
中国語

英語

中国語

英語

□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

□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

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。

商品･製品･サービス

NoQは東京ディズニーランドの全ての施設についてい
つの日のどんな時間の行列時間を予測するAppで、行
楽客が遊びたい施設を根拠に、行列時間が最も少ない
遊園計画を自動的にスケジュールして、行楽客は行列
時間を2-3時間節約できる。これは人工知能技術で東
京ディズニーランドの過去5年間の行列時間データを
分析した後の成果で、将来はこの技術をその他のテー
マパーク、及びレストランや銀行業などその他の分野
にも応用する。
https://www.youtube.com/watch?v=Kjk7JRKUBPQ

㇐対㇐商談使用言語

■日本語

□英語

□中国語

海外拠点

産業別 ネットワーク・サービス業

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

従業員数 1900/1/4

特許(Patent)
サービス使用順序の計画方法(台湾、日本、中国)、
Patent Pending

コア技術技術（Core Technology/ 認証）
人工知能予測、人工知能スケジュール(レストラン、銀
行、娯楽施設、航空会社、空港チェックイン、税
関)App開発(Android、IOS)

ご住所
台中市北屯區太原路三段139巷92號

No.92 Lane 139, Sec.3 Taiyuan Road, Taichung City,
Taiwan

設立日 2015/12/24

資本金 USD 170,000

2017台日企業㇐對㇐商談資料表(日文)

貴社名
奇點無限有限公司

Singularity and Infinity Co., Ltd.



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 施赬陽 技術長

E-mail tericky@gmail.com

□ある，連携ケース__________________________________________

連絡窓口

衷嵐焜 創辦人

936278071 chunglankun@gmail.com

□情報蒐集

□その他________________

日本企業と連携の事績：

■無い



中国語
英語
中国語

英語

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。

日本企業と連携の事績：

海外拠点
産業別
ＵＲＬ

会社紹介

□情報蒐集

￭日本語
□英語

￭無い

□技術提携

□会社投資・合弁

□その他________________

設立日
資本金
従業員数
特許(Patent)

18

コア技術技術（Core Technology/ 認証）

商品･製品･サービス

2017台日企業㇐對㇐商談資料表(日文)

新北市永和區保生路1號12樓之8

12F.-8, No.1, Baosheng Rd., Yonghe Dist., New
Taipei City 234, Taiwan (R.O.C.)

1991/5/29
5000000

なし

文書暗号化

□中国語
㇐対㇐商談使用言語

￭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

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

貴社名

ご住所

なし

情報類

www.watchsoft.com.tw

□オフショア開発（海外委託）

華鉅科技股份有限公司

 WatchSoft



名前 役職
電話 E-mail

役職

役職

役職

劉欣導

E-mail

E-mail

E-mail aki@watchsoft.com.tw

参加者3名前

参加者2名前

参加者1名前 專案經理

□ある，連携ケース__________________________________________
連絡窓口

参加者
0936-556-007

aki@watchsoft.com.tw /
akidesu@gmail.com

專案經理劉欣導



中国語
英語
中国語

英語

2017台日企業㇐對㇐商談資料表(日文)

貴社名
神通資訊科技股份有限公司

MiTAC Information Technology Corp.

ご住所
台北市114內湖區堤頂大道二段187號

NO.187,Sec.2, Tiding Blvd., Neihu Dist., Taipei City
114, Taiwan (R.O.C.)

設立日 2010年10月7日
資本金 15億元
従業員数 1,000人

特許(Patent) DEEP SLEEP IN AN RFID TAG、着用型複合血管
流速測定器

コア技術技術（Core Technology/ 認証） ISO 27001、ISO 9001:2015
海外拠点 上海、南京、福建、無錫
産業別 コンピュータ・システム整合サービス業
ＵＲＬ http://www.mitac.com.tw/

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。

商品･製品･サービス
書込み読取り感知設備、チケット販売/検証機、
自動サービス機、モバイル・プラットフォーム
App

㇐対㇐商談使用言語
□日本語
□英語
中国語(通訳者費用は自行負担)

商談趣旨：



名前 役職
電話 E-mail

役職

役職

役職

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 selling hardware equipment for library

連絡窓口
Alice Chu ひしょ

(02)2657-6666#7993 whchu@mitac.com.tw

参加者
参加者1名前 Chris Chen ぶちょう

E-mail chris.chen@mitac.com.tw

E-mail morris@mitac.com.tw

参加者2名前 Thomas Lin Project Manager

E-mail thomas.lin@mitac.com.tw

参加者3名前 Morris Hsu Project Manager



中国語
英語
中国語

英語

海外拠点
産業別
ＵＲＬ

設立日
資本金
従業員数

特許(Patent)

60人

コア技術技術（Core Technology/ 認証）

2017台日企業㇐對㇐商談資料表(日文)

新北市新店區北新路㇐段293號4樓之3

4F.-3, No.293, Sec. 1, Beixin Rd., Xindian Dist., New Taipei
City 231, Taiwan (R.O.C.)

1999年5月24日
148,000千元

◎ ARTICLE CONTENT VALUE-ADDED SERVICE SYSTEM
AND METHOD OF THE SAME
◎ ARTICLE CONTENT VALUE-ADDED SYSTEM AND
METHOD OF THE SAME
◎ Computer system for continuously recalling document
classification tree of time spots in the past time
◎ System and method projecting designated word on
documentary map
◎ Progressive reduction of dimension degree for
document vector and system and method of two-
dimension display
◎ System and methods for analyzing and assessing
patents
◎ Multi-tier computer system with individual independent
development platform
◎ System and method using external search engine as
foundation for segmentation of word
◎ System and method accelerating similarity computation
of document vector
◎ A method and system for electronic document to have
fast-search category and mutual link

コア技術：高性能な検索技術、自然言語処理技術、スマート
な音声認識技術および優れた情報収集技術、マシンラーニン
グ技術、映像認識技術、
認証：CMMI Level 3国際品質基準認証、台湾経済部M3Bナ
レッジマネジメントサービス優良会社認証

貴社名

ご住所

北京、上海
ソフトウェア開発
http://www.intumit.com/japanese/

碩網資訊股份有限公司
Intumit, Inc.



名前 役職
電話 E-mail

役職

役職

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㇐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。

邱仁鈿

E-mail crystalchung@intumit.com

E-mail po@intumit.com

日本企業と連携の事績：

参加者2名前 Executive Assistant of CEO

会社紹介

鍾詠晴

情報蒐集

参加者1名前

SmartRobot インテリジェントロボット、SmartOMS ソー
シャルモニタリングシステム、SmartKMSナレッジマネージ
メントシステム、Wise企業向けサーチエンジン

日本語
英語

CEO

□無い

Rある，連携ケース_KDDI R&D Laboratories Inc.、Yamaha Corporation、CAC Corporation 等_

技術提携

会社投資・合弁

□その他________________

連絡窓口

商品･製品･サービス

参加者

□中国語(通訳者費用は自行負担)
㇐対㇐商談使用言語

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

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

(02)29122100 ext.214 crystalchung@intumit.com

Executive Assistant of CEO

□オフショア開発（海外委託）

鍾詠晴



役職 Project Management Professional

E-mail h-shimagaki@intumit.com

参加者3名前 島垣浩



中国語
英語
中国語

英語

名前 役職
電話 E-mail

役職董軒宇

2017台日企業㇐對㇐商談資料表(日文)

海外拠点
産業別

会社紹介

E-mail atlas@wishingsoft.com

☑情報蒐集

参加者1名前

Wishing－Softでは⾧年のISOシステムの統合ノウハウをもとに、環境・
労働安全衛生（EHS）管理ソフトウェアのプラットフォームの発展に力
を入れております。
企業が法令に沿った活動を推進することをサポートしながらマネジメン
トリスクを減らし、運営の成果を上げます。
近年では、品質管理、エネルギー管理などの領域にも進出し、グローバ
ルに展開しております。

☑無い
□ある，連携ケース__________________________________________

☑技術提携

CEO

□会社投資・合弁

商品･製品･サービス

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

設立日
資本金
従業員数
特許(Patent)

10
（申請中）

Big Data analysis, Data mining,  Machine learning, Cloud Computing
Integrate

☑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

コア技術技術（Core Technology/ 認証）

環境・労働安全衛生（EHS）管理ソフトウェア

☑日本語
☑英語

ＵＲＬ

威煦軟體開發有限公司

Wishing Software Development Co., LTD.

台北市信義區忠孝東路五段508號4F-1

4F-1, No.508, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.)

2012.11.02
NTD3,000,000

□その他________________

連絡窓口
麥桓瑄

0963-477382 lala@wishingsoft.com

日本企業と連携の事績：

参加者

☑中国語(通訳者費用は自行負担)
㇐対㇐商談使用言語

貴社名

ご住所

N/A
IT
www.wishingsoft.com

COO營運長

□オフショア開発（海外委託）



役職麥桓瑄

E-mail lala@wishingsoft.com

参加者2名前 COO



中国語
英語
中国語

英語

名前 役職
電話 E-mail

役職

役職

役職

参加者2名前

E-mail

E-mail

参加者3名前

E-mail sung.cj.ray@jrsys.com.tw

□情報蒐集

参加者1名前

■無い
□ある，連携ケース__________________________________________

宋哲瑞 Ray Sung

+886932386066 james@jrsys.com.tw

商品･製品･サービス

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

設立日
資本金
従業員数
特許(Patent)

23
11

PKI, OTP, Mobile/IoT/Cloud Security

2017台日企業㇐對㇐商談資料表(日文)

■日本語
□英語

産業別

日本企業と連携の事績：

参加者

□中国語
㇐対㇐商談使用言語

CEO 社長

□オフショア開発（海外委託）
■会社投資・合弁

□その他________________

連絡窓口
吳建東 James Wu

□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

■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

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㇐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

貴社名

ご住所

CHINA
Information Security
www.jrsys.com.tw

NT$540,000,000

捷而思股份有限公司
jrsys Inc.
台北市中山北路三段二十九號十樓之二

10F.-2, No.29, Sec. 3, Zhongshan N. Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan

2010/4/20

コア技術技術（Core Technology/ 認証）

海外拠点

ＵＲＬ

会社紹介



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
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
V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________________

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。

商品･製品･サービス

ソフトウエア自動製造プロセス及び応用システム(Artificial
Intelligent Software); 情報安全システム (Information Security
eg. Cloud WAF)
クラウド・サービス、システム整合サービス

㇐対㇐商談使用言語
■日本語
□英語
□中国語

海外拠点
産業別 情報ソフトウエア・サービス業
ＵＲＬ www.axtronics.com.tw

従業員数  15人

特許(Patent)

コア技術技術（Core Technology/ 認証）

1.CMMI II; 人工知能応用システムArtificial Intelligent
Applications
 2. 財産管理運用株式市場投資予測クラウド人工知能システム
AiStock
 3. 道路損壊営造自動識別クラウド人工知能システム
AiFixMyStreet System
4.ソフトウエア自動製造プロセス及び応用システムArtificial
Intelligent Software Factory and Applications
  5.ソフトウエア自動製造プロセス・クラウド人工知能システム
AiSoftwareFactory
  6.入荷販売在庫クラウド人工知能システム
AiPurchaseInventorySale
  7.顧客関係クラウド人工知能システムAiCRM
情報安全システムInformation Security
8.  クラウド・サイト応用プログラム・ファイヤウォール
CloudWAF
  9.Avira Free Antivirusアンチウイルス・システム Avira
  ウエブサイト弱点スキャン Acunetix

資本金 175,042,430 元

2017台日企業㇐對㇐商談資料表(日文)

貴社名
文佳科技股份有限公司

Axtronics inc.

ご住所
新竹市金山25街90號 一樓 30080

F1, No.90, Jinshan 25th St. Hsinchu, Taiwan 30080

設立日 1997/12/30



名前 役職
電話 E-mail

役職

役職

役職
E-mail

参加者2名前 林彩鳳 副總經理

E-mail tsaifeng.lin2368@axtronics.com.tw

参加者3名前

参加者
参加者1名前 吳啟昌 總經理

E-mail mike.wu1058@axtronics.com.tw

□ある，連携ケース__________________________________________
連絡窓口

林彩鳳 副總經理

03-666-2050 tsaifeng.lin2368@axtronics.com.tw

V無い
日本企業と連携の事績：



中国語
英語
中国語

英語

□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

2017台日企業㇐對㇐商談資料表(日文)

海外拠点
産業別

□台湾の製品・商品・サービスを日本で直接販売したい

設立日
資本金
従業員数
特許(Patent)

29

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㇐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㇐翼を担う企業へと成⾧して
参ります。

ＵＲＬ

会社紹介

□中国語(通訳者費用は自行負担)
㇐対㇐商談使用言語

商品･製品･サービス

商談趣旨：

Lequios soft Taiwan Inc.

台北市信義區基隆路二段51號3樓之5

3F.-5, No.51, Sec. 2, Keelung Rd., Xinyi Dist.,
Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.)

2013年3月21日
500万元

□海外販売代理店を募集したい

コア技術技術（Core Technology/ 認証）

請負契約（完成開発）、SES契約、社内システム
の開発
■日本語
□英語

貴社名

ご住所

沖縄、東京、水戸、札幌
システムソフトウェア開発

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

ISO 27001

レキオスソフト台湾



名前 役職
電話 E-mail

職稱
E-mail

職稱
E-mail

職稱
E-mail

amaze0602@lequiossoft.com.

tw

林宗毅

西原由哲

E-mail

E-mail

E-mail

0968-366-504

参加者1名前

参加者3名前  嚴佳齡 営業

参加者2名前 営業

マネジャー

□無い
■ある，連携ケース______________緊急地震速報システム_____________

■技術提携

□会社投資・合弁

□その他________________

連絡窓口

参加者

□情報蒐集

0916-652-340
verna_yan@lequiossoft.com.

tw

0916-796-540
nisihara@lequiossoft.com.t

w

林宗毅

02-2378-0748 sales@lequiossoft.com.tw

日本企業と連携の事績：

営業

■オフショア開発（海外委託）


