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会社名 中文名：造隆股份有限公司 

英語名：CHAO LONG MOTOR PARTS CORP.   

所在地 桃 園 縣 蘆 竹 鄉 光 明 路 二 段 1 5 1 巷 1 0 號 

設立年月 1973 年 8 月 1 日 資本金 二億一千萬元 

年商 13~15 億元 従業員数 290 人 

ＵＲＬ www.chaolong.com.tw 

事業内容 自動車やバイクメーター、エコ素材生活用品、セラミック包丁など 

今回はエコ素材生活用品の紹介。 

台湾を代表するモーターパーツメーカーである同社は、これまでに培ってきた射出成形及び高

品質化のノウハウを生かし、持続可能な環境配慮型製品に重点を置いた新事業『Green 

Product 3R+』を開始いたしました。新事業部『環境製品生産部・Chao Long Green 

Product 3R+』では、バイオマスやバイオベース製品の開発及び再生プラスチック商品の量産

に特化致しております。再生可能(Renewable)、再利用(Reuse)、削減(Reduce)、持続性

(Sustainable)=『3R+』では、より良い環境材料と製造プロセスの研究を行いつつ、環境意識

の強い消費者や企業の CSR ニーズを満たすことを目標にしております。 

会社の強み 1. 生分解性プラスチック原料の応用、商品の導入開発。 

2. バイオベースプラスチック原料の応用、商品の導入開発。 

3. リサイクルプラスチック原料の応用、商品の導入開発。 

4．ノーブランドや自社ブランド【Ｓ.Ｅ.Ｅ.】 商品の開発。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

人体の安全と環境負荷削減を目的とした環境配慮型商品の開発から製造、販売まで全て

自社で行います。 

紹介製品 （製品内容とその特徴を記載） 

植物由来の素材でできた未来形食品保存容器ブリール、自社ブランド【Ｓ.Ｅ.Ｅ.】の第一

弾商品として発売します。 

http://www.chaolong.com.tw/
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植物由来の素材でできた使い捨てカトラリー 

販売実績等 2011 年、生分解性の使い捨てカトラリーをヨーロッパとアメリカに輸出開始。 

2013 年Ｓ.Ｅ.Ｅ.系列商品をドイツ及び日本への展開開始。 

参加目的 日本国内での商品の拡販。新顧客獲得。 

備考 日本での代理店あり 
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会社名 中文名：多鎂光電科技股份有限公司 

英語名：DOMAG LED TECHNOLOGY CO.,LTD  

所在地 6f, No.121, LIDE St., Zhonghe Dist, New Taipei City 23556, Taiwan 

設立年月 2006 年 資本金 NT1,000 萬元 

年商 元 従業員数 11人 

ＵＲＬ www.domagled.com 

事業内容 建築 LED 照明（室内、室外、特殊照明を含む） 

DOMAG（ドメー）は30年の歴史を持つ照明の専門家により創業された

LED建築照明の開発・製造の会社です。2006年の創業以来、COBLEDの利

点を最大限に生かした高性能のLED照明を作り出し、室内外における様々な

空間の照明演出に採用される実績を持ちます。 

商品開発では、地球に優しいエコの規範を貫きながら、常に創意的な発想

で、多くの消費者に満足いただける商品の提供を続けています。ドメーのLED

系列商品は、室内デザイナー、建築士、照明商社、節電企画プランナー等に

親しまれ、住宅、商業施設、オフィス、工業施設や政府建造物などに多く採

用されています。ドメーの商品はすでに世界各地で採用され、多くの国の専

門業者とOEM/ODMの方式で提携を展開しています。 

会社の強み ＊高級感のある設計：ドメーはヨーロッパでみられる洗練されたスタイルを

照明設計に取り入れ、シンプルでかつ緻密さの更なる追求により、すでに各

国の有名デザイナーからも賞賛され採用されています。 

＊MITであり、完全に台湾現地生産：ドメーは台湾だけを生産地とし、MIT

は知名度のある品質保証ともされる。 

＊競争力に自信ある：常に世界中の競合する一流ブランドと競う姿勢を保っ

ている。ドメーLED照明は、多彩な光表現を有しながら、優れた散熱効果も

兼ね備えている高効能の照明ブランドである。 

＊経済的：優れた照明であると共に、コストパフォーマンスにも自信あり、

LED産業で利益を望む業者に最大限の協力を行う。 

＊OEM/ODM対応に自信あり、ご希望に合わせてプランを提供できる。：ド

メーは常に独自の目標とマーケットを目指している。しかし、特殊なニーズ

や個性的なユーザーにも対応できるOEM/DOMに自信ある。 

ドメーは、高品質と独創的な設計を必要とする企業や商社との末永い協力関

係を、心より期待致します。 

紹介製品 建築 LED 照明（室内、室外、特殊照明を含む） 

http://www.domagled.com/
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販売実績等 2010 FIFA ワールドカップ/ 南アフリカ共和国の大統領の自宅/イギリスロン

ドンオリンピックロンドン市内空港/ベルギースーパーマーケット/フランス

のチェーンレストラン/5 スターチェーンホテル ACCOR グループのインド

NOVOTEL ホテル/日本吉祥寺千賀形成外科（来年 4 月開業） 

参加目的 代理店・デザイナー探索、ODM/OEM 依頼先の探索 

備考  
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会社名 中文名：有量科技股份有限公司 

英語名：AMITA TECHNOLOGIES INC. LTD  

所在地 桃園県龜山鄉茶專路 6 号 

設立年月 2000 年 3 月 資本金 NT$6 億 7,600 万元 

年商 NT$3 億元 従業員数 130 人 

ＵＲＬ http://www.amitatech.com 

事業内容 リチウム電池の生産から電池バックのアセンブリまで、OEM、ODM 

会社の強み リチウム電池の生産から一つ製品になるのトータル設計能力を持ちます。 

紹介製品 リチウム電池(cell)、ESS SYSTEM（蓄電システム）、E-BANK(FOR 携帯)、 

電池モジュール（自転車用、オードパイ用） 

 

 

http://www.amitatech.com/
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販売実績等 得意先：GP、Delta‥、欧米輸出の実績があります。 

参加目的 販売先の開拓、市場拡販、売上げ増加 

備考  
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会社名 中文名：盛記開発事業股份有限公司 

英語名：SUNKISS DEVELOPMENT CO., LTD  

所在地 台湾彰化市大智路 58 号 

設立年月 2007 年 3 月 資本金 NT$5000,000 元 

年商 NT$25,000,000 元 従業員数 10 人 

ＵＲＬ http://cens.com/cens/html/zh/supplier/supplier_home_14792.html 

事業内容 自動車用テールライト・ドアミラーライト 

今回は酒を温める道具の紹介 

会社の強み 盛記開発の強みは特許取得製品の開発・デザインです。社長の劉安盛は現在

28 の特許を取得しています。これらの特許の中で一番知られているのは「自

動車 LED ドアミラーライト」の世界特許です。5 年前から自動車メーカーと

協力して生産してます。現在は全世界の自動車生産の標準装備になりました。 

紹介製品 【酒を温める道具】 

65℃溫酒鼎は新しい開発された特許取得製品です。半導体の技術を利用し、

手作りの陶製芸術品と合わせ、見事に清酒、焼酎のおいしさを表示されます。

＊非接触型の電路設計を使い安全性が高い。 

＊一般的な状況で 10 年も使えます。 

＊12 時間連続使用で電気はわずかだけで、とても省エネの商品です。 

  

 

販売実績等 5 年前から「自動車 LED ドアミラーライト」の世界特許で自動車メーカーと

協力。 

http://cens.com/cens/html/zh/supplier/supplier_home_14792.html
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参加目的 日本酒に関する企業（酒屋・酒販会社等）、土産業界の方々との面談 

備考  
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会社名 中文名：士捷股份有限公司 

英語名：Shih-Jie Enterprise Co., Ltd 

 

所在地 台湾桃園県楊梅市楊湖路二段一巷 186 号 

設立年月 2001/04 資本金 3680 萬元 

年商 5500 萬元 従業員数 20 人 

ＵＲＬ http://www.shih-jie.com.tw 

事業内容 WPC(木材プラスチック複合材料) メーカー 

会社の強み 1、 台湾の商業用木材の主要サプライヤー、木材廃棄物を処理や製造をし

WPC の使用、原材料や安定した材料やリサイクル木材を生産する。 

2、 日本の生産設備と技術を採用し、高品質の再生木材を生産する。 

3、 耐候性コーティング技術より現実的な木の質感を提供する(木目をカスタ

マイズすることができる) 

紹介製品 WPC 建材 

高品質の人工的な木材生産、木材とプラスチックの最適な比率を使用してい

るため、高い安定性と高い耐久性のあるプラスチック木材を提供している。 

 

http://www.shih-jie.com.tw/
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販売実績等 台湾の気候条件によって、六年間約 400 例の実績を持っている。デッキやフ

ェンスなど、60,000 以上平方メートルのパフォーマンス経験。 

望み 販売先/代理店探索、ＯＤＭ・ＯＥＭ依頼先の探索 

備考  
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会社名 中文名：名芳股份有限公司 

英語名：A-Mart Tech. Co., Ltd. 

 

所在地 新北市板橋区信義路 125巷 6号 

設立年月 1984年 9月 資本金 約台湾ドル 10,000,000 元 

年商 約台湾ドル 23,000,000元 従業員数 12名 

ＵＲＬ www.a-marttech.com 

事業内容 LED ライト、熱放射材料、エコ建材 

今回は LED ライト、エコ建材の紹介 

 室内・屋外照明の一般・LED・ソーラーの照明の生産と代理  

 公共照明工程の室内・屋外のデザインと工事  

 真空成型・圧空成型のブリスター・トレーの設計生産 

 高周波加工と超音波加工  

 検品から組み立て、出荷までの受託加工  

 各種包装資材の設計・加工と上記に付随する業務  

代理販売：  

 プラスチックシート：HiPS（日本と技術提携）・ABS・PP・  

        Carrier Tap ・導電性シート・（長期）帯電防止シート等     

台湾・外国市場向けの他の市場開発・技術交流・代理販売 

会社の強み １．照明製品：公共工事向けに、2.5~3 年間の保証が基本なので、壊されたら、すぐ

修理に行かなければなりません。品質を誰よりも重視です。 

２．ご希望のイメージデザインと良質な生産技術で、貴社商品のイメージアップで、

市場競争力を一層向上 

紹介製品 ＊室内と室外の照明製品：LED ライト、CFL(省エネライト)等 

＊エコ建材 

＊真空・圧空成型のブリスター・トレー・食品用コンテナ 

＊HiPS・ABSプラスチックシート（日本と技術提携） 

http://www.a-marttech.com/
http://www.a-marttech.com/?cfl%28%E7%9C%81%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88%29,16


2013/12/13 台湾環境関連製品発表会 参加台湾企業 

12 

 

 

販売実績等 照明：台北市遊園地、橋、政府機関、銀行、学校、スポーツ中心の工事 

 

ブリスター、食品包装材：Panasonic、Garmin、7-11の食品加工会社 

 

参加目的 代理店、直接販売先、ＯＥＭパートナーを探索したい 

備考  
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会社名 中文名：松湖電器股份有限公司 

英語名：MATSUKO ELECTRIC CO., LTD.  

所在地 台湾、台北市復興北路１６４号７Ｆ 

設立年月 １９８６ 年 ２ 月 ２４ 日 資本金 ＮＴ＄ ５,０００,０００元 

年商 元 従業員数 人 

ＵＲＬ http://www.lighting.org.tw/Ch_New/product_view.aspx?ID=111 

事業内容 各式 伝統 & LED照明用 OEM部品、室内用/屋外用 LED照明器具 

と 車用 LEDランプ、車用 HIDランプ専用バラスト 等 

会社の強み 1).25年間日本 National(Panasonic)照明代理店との経験により、省ネルギー 

    と高品質の照明効果の追求は、新しい LED照明器具の開発方針です。 

2).日本大手照明メーカー(Panasonic,Endo,Daiko,Koizumi等)の日本工場と 

   長時間の取引関係を持つ、日本市場に対する品質要求は良く理解し必ず 

守る自信があります。 

3).照明提案もできます。(弊社の担当者は日本照明学会の照明士です) 

紹介製品 （製品内容とその特徴を記載） 

LED ライト 

  LED Downlight (単コア発光形) 

http://www.lighting.org.tw/Ch_New/product_view.aspx?ID=111
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 LED Downlight (ライトエンジン)   

 LED 平面光源(パネル照明) 

販売実績等 今までは各大手照明メーカーの生産工場に照明用 OEM 部品を輸出する、 

照明器具(完成品)の輸出はこれからです。 

参加目的 輸入業者、直接販売先、ＯＤＭ・ＯＥＭパートナー探索 

備考 日本 PSE 取得予定 
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会社名 中文名：清淨海生技股份有限公司 

英語名：Sea Mild Biotech Co., Ltd 

 

所在地 
台灣桃園県平鎮市關爺東路 43 号 

設立年月 
2007 年 4 月 18 日 

資本金 
NT150,000,000 元 

年商 
NT50,000,000 元 

従業員数 
50 人 

ＵＲＬ http://www.seamild.com.tw/ 

事業内容 エコ洗剤研究開発、生産 

会社の強み エコ洗剤研究開発、生産 

紹介製品 （製品内容とその特徴を記載） 

 台湾初エコ認証を受けた洗剤、97％以上生物分解できます。 

 3R(Reduce, Reuse, Recycle)で生態的にパッケージデザインしました。炭素

排出量データを明示されてます。 

 ISO9001、ISO14001、IECQ HSPM QC080000 の認証を取得。 

 成分には EU指令 67/548/EEC が生態発展に有害すると判定した Risk Phrases と

Safety phrases などの有害物を含みません。 

 界面活性剤の含有量は 16.9％に達し、CNS2477 に規範される 15％により優れ

ています。 

 今年（2013）台湾工業局から主催される「2012 年産業グリーン成長推進プロ

ジェクト-グリーン商品デザイン」に認証を受けました。炭素インベントリと

統計データを完成しました(2.368kg CO2/箱)。 

 台湾での 30％の家庭（約 242 万の家庭）が弊社の洗剤を使っていただければ、

毎年地球に 20年生の木が 4,047,054 本植えられます。4360個のワールドカッ

プ競技場の面積に相当。 

 商品デザインは内容物、使用量、パッケージなど、すべてのことは「環境に

優しい、使用者に優しい」という概念を守っています。1 つの洗剤で 30L 容

http://www.seamild.com.tw/
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量の洗濯物を 150 回洗濯できます。商品の使い寿命を延ばし、無駄使いの行

為を変えられます。 

 

販売実績等 
 

参加目的 協力パートナー探索したい。 

備考  

 


