

資本金

□情報蒐集

社名
捷而思股份有限公司

jrsys Inc.

■海外販売代理店を募集したい

■技術提携

ＵＲＬ www.jrsys.com.tw

2010年4月20日

http://www.jrsys.com.tw/#


中国語

英語

□その他________________

商談趣旨：

￭台湾の製品・商品・サービスを日本で直接販売したい

￭自社の製品・商品とサービスを日本で販売代理店を募集したい

□日本の製品・商品とサービスを台湾で販売代理店を募集したい

1991/5/29

□技術提携

5000000

□オフショア開発（海外委託）

□会社投資・合弁

□情報蒐集

資本金

￭海外販売代理店を募集したい

貴社名
華鉅科技股份有限公司

 WatchSoft

会社紹介

VES / VES_BOX / VESP
VESはバーチャル暗号化システムで、専業の検査ソ
フトとして現在まで絶えず試験運用しており、24時間
体制で暗号化機能を検査している。製品は「便利性」
を方向性にして、暗号化製品の中で、VESは革新的
な思考でユーザーの立場から考えることで、安全と便
利の目標を達成する。
この製品には企業版と個人版がある。
製品の機能はカスタマイズ方式で調整できる。プロ
ジェクト方式での提携、或いは日本の代理店を求め
たい。

ＵＲＬ www.watchsoft.com.tw

設立日

http://www.watchsoft.com.tw/#


中国語

英語

□その他________________

商談趣旨：

□台湾の製品・商品・サービスを日本で直接販売したい

□自社の製品・商品とサービスを日本で販売代理店を募集したい

■日本の製品・商品とサービスを台湾で販売代理店を募集したい

2013年3月21日

■技術提携

500万元

■オフショア開発（海外委託）

□会社投資・合弁

□情報蒐集

資本金

□海外販売代理店を募集したい

貴社名
レキオスソフト台湾

Lequios soft Taiwan Inc.

会社紹介

弊社は2002年10月の創業以来、主に気象庁向けの
システムの開発に携わって参りました。近年は沖縄を
始めとした、国内外のニアショア/オフショア開発にも
挑戦し、様々な困難を乗り越え、いくつものシステム
をリリースすることができるまでに成長しております。
　今後は、台湾をはじめアジア各国、さらに世界に弊
社の技術を展開し、地震火山システムの分野で世界
一の企業を目指して参ります。
　また国内においては、気象庁向けシステムの開発
で培った技術を結集した、Leximo及びLeximoAPシ
リーズを、国内のミッションクリティカルシステムにお
ける業界標準ソフトウェアに成長させ、日本の安心・
安全の一翼を担う企業へと成長して参ります。

ＵＲＬ http://www.lequiossoft.com.tw/index.html

設立日

http://www.lequiossoft.com.tw/index.html#


中国語

英語

資本金

□海外販売代理店を募集したい

貴社名
財團法人資訊工業策進會 創新應用服務研究所

IDEAS, Institute for Information Industry

会社紹介

資策会は計画検討制定に参与、政府の各種情報産
業政策を推進、情報通信の前向き研究開発に尽力、
情報の応用を普及及び深化、情報科学人材の育成、
国家情報基礎建設に参与等、様々な業務に関わって
いる。「国家レベルのソフトウエア開発センター」とし
て、キー技術の掌握や革新科学技術の応用を通し
て、新形態のネットワーク・サービス産業バリュー
チェーンの整合と発展を促進している。

ＵＲＬ
iServCloud.com
www.iii.org.tw

設立日 1979

■技術提携

7億(台幣)

□オフショア開発（海外委託）

□会社投資・合弁

□情報蒐集

□その他________________

商談趣旨：

■台湾の製品・商品・サービスを日本で直接販売したい

■自社の製品・商品とサービスを日本で販売代理店を募集したい

□日本の製品・商品とサービスを台湾で販売代理店を募集したい



中国語

英語

資本金

□海外販売代理店を募集したい

貴社名
傑騰智能股份有限公司

TAO Info Co., Ltd.

会社紹介

傑騰智能は企業のデータ流動を加速させる担い手に
なり、データを高付加価値の方向に流動させるように
導くことを志している。当社はデータ分析モデル及び
優良化技術を核心にして、ビッグデータ分析演算法
の開発及びサービスに専念し、IP-as-a-
Service(IPaaS)のビジネスモードや応用システムの整
合を通して業者と提携することで、演算法を関連産業
の応用システム上に構築する。現在は製造業及び物
のインタネットの分析応用に照準を合わせていて、各
種分析演算方法を提供する専業サービス会社とし
て、提携パートナーと共にスマート製造生態圏を作
り、最大の共同利益を創造したいと希望している。

ＵＲＬ https://www.facebook.com/TAOInfoTW/

設立日 20-Oct-15

■技術提携

NT$6,250,000

□オフショア開発（海外委託）

□会社投資・合弁

□情報蒐集

□その他________________

商談趣旨：

■台湾の製品・商品・サービスを日本で直接販売したい

■自社の製品・商品とサービスを日本で販売代理店を募集したい

□日本の製品・商品とサービスを台湾で販売代理店を募集したい

https://www.facebook.com/TAOInfoTW/#


中国語

英語

資本金

□海外販売代理店を募集したい

貴社名
奇寶網路有限公司

King Power Network

会社紹介

奇宝網路は企業にマーケティング・デジタル化サービ
スを提供する。それには基本的なホームページ設
置、引き続く導入のSEO、広告マーケティング・サービ
スから、導入後の流量透明化、訪問客に対する即時
相互交流のシステム、及び顧客を繋ぎとめる再マー
ケティング等が含まれ、全てが当社の重点営業項目
だ。顧客の業績向上を方向性に、企業を誘導して
ホームページの核心流量を探し出し、リアルタイムな
経営マーケティング・プロセスを完成させる。

ＵＲＬ
http://www.seoseo.com.tw/
https://jp.kerebro.com/

設立日 2006/3/28

■技術提携

430萬

■オフショア開発（海外委託）

□会社投資・合弁

□情報蒐集

□その他________________

商談趣旨：

■台湾の製品・商品・サービスを日本で直接販売したい

■自社の製品・商品とサービスを日本で販売代理店を募集したい

■日本の製品・商品とサービスを台湾で販売代理店を募集したい

http://www.seoseo.com.tw/#
http://www.seoseo.com.tw/#


中国語

英語

資本金

□情報蒐集

貴社名
百加資通股份有限公司

Hundred Plus Corp

□海外販売代理店を募集したい

█技術提携

ＵＲＬ http://www.hundredplus.com/

設立日 2004年10月11日

□その他________________

商談趣旨：

█台湾の製品・商品・サービスを日本で直接販売したい

█自社の製品・商品とサービスを日本で販売代理店を募集したい

□日本の製品・商品とサービスを台湾で販売代理店を募集したい

10000000

百加資通は企業の電子化管理ソフトウエア開発を専
業とする会社で、国内外の情報専門技術を有し及び
業界経験の長い同好の士によって組成された。長年
のIT市場経験で、ソフトの企業に対する価値は製品
自身からではなく、専業業者の付加価値サービスに
よるものであることが分かっている。ソフトをサービス
として取り扱う原則の下、百加資通は最高の製品ソ
リューションを顧客に提供するだけではなく、最高の
アフターサービス及び専業のコンサルティング・サー
ビスも顧客に提供する。企業に安心して百加資通の
製品やサービスを使用してもらうため、当社は2015
年にISO27001情報安全管理を導入し、Office Plus
サービスと101SaaSクラウドサービスを検証範囲に
納入することで、情報安全の保証を具体的に実行し
た。

企業の電子化時代に直面するハードル低減に協力
するため、百加資通が提供するOffice Plusソリュー
ションはフリーソフト(Free Software)構築の環境に運
用でき、企業はオペレーショ・システム、データベー
ス、サイトサーバー等予定外の授権費用を支払う必
要がない。また2013年より101SaaSクラウドサービス
を提供していて、企業がシステムを導入する過程
で、需要、コスト、導入スケジュール等でバランス点
が取得でき、高品質の電子化目標が達成できる。

会社紹介

□オフショア開発（海外委託）

□会社投資・合弁



中国語

英語

資本金

■海外販売代理店を募集したい

貴社名
大數軟體有限公司

会社紹介

大数軟体有限公司 (LargitData.com 略称LargitData)
はデータでサービスする(Data As A Service)会社と
して、ビッグデータのビジネスチャンスに着眼し、顧
客にスピーディで正確なデータ分析サービスが提供
できるパイオニアになることを切望している。会社の
創始者はビッグデータ分析の関連経歴を有し、過去
の経験と市場の将来方向性に対する分析を総合し
て、データサービスを核心とするブランドを作り上げ
ることに力を尽くす。

ＵＲＬ https://infominer.largitdata.com/

設立日 2014/7/14

■技術提携

NTD$100,000

□オフショア開発（海外委託）

□会社投資・合弁

□情報蒐集

□その他________________

商談趣旨：

■台湾の製品・商品・サービスを日本で直接販売したい

■自社の製品・商品とサービスを日本で販売代理店を募集したい

□日本の製品・商品とサービスを台湾で販売代理店を募集したい

http://www.largitdata.com/

