
 
 

 

主催： 中華民国(台湾)情報サービス産業協会 Information Service Industry Association of R.O.C. (CISA) 

後援： 台湾経済部工業局 Industrial Development Bureau , MOEA（IDB） 

連絡先： 中華民国(台湾)情報サービス産業協会 Information Service Industry Association of R.O.C. (CISA) 

1 

お客様各位 

 

「2016 日台ソフトウェア企業交流商談会(台湾開催)」のご案内 

 

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高

配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

2016年7月1日、台北国際会議センターにおいて「2016日台ソフトウェア企

業交流商談会」を開催致します。本交流会は、台湾企業との関係を構築し、日

台連携の契機に基づいたもので、台湾での開催は本年で8年目となりますが、

年々参加者が増えております。 

本交流会では、台湾IoT分野とビッグデータの商機を認識し、台湾IoT推進現

状、IoTにおける健康領域、企業省エネルギーソリューションについて事例紹

介し、日台が連携できる具体的な戦略を提案いたします。さらに、効率的に商

談を進められるよう、今年は台湾企業商談ブースと共に事前予約型マッチング

商談会を企画いたしました。 

また、今年は日台歓迎会を特別企画、皆様が楽しめるゴルフコンペ(希望者

のみ）も予定しておりますので、本交流会を機に台湾企業との関係を構築し、

日台連携の契機にして頂ければ幸いです。 

皆様のご参加を心よりお待ちいたしております。 

 

敬具 
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2016日台ソフトウェア企業交流商談会 ご案内 

 

■2016 日台ソフトウェア企業交流商談会スケジュール（予定） 

 主催：台湾 CISA(中華民国情報サービス産業協会) 

 指導/後援：台湾経済部工業局 

 日程：  

6/30(木)  日台歓迎会 

7/1(金)  日台ソフトウェア企業交流商談会/事前予約型マッチング商談会/懇親会 

7/2(土)  ゴルフコンペ  ※事前申し込み制、有料。 

 参加費：日台歓迎会/交流商談会/事前予約型マッチング商談会/懇親会  無料 

         ゴルフコンペ  5,000 台湾ドル/一人  

         ※交流会会場にて受付の際にお支払い下さい。 

 申込み締切日：2016 年 6 月 10 日（金）（締切） 

但し、企業紹介発表と事前予約型マッチング商談会に参加したい方は、 

2016 年 6 月 6 日（月）までにお申し込みください。 

 申込み URL：

https://docs.google.com/forms/d/1UrniqiRWnA2aE4jSNdWTc2t0s_IZcY9rULi31bXWr6Q/ed

it?usp=drive_web 

 お問合せ先：中華民国情報サービス産業協会 邱凡容（キュウボンヨウ） 

E-Mail：fanjung@mail.cisanet.org.tw TEL：+886- 2-2553-3988 ext.369 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1UrniqiRWnA2aE4jSNdWTc2t0s_IZcY9rULi31bXWr6Q/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/d/1UrniqiRWnA2aE4jSNdWTc2t0s_IZcY9rULi31bXWr6Q/edit?usp=drive_web
mailto:fanjung@mail.cisanet.org.tw
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～特別企画～2016年 6 月 30 日（木）日台歓迎会 ご案内（予定） 

日台歓迎会 

 時間：2016 年 6月 30 日（木）18:30-20:00 

 場所：未定 

 住所：未定 

 参加費用：無料 

 申込み締切日：2015 年 6 月 10日（金）（締切厳守） 

 申込み URL：

https://docs.google.com/forms/d/1UrniqiRWnA2aE4jSNdWTc2t0s_IZcY9rULi31bXWr6Q/ed

it?usp=drive_web 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1UrniqiRWnA2aE4jSNdWTc2t0s_IZcY9rULi31bXWr6Q/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/d/1UrniqiRWnA2aE4jSNdWTc2t0s_IZcY9rULi31bXWr6Q/edit?usp=drive_web
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2016年 7月 1日（金）日台ソフトウェア企業交流商談会スケジュール(予定) 

 主催：台湾 CISA(中華民国情報サービス産業協会) 

 協力：台湾経済部工業局 

 時間：2016 年 7月 1 日（金）9:00-20:00 

 場所：台北国際会議センター201 会議室 

時間 内容  說明  

08:30~09:00 受付  

09:00~09:30 開会挨拶 
CISA 邱理事長経済部工

業局代表 

09:30~09:40 日本ゲストスピーチ 
JISA 理事 国際委員会

副委員長 鹿島 亨 

09:40~09:50 

MOU 締結 

沖縄県情報産業協会 

JASA 組込みシステム技術協会 

CISA 邱理事長 

沖縄県情報産業協会 

会長 根路銘 勇 

JASA 国際委員長 廣田 

豐  

09:50~10:00 記念写真  

10:00~10:10 休憩時間(Tea Time) 

10:10~10:45 講演テーマ：台湾 IoT 推進現状

紹介 

経済部工業局代表 

10:45~11:20 專題演講： 

台湾における IoT 発展とチャレ

ンジ 

資策会 

11:20-12:00 日本協会 

講演テーマ:PSQ について紹介 

一般社団法人コンピュー

タソフトウェア協会 

理事 藤井 洋一 

12:00~13:00 ランチタイム  

13:00~13:30 台湾業者 

講演テーマ：台湾における省エ

大同(Tatung) 
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時間 内容  說明  

ネルギーソリューション 

13：30~14：00 日本協会 

講演テーマ:日本における情報

セキュリティ紹介 

(調整中) 

日本 JNSA 協会（予定） 

14:00~14:10 休憩時間 

14:10~14:40 台湾業者 

講演テーマ:ビックデータ領域に

おける健康医療分野の応用 

華碩雲端(ASUS CLOUD) 

14:40~15:40 台湾業者会社紹介 台湾各業者 

15:40~17:30 1. 台湾業者ソリューション展示 

2. 台日企業マッチング会 

各台日企業 

18:00~20:00      懇親会(4 階宴会場)  

 

※スケジュールは現時点での予定であり、変更される場合がありますことをご了承下さい 
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事前予約型マッチング商談会 ご案内 

 

※ 面談時間：1 社 20～25 分程度（予定） 

※ 事前予約型マッチング商談会のスケジュール（予定） 

1. 台湾ソフトウェア企業を募集（申込期限 6 月 3 日） 

 

2. 商談希望台湾企業を選定（6 月 6-10 日） 

 

3. 企業マッチング商談時間を通知（6 月 22 日） 

 

4. 事前予約型マッチング商談会開催（7 月 1 日（木）） 

※ 申込締切日：2016年 6 月 10 日（金） 

※ 「台湾側マッチング商談会参加リスト」については、6 月 6 日各企業様へ 

ご連絡いたします。  

※ お問い合わせ： 

 中華民国情報サービス産業協会邱凡容（キュウボンヨウ） 

E-Mail：fanjung@mail.cisanet.org.tw 

TEL：+886- 2-2553-3988 ext.369 

 

※ その他詳細は台湾企業参加者決定後、お知らせいたします。 

mailto:fanjung@mail.cisanet.org.tw


 
 

 

主催： 中華民国(台湾)情報サービス産業協会 Information Service Industry Association of R.O.C. (CISA) 

後援： 台湾経済部工業局 Industrial Development Bureau , MOEA（IDB） 

連絡先： 中華民国(台湾)情報サービス産業協会 Information Service Industry Association of R.O.C. (CISA) 

7 

■会場のご案内 

台北国際会議センター201 会議室 

(台北市信義区信義路五段一号) 

公式サイト：http://www.ticc.com.tw/main_ch/index.aspx 
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～特別企画～2015年 6 月 5 日（金）ゴルフコンペ ご案内（予定） 

ゴルフコンペ 

 場所：台湾ゴルフ場（TAIWAN GOLF CLUB） 

 住所：新北市淡水区中正路一段 6 巷 32 号 

 申込み締切日：2016 年 6 月 10 日（金）（締切） 

 申込み URL：

https://docs.google.com/forms/d/1UrniqiRWnA2aE4jSNdWTc2t0s_IZcY9rULi31bXWr6Q/ed

it?usp=drive_web 

 集合場所と時間後日連絡します 

 参加費用：5,000 台湾ドル/一人（プレー代金、クラブのレンタル代、バス送迎、ボト

ルドウォーター、夕食を含む） 

 各自用意するもの：帽子、靴、クラブ等（クラブはレンタルがございます） 

 スケジュール： 

時間 摘要 交通 

09：00-09：15 集合 

バス送

迎 

10：15-11：00 用意時間 

11：00 ゴルフ開始 

17：30-20：00 夕食 

※摘要は現時点での予定であり、変更される場合がありますことをご了承下さい 

https://docs.google.com/forms/d/1UrniqiRWnA2aE4jSNdWTc2t0s_IZcY9rULi31bXWr6Q/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/d/1UrniqiRWnA2aE4jSNdWTc2t0s_IZcY9rULi31bXWr6Q/edit?usp=drive_web
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