
中国語
英語
中国語

英語

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

会社紹介

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。

商品･製品･サービス

1. 101EIP クラウド・オフィス Enterprise Information Portal
2. 101Form クラウド・ビジネス・プロセス管理 Business Process Management
3. 101Project クラウド戦略プロジェクト・オフィス Project Management
Information System
4. 101CRM クラウド業務戦況室 Customer Relationship Management
5. 101ISO クラウド品質管理システム Quality Management System
6. 101HR クラウド人力資源管理 Human Resource Management

㇐対㇐商談使用言語
█日本語
□英語
█中国語

海外拠点 なし

産業別 ソフトウエア開発、クラウドサービス

ＵＲＬ http://www.hundredplus.com/

従業員数 20

特許(Patent) 電子帳票システム及びその電子帳票編集　台湾米国で特許申請中

コア技術技術（Core Technology/ 認証） ISO27001情報安全認証
LAMP Solution

ご住所

100 台北市中正區忠孝東路㇐段150號5樓
5F., No.150, Sec. 1, Zhongxiao E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan

設立日 2004年10月11日
資本金 10000000

2017台日企業㇐對㇐商談資料表(日文)

貴社名
百加資通股份有限公司
Hundred Plus Corp



名前 役職
電話 E-mail

役職

役職

役職
E-mail olivia.huang@hundredplus.com

参加者2名前 吳國倫 技術総責任者
E-mail edwin@hundredplus.com

参加者3名前 黃以均 業務担当者

参加者
参加者1名前 林崇仁 総経理
E-mail mike@hundredplus.com

□ある，連携ケース__________________________________________
連絡窓口

郭琦真 業務担当者
02-2357-8866#115 carol.kuo@hundredplus.com

□オフショア開発（海外委託）
□会社投資・合弁
□情報蒐集
□その他________________
日本企業と連携の事績：
█無い

□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



中国語

英語

中国語

英語

商談趣旨：

v台湾の製品・商品・サービスを日本で直接販売したい

v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

v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

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。

商品･製品･サービス

Kerebroリアルタイム・マーケティング・システムは、オンライン上の
各流量を透明化して、ホームページ訪問客の動向を掌握す
る。さらに特定訪問客の行為にロックオンして、パーソナル化した
サイト内情報を推薦し、即時転換を触発する。

㇐対㇐商談使用言語

v日本語

v英語

v中国語

海外拠点 無

産業別 デジタル・マーケティング

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

従業員数 30人

特許(Patent) 無

コア技術技術（Core Technology/ 認証）

自社開発のKerebroリアルタイム・マーケティング・システム及び
SEO優良化技術
• 第一回雲谷雲豹育成優勝
• 亜細亜太平洋通信技術オスカー賞(APICTA)にノミネートさ
れ台湾代表として参加
• 2014年台北市「亮点企業」の『サービス革新』賞受賞

ご住所
台北市大安區羅斯福路三段301

8F., No.301, Sec. 3, Roosevelt Rd., Da’an Dist.,
Taipei City

設立日 2006/3/28

資本金 430萬

2017台日企業㇐對㇐商談資料表(日文)

貴社名
奇寶網路有限公司

King Power Network



名前 役職

電話 E-mail

役職

役職

役職

E-mail

参加者2名前 韓孟恬 產品運營

E-mail mandy@kpnweb.com

参加者3名前

参加者

参加者1名前 高順堅 總經理

E-mail bordy@kpnweb.com

vある，連携ケース__MARSFLAG, Chatwork合作拓產市場____

連絡窓口

韓孟恬 產品運營

0912888832 0912888832

vオフショア開発（海外委託）

□会社投資・合弁

□情報蒐集

□その他________________

日本企業と連携の事績：

□無い

v技術提携



中国語
英語
中国語
英語

名前 役職
電話 E-mail

職稱
E-mail

職稱
E-mail

役職

2017台日企業㇐對㇐商談資料表(日文)

貴社名
傑騰智能股份有限公司

TAO Info Co., Ltd.

ご住所
106台北市仁愛路四段145號11F-1

11F-1, No.145, Sec. 4, Ren'Ai Rd., Taipei 106, Taiwan

設立日 20-Oct-15
資本金 NT$6,250,000
従業員数 6
特許(Patent) None
コア技術技術（Core Technology/ 認証） Big Data Algorithms
海外拠点 None
産業別 Information Technology Service
ＵＲＬ https://www.facebook.com/TAOInfoTW/

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。

商品･製品･サービス

(1) 開発授権の分析演算法：ビジネスの問題を分析モデルに転換し、 Matlab 或い
は Rを利用して呼び出し可能なプログラム物件を開発した後、提携業者の応用シ
ステム上に授権して、企業の問題解決に協力し政策決定をサポートする。
(2) 分析顧問サービスを提供：企業の分析能力をスピーディに診断し、企業分析シ
ステムに必要な境界と事例分析、測定検査データと情況準備等のコンサルティン
グサービスを提供することで、開発スピードを加速させ、素早く利益を獲得する
目標を達成する。

㇐対㇐商談使用言語
■日本語
□英語
□中国語

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
□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
□情報蒐集
□その他________________
日本企業と連携の事績：
無い
□ある，連携ケース__________________________________________
連絡窓口

Lance Hsiang (項魯臣) Senior Consultant

886-988-516815 lancehsiang@taoinfo.com.tw

lancehsiang@taoinfo.com.tw

参加者
参加者1名前 Alex Hsu (徐紹鐘) CEO

E-mail 886-932-325435 alexhsu@taoinfo.com.tw

参加者3名前
E-mail

参加者2名前 Lance Hsiang (項魯臣) Senior Consultant

E-mail 886-988-516815



中国語

英語
中国語

英語

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
□海外販売代理店を募集したい

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。

商品･製品･サービス
iServCloud Cloud Resource Management
System (open source を基礎とした自己開発のク
ラウドIaaS 製品)

㇐対㇐商談使用言語
■日本語
□英語
■中国語

海外拠点 日本  アメリカ 中東 中国 ベトナム

産業別 IT 情報サービス産業

ＵＲＬ iServCloud.com
www.iii.org.tw

従業員数 2100

特許(Patent) METHOD FOR PROCESSING TIME SERIES AND
SYSTEM THEREOF

コア技術技術（Core Technology/ 認証） クラウド資源管理システム、分散型データベース
管理システム

ご住所
台北市民生東路四段133號8樓
8F, #133, Ming-Shen East Rd. Sec.4, Taipei,
Taiwan

設立日 1979
資本金 7億(台幣)

2017台日企業㇐對㇐商談資料表(日文)

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



名前 役職
電話 E-mail

役職

役職

役職
E-mail

参加者2名前
E-mail

参加者3名前

参加者
参加者1名前
E-mail

□ある，連携ケース__________________________________________
連絡窓口

潘致遠 Manager

(02)6607-2634 evanpan@iii.org.tw

□オフショア開発（海外委託）
□会社投資・合弁
□情報蒐集
□その他________________
日本企業と連携の事績：
■無い

■技術提携



中国語
英語
中国語
英語

商談趣旨：
v台湾の製品・商品・サービスを日本で直接販売したい
v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

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。

商品･製品･サービス

InfoMinerは企業レベルの世論分析プラット
フォームで、リアルタイムにネットワーク上の
各種ビッグデータを収集し分析できる。
InfoMinerを通じてリアルタイムに㇐般民衆の公
共事項に対する考え、商品評価、関連最新情報
が掌握できる。
政府機関及び企業はネットワークのビッグデー
タから、自分の状況も相手の状況も完全に理解
でき、迅速かつ正確に敵を打ち負かして勝ちを
制する広報やマーケティング戦略が制定できる
分析プラットフォームの特色：
即時に収集調査して、ブランド、製品の動きを
掌握し、広報のスクを避ける
キーワードを設置して、関連テーマの討論頻度
が高いチャンネルを探す
即時の注意で重要情報を㇐つも漏らさず、市場
に先手を打つ
マーケティング人材のアイデアで生気を生む
最も簡単に使いこなせるビッグデータ・プラッ
トフォーム

㇐対㇐商談使用言語
v日本語
□英語
v中国語

海外拠点
産業別 Cloud service (Data as a Service)
ＵＲＬ https://infominer.largitdata.com/

従業員数 10
特許(Patent)
コア技術技術（Core Technology/ 認証）

ご住所
台北市中山區南京東路二段137號14F

設立日 2014/7/14
資本金 NTD$100,000

2017台日企業㇐對㇐商談資料表(日文)

貴社名
大數軟體有限公司



名前 役職
電話 E-mail

役職

役職

役職
E-mail

参加者2名前 唐思柔 業務主任

E-mail carol@largitdata.com

参加者3名前

参加者
参加者1名前 丘祐瑋 CEO

E-mail david@largitdata.cm

□ある，連携ケース__________________________________________
連絡窓口

唐思柔 業務主任

0961-359115 carol@largitdata.com

□オフショア開発（海外委託）
□会社投資・合弁
□情報蒐集
□その他________________
日本企業と連携の事績：
v無い

□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
v海外販売代理店を募集したい
v技術提携


