【保健食品】２９社
参加目的
企業名

領域

委託 販売
生産 拡大

調達

技術

業務内容

その他

連携

主に NTU 568 紅麹菌株及び NTU 101 乳酸
28 SunWay Biotech Co., Ltd. 保健食品

○

○

○

康栄養食品研究開発と生産、医療機器代理販

（商談方向

売など。

参照）

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

○
保健食品

（商談方向
参照）
○

65 立康生醫事業股份有限公司 保健食品

弊社は原料供給業者として、日本の保健機能食品又は食品

売と全方位『カスタマイズ』による製品開発 提携を望んでいます。豊富な製品開発経験によって、メー /

1. 原薬、機能性発酵効能素材開発と生産、健

64 葡萄王生技股份有限公司

HP

菌菌株の研究、設計、製造に注力し、原料販 の代理店、販売業者、ブランド業者とのODM/OBMによる http://sunway.cc/tw
サービスを行っています。

63 生展生物科技股份有限公司 保健食品

商談方向

（商談方向
参照）

カー様の製品開発や技術サポートなどを手助けします。
ブランドマーケティング、新商品共同開発、素材提供、素
材調達、ライセンスアウト、日本設備機器購入、受託生

http://www.syngen.c

産、台湾での代理販売、日本で補い合う企業との提携、東 om.tw/EN/
南アジアと欧米での販路提携、代理販売

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 素材提供、受託生産、日本ディストリビューター、商社と https://www.grapeki
生産販売、受託製造／機能性食品のOEM・

の連携

ng.com.tw/tw/home

ODM
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

台湾での販路提携・代理販売、受託生産

http://likangbio.com
/en/

展開
ブランドマーケティング、新商品共同開発、商品企画の依

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

（商談方向

般、薬用化粧品の研究、開発、製造、卸し、 スイン、受託生産、委託生産、台湾での代理販売、日本で

参照）

小売、売買、及び輸入出貿易

頼、素材提供、素材仕入れ、ライセンスアウト、ライセン
ディストリビューター、商社との連携・補い合う企業との

http://unibiotech.com/en/

提携、東南アジアでの販路提携・代理販売
http://taiwanchlorell.
○
67 台灣綠藻股份有限公司

保健食品

（商談方向
参照）

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。

so受託生産、日本での販売拡大

buy.com/ezfiles/taiw
anchlorell/img/img/1
93373/index.html

○
68 麥德凱生科股份有限公司

保健食品

（商談方向
参照）

1. 前臨床動物実験CRO業務（医療機器、健

日本資金取得、ブランドマーケティング、新商品共同開

康栄養食品、化学品、農業環境用薬など）東 発、素材提供、素材仕入れ、受託生産、委託生産、台湾で http://www.medgae
京で支社ございます。

の販路提供、日本でディストリビューター、商社との連

2. 販売協力

携・補い合う企業との提携

a.com.tw/

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

（商談方向

品のODM/OEMサービス

参照）

液体剤、粉剤、カプセル、錠剤に得意

受託生産、日本での販売拡大

http://www.lsbiopha
rma.com.tw/

台湾で初めて濃縮技術を使用した科学漢方
70 順天本草股份有限公司

保健食品

○

メーカーである順天堂製薬(1946年設立)の関

（商談方向

連企業として、漢方保健との概念を中心にし

参照）

て、健康栄養食品の開発、製造とマーケティ

受託生産、日本でディストリビューター、商社との連携、 https://eshop.sunten
中国での市場提携

herb.com.tw/

ングを行っています。
台湾葡萄王生技と全宇バイオが2018年11月
71

GK BIO INTERNATIONAL
SDN.BHD

保健食品

○

にマレーシアで設立した合弁会社であり、マ

（商談方向

レーシアでサプリメント・OTC・素材の販

参照）

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

（商談方向
参照）

健康栄養食品素材研究開発と製造・
OEM/ODM

ブランドマレーシア、新商品共同開発、商品企画の依頼、
素材仕入れ、ライセンスアウト、委託生産、東南アジアで
の販路提携・代理販売・ブランド商品の区域専売、ハラル
市場開拓
ブランドマーケティング、素材提供、素材仕入れ、日本設
備機器の購入、委託生産、台湾での代理販売、日本でディ
ストリビューター・商社との連携

www.healthmate.co
m.tw

1. 健康栄養食品・化粧品の販売
73 大研生醫股份有限公司

保健食品

○

2. 親会社はi-Part、iPair、SweetRing、

新商品共同開発、商品企画の依頼、素材仕入れ、ライセン

（商談方向

Party ☆ Party（株式会社IBJと合資）など

スイン、委託生産、台湾での代理販売・販路提供、日本で

参照）

マッチングアプリ・サイト・婚活イベントを 補い合う企業との提携

https://www.daiken.
co/

経営している
○
74 益富實業股份有限公司

保健食品

（商談方向
参照）

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

ブランドマーケティング、素材仕入れ、日本で補い合う企
業との提携、中国での販路提携・代理販売、東南アジアで
の販路提携・代理販売

https://www.enutriti
on.com.tw/
美達食品：

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

（商談方向

種飲料水のワンストップデザイン、開発、生

参照）

産ODMサービス

合資、日本資金取得、新商品共同開発、受託生産、台湾で http://www.meitafoo
のODM、日本でディストリビューターと商社と連携、中国 d.com/
での販路提携・ODM、東南アジアでの販路提携・ODM、

祈憶生技：

欧米での販路提携・ODM

www.gracebiotech.c
om/en/

ブランドマーケティング、機能性認証申請の協力、新商品

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

（商談方向

ノキタケ菌糸体、総合ビタミン発酵液など機

参照）

能性素材の開発と生産

共同開発、商品企画の依頼、素材提供、素材仕入れ、受託
生産、委託生産、台湾での販路提供、日本で補い合う企業 www.greenynbio.co
との提携、中国での販路提携、東南アジアでの販路提携、 m
健康素材に基づき機能性表示食品・特色のある健康栄養食
品を発展したい日本商社・ブランド企業・販路商との提携

○
77 帝力股份有限公司

保健食品

（商談方向
参照）
○

78 神腦國際企業股份有限公司 保健食品

（商談方向
参照）

ブランドマーケティング、新商品共同開発、商品企画の依
BHK'sという自社ブランド健康栄養食品の販 頼、委託生産、台湾での提携、日本で現地生産販売の提携 https://www.bhks.co
売

（日本での生産パートナーに通じ日本現地での販売と製品 m.tw/faq
輸出を行いたい）

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

ブランドマーケティング、新商品共同開発、商品企画の依 https://www.senao.c
頼、委託生産、台湾での代理販売・販路提供、自有ブラン om.tw/about_us2.ph
ドの発展につき日本の生産パートナーを探している

p

1.天然海洋関連素材・商品の開発生産と販売
○
79 中華海洋生技股份有限公司 保健食品

（商談方向
参照）

2.フコイダン原料、OEM、商品開発販売など ブランドマーケティング、素材提供、技術ライセンスアウ
のニーズに沿い低分子フコイダンをご提供

ト、日本でディストリビューター・商社との提携、補い合 https://hiqbio.com/i

3.商品ラインナップ：素材提供、健康食品、 う企業との提携、中国市場販路提携・代理販売、東南アジ ndex_e.aspx
介護食(栄養補助食品)、バイオセルロースマ アでの販路提携・代理販売、欧米での販路提携・代理販売
スク、ペット用健康食品

○
80 幸一生醫有限公司

保健食品

○

（商談方向
参照）

81 濟生醫藥生技股份有限公司 保健食品

保健食品

及び自有ブランド商品販売、注射剤薬品、医

参照）

療機器

○
（商談方向
参照）
84 統園企業股份有限公司

保健食品

○

○

○

○

提携

om.tw/

2.台湾子供健康栄養食品業界はトップ１位

（商談方向

（商談方向

保健食品

潔用品、健康食品、食品など)

健康栄養食品とスキンケア商品の受託生産、

参照）
83 京都念慈庵股份有限公司

マーケティング及び販売 (OTC薬品、衛生清 新商品共同開発、委託生産、日本販路開拓、中国での販路 https://www.cares.c

○

○
82 鴻仲生物科技有限公司

1.子供向けまたは婦人向け自社ブランド品の

錠剤、カプセル、粉状製品のOEM/ODM
サービス

ブランドマーケティング、ライセンスアウト、ライセンス
イン、受託生産、台湾での市場提携、東南アジアでの市場 http://www.cscp.co
提携、日本優れた製品と技術を持っている企業と提携し、 m.tw/
台湾市場販路と開発中のマレーシア販路で提携したい
https://www.facebo
受託生産、台湾・日本・中国・東南アジアでの市場提携

?ref=page_internal

枇杷膏、科学漢方薬、のど飴、四物湯、健康 ブランドマーケティング、日本でディストリビューター・
栄養食品など漢方関連商品の製造販売
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

ok.com/Biospotlight/

商社との連携
素材輸入出・販売協力、配合開発・OEM

https://www.ninjiom.com.tw/home/j
p/
http://www.tyig.com.
tw/

○
日本の管理
85 勝昌製薬廠股份有限公司

保健食品

○

規制とビジ
ネスチャン

漢方薬濃縮製剤薬品、漢方薬草処方の保健食 漢方薬草処方の保健食品に対して、日本の管理規制とビジ http://www.herb.co
品開発製造および販売

ネスチャンスを知りたい

m.tw

ス
微細藻類(緑藻、藍藻)、プロバイオティクス 日本機能性食品の申請、保健食品製品輸出入の卸及び小売
86 佳展生物科技股份有限公司 保健食品

○

○

○

○

の食品・保健食品の研究開発、生産、及び販 り、保健食品OEMサービス、ミドリムシ原料

www.febico.com

売
87

新世紀漢方生技股份有限公
司

88 鴻元生技股份有限公司
89

台灣利得生物科技股份有限
公司

90 信鍠有限公司

保健食品

○

保健食品

○

保健食品
保健食品

○

○

造販売
○

○

発、生産、及び販売
天然着色料、天然エッセンシャルオイルの製

○

○

漢方薬関連素材に基づいた機能保健食品の開

○

技術提携、小売販路、日本輸入規制
天然原料の調達と販売

www.myherbs.com.t
w
https://www.dayspri
ng.com.tw/

新食品原料である牛樟芝の供給、

牛樟芝原料或いは、商品の代理、販売パートナーを探した http://www.twleader

ODM/OEM、配合開発など

いです。

日本ALMADOケアー保健食品総代理店、テ

日本の健康関連の商品及び中高齢者向け情報などを台湾に http://www.shltd.co

レビ販売、EC販売、無店舗販売等。

導入、販売協力

life.com/
m.tw/

