
No. 会社名 分野 業務内容
1 山崎金型企業有限公司 金属加工 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
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）

3 明鴻工業股份有限公司 金属加工
アルミダイキャスト部品及び金型の製造、台湾内他会社、製造部品の
委託開発造／調達／輸出

4 十方匯國際貿易有限公司 日用品 家具
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
6 萬寶行 日用品 日用クリーニング用品
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

10 Boomster Corporation 金属加工
鋳造品/鍛造品+精密加工&引き抜き材+加工&ＣＮＣ旋盤加工品&機械
加工品等〔スチール、ステンレス、樹脂など様々な材質〕

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、金属パーツなどの鍛造事業
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

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

15 華新醫材股份有限公司 バイオ医療

■ 華新医材(股)公司Motex Healthcare Corp.：マスク、グローブ、創
傷被覆材全般のグローバルマーケティング
■ 華新ゴム工業(股)公司Modern Healthcare Corp.：マスク、グロー
ブ、創傷被覆材全般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

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、特殊材料と工法を使って、
OEM/ODM提供する

18 佐順企業有限公司 金属加工 金屬製造と貿易
19 President Tokyo Corporation サービス業 法人向けオートリース，設備リース

20 晉弘科技股份有限公司 バイオ医療
ハンドヘルド・デジタル診断器具の設計と製造、遠隔医療ソリュー
ション、AI診断ソフトウェア

21 大賀智聯網股份有限公司 電子機械 OEM/ ODM/ JDM
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.

23 利宇工業股份有限公司 プラスチック製造
プラスチック射出成型金型の設計及び製造、並びにマウスピースの製
造

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、バネ金具、CNCフライス盤加工部品

25 景運塑膠股份有限公司 プラスチック製造

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(⻑時間
手術用の低反発シリコン製クッション)、シリコン製インソール、シ
リコンパッド(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)

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
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
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28 SunWay Biotech Co., Ltd. 保健食品
主に NTU 568 紅麹菌株及び NTU 101 乳酸菌菌株の研究、設計、製
造に注力し、原料販売と全方位『カスタマイズ』による製品開発サー
ビスを行っています。

29 杏合生醫股份有限公司 金属加工 医療及び自動車の部品OEM加工/耳式体温計販売。
30 Biztelli Co., Ltd. 電子機械 音響心理学応用音響製品 Psychoacoustic soundbar
31 慶陞工業股份有限公司 電子機械 電子部品製造
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
33 大進油壓機械 電子機械 油圧式管曲げ加工

34 坤豐金屬工業股份有限公司 金属加工
金属板プレス加工、電子部品製造、ファインブランキングプレス部品
製造、オーディオラック製造

35 思品有限公司 食品 Granola
36 格瑞生醫股份有限公司 電子機械 空気清浄製品
37 藝創設計股份有限公司 / InnovArt Design Inc. (TW)電子機械 車用電子機械

38 Toii Inc. システムとソフト
AR拡張現実を通じ、旅行体験をゲーム化します。
プレーヤーはゲームを進んで実際の観光スポットに足を運びます。

39 光隆精密股份有限公司(World Known Precision Industry Co., Ltd.)電子機械
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、アルミダイカスト、アルミ重力鋳造、鋼鉄などの材質を加
工対応可能です。

40 科音國際股份有限公司 金属加工

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 金属加工 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
42 康瑩國際實業有限公司 日用品 医療介護器具の開発と販売、化粧品開発販売
43 Handy Twins International Co.,ltd. 金属加工 各種類ハンドツール
44 鑫研盛精密工業股份有限公司 バイオ医療 射出成形医療機器、型製造、組立完成品
45 美光生醫科技股份有限公司 バイオ医療 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
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

47 穎佳企業股份有限公司 金属加工
当社は、主に複雑な精密機械加工、エンジニアリング、製造、組立て
関連サービスを提供しており、生命科学、医療、航空宇宙、自動車産
業部品なとを生産しています。

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
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
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
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
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

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造、医用データベースAIア
ルゴリズム統合

54 互貴興業股份有限公司 バイオ医療
海外より、中国大陸への医療機器材料製品のライセンス取得、生産、
マーケティング分析、技術転移等。

55 台灣綠十字股份有限公司 バイオ医療 調合薬や医療機器業務
56 MiCareo Taiwan Co., Ltd バイオ医療 IVDリサーチ デザインと製造業
57 神寶醫資股份有限公司 バイオ医療 システムインテグレーション
58 旭宏金屬股份有限公司 金属加工 粉末冶金パーツ制作

59 均豪精密工業股份有限公司 電子機械
精密機器、
スマート製造システム
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60 亞太電線電纜股份有限公司 電子機械
電力ケーブル、電子線、通信ケーブル、エナメル線など；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 電子機械 蓄エネルギーシステム及び関連製品

62 塔菲爾新能源有限公司 電子機械
動力バッテリー業務開拓(一般用車・物流用車・大型バス・電動船
舶・工業蓄エネ製品など)

63 生展生物科技股份有限公司 保健食品

1. 原薬、機能性発酵効能素材開発と生産、健康栄養食品研究開発と生
産、医療機器代理販売など。
2. グループ会社で、原薬、バイオ医薬品、チェーン薬局などの経営も
しています

64 葡萄王生技股份有限公司 保健食品
台湾トップクラスの素材と健康栄養食品メーカー。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OEM・ODM

65 立康生醫事業股份有限公司 保健食品
1.健康栄養食品の受託製造・販売
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
などの販売を台湾で展開

66 統欣生物科技有限公司 保健食品
漢方OTC、漢方薬濃縮製剤、健康食品と一般、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

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。

68 麥德凱生科股份有限公司 保健食品
1. 前臨床動物実験CRO業務（医療機器、健康栄養食品、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

69 龍杏生技製藥股份有限公司 保健食品
ISO22000/HACCP/HALAL 医薬品と健康食品のODM/OEMサービス
液体剤、粉剤、カプセル、錠剤に得意

70 順天本草股份有限公司 保健食品
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、製造とマーケティングを行っています。

71 GK BIO INTERNATIONAL SDN.BHD保健食品
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、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

73 大研生醫股份有限公司 保健食品

1. 健康栄養食品・化粧品の販売
2. 親会社はi-Part、iPair、SweetRing、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 保健食品 特殊栄養食品（例えば病者用の特別用途食品）の製造と販売

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
栄養補充と特殊栄養食品、機能性飲料水、各種飲料水のワンストップ
デザイン、開発、生産ODMサービス

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、菌床栽培ベニクスノキタケ菌糸体、総合ビ
タミン発酵液など機能性素材の開発と生産

77 帝力股份有限公司 保健食品 BHK'sという自社ブランド健康栄養食品の販売

78 神腦國際企業股份有限公司 保健食品
携帯・パソコン・通信端末などの小売販売業で、台湾中華電信の独占
販売権を持っています。新商品販売部の設立により、家電・健康商品
など多分野に展開
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79 中華海洋生技股份有限公司 保健食品

1.天然海洋関連素材・商品の開発生産と販売
2.フコイダン原料、OEM、商品開発販売などのニーズに沿い低分子フ
コイダンをご提供
3.商品ラインナップ：素材提供、健康食品、介護食(栄養補助食品)、
バイオセルロースマスク、ペット用健康食品

80 幸一生醫有限公司 保健食品
1.子供向けまたは婦人向け自社ブランド品のマーケティング及び販売
(OTC薬品、衛生清潔用品、健康食品、食品など)
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
健康栄養食品とスキンケア商品の受託生産、及び自有ブランド商品販
売、注射剤薬品、医療機器

82 鴻仲生物科技有限公司 保健食品 錠剤、カプセル、粉状製品のOEM/ODMサービス

83 京都念慈庵股份有限公司 保健食品
枇杷膏、科学漢方薬、のど飴、四物湯、健康栄養食品など漢方関連商
品の製造販売

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、お主に欧米・日本の商品を
代理

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食品開発製造および販売

86 佳展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の食品・保健食品の研究
開発、生産、及び販売

87 新世紀漢方生技股份有限公司 保健食品 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
88 鴻元生技股份有限公司 保健食品 天然着色料、天然エッセンシャルオイルの製造販売
89 台灣利得生物科技股份有限公司 保健食品 新食品原料である牛樟芝の供給、ODM/OEM、配合開発など

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、テレビ販売、EC販売、無店
舗販売等。


