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◆◆1. 台湾国際調達商談会-スマート医療機器-のご案内 
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医療も時代の流れとともに IoT 化、スマート化が不可避です。 

スマート医療に特化した本商談会をビジネス展開に役立ててみませんか？ 

台湾の医療機器市場のトレンドを知る機会です、ぜひご参加ください。 

【開催日程】2023年 7月 27日(木) 

【会  場】台北国際会議センター  

【詳  細】https://fukuoka.taiwantrade.com/event/detail.jsp?id=31310 

【参加申込】https://forms.gle/WcKM34sz84AKh2587 

【申込締切】2023年 6月 15日 
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◆◆2. 台湾国際調達商談会-スマート製造-のご案内 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

スマートファクトリー産業に関連する製品の調達をご検討中の皆様を 

台湾にご招待いたします。スマート製造の最前線をご体感ください。 

【開催日程】2023年 8月 25日(金) 

【会  場】台北国際会議センター  

【詳  細】https://fukuoka.taiwantrade.com/event/detail.jsp?id=31333 

【参加申込】forms.gle/tJ3frXgiVFfTYPVT8 

【申込締切】2023年 6月 9日 
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◆◆3. 台湾国際調達商談会-スマート農業アプリケーション-のご案内 
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スマート農業アプリケーション業界（スマート検出、ビッグデータ栽培、 

畜産循環システム、AI コア技術）等の製品の調達をご検討中の皆様を 

台湾にご招待いたします。是非ご検討ください。 

【開催日程】2023年 8月 30日(水) 

【会  場】台北国際会議センター  

【詳  細】https://fukuoka.taiwantrade.com/event/detail.jsp?id=31346 

【参加申込】https://forms.gle/WcKM34sz84AKh2587 

【申込締切】2023年 6月 10日 
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◆◆4. 台湾国際調達商談会-スマートモビリティ-のご案内 
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世界で注目されているスマートモビリティ業界。車体各種やバッテリー、 

充電技術などで台湾の先端を走る企業と直接お話しいただけます。 

直接商談できる催しです。 

【開催日程】2023年 9月 12日(火) 

【会  場】台北国際会議センター  

【詳  細】https://fukuoka.taiwantrade.com/event/detail.jsp?id=31349 

【参加申込】https://forms.gle/WcKM34sz84AKh2587 

【申込締切】2023年 6月 30日 
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◆◆5. 台湾国際見本市のご案内 

    ～参観募集中 宿泊、航空券等の優遇もぜひご利用ください～ 

        ～出展をご検討の方は、個別にお問合せください～ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

見本市参観のための航空券や宿泊などの参観補助をご用意しております。 

いずれの見本市も枠数が例年より少なく、早々に埋まるケースも…。 

ご検討中の方は、是非お早めにお申し込みください！ 

 

① 台湾国際ファスニング見本市 

締結部品輸出量世界第 2位の台湾に、ファスニング企業が集結！ 

高雄展示ホールで最新の製品を展示し、最高のビジネスチャンスをご提供します。 

【開催期間】▼ﾘｱﾙ：5/3-5/5 ▲ｵﾝﾗｲﾝ：5/3-5/17 

【ﾘｱﾙ 会場】高雄展示ホール 

【出展品目】各種締結製品、締結部品製造装置、試験装置、線材 …他 

【詳  細】https://fukuoka.taiwantrade.com/event/detail.jsp?id= 30874 

【参観申込】▼ﾘｱﾙ：https://forms.gle/LR6LbSGvThi45TGDA 

      ▲ｵﾝﾗｲﾝ：https://forms.gle/Q4H8tVdCPiZmmJwDA 

 

② 台北国際コンピュータ見本市 

1981年の初開催以来、業界とともに成長、変革を遂げてきた COMPUTEX。 

今年は 1000社 3000ブース規模で待望のリアル開催です！ 

【開催期間】▼ﾘｱﾙ：5/30-6/2 ▲ｵﾝﾗｲﾝ：なし 

【ﾘｱﾙ 会場】台北南港第 1展示ホール 

【出展品目】半導体・最先端技術、AI、スマートテクノロジー、E スポーツ…他 

https://fukuoka.taiwantrade.com/event/detail.jsp?id=31346
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https://forms.gle/Q4H8tVdCPiZmmJwDA


【詳  細】https://fukuoka.taiwantrade.com/event/detail.jsp?id= 31038 

【参観申込】▼ﾘｱﾙ：https://forms.gle/mSVXJsHp7ZGSrdB47 

 

③ 台湾国際医療及びヘルスケア見本市 

少子高齢化社会において大きなビジネスチャンスが見込まれる医療・介護市場。 

3年ぶりにリアル開催の Medical Taiwan に足を運んでみませんか？ 

【開催期間】▼ﾘｱﾙ：6/8-6/10 ▲ｵﾝﾗｲﾝ：6/1-6/15 

【ﾘｱﾙ 会場】台北南港第 2展示ホール 

【出展品目】医療機器、医療消耗品、介護・ヘルスケア用品、美容材 …他 

【詳  細】https://fukuoka.taiwantrade.com/event/detail.jsp?id= 30983 

【参観申込】▼ﾘｱﾙ：https://forms.gle/bqeXsRSKf1pvFUsx9 

      ▲ｵﾝﾗｲﾝ：https://forms.gle/Q4H8tVdCPiZmmJwDA 

 

④ 台北国際食品見本市 

本見本市は世界中のバイヤーを惹き付ける台湾最大の食品見本市です。 

飲料、野菜・果物、水産物、農産加工品、豊富な品揃えをぜひご堪能下さい！ 

【開催期間】▼ﾘｱﾙ：6/14-6/17 ▲ｵﾝﾗｲﾝ：なし 

【ﾘｱﾙ 会場】台北南港第１&第 2展示ホール 

【出展品目】青果、水産品、冷凍調理食品、肉類及び乳製品、有機食品…他 

【同時開催】台北国際食品加工機械見本市、台北国際包装工業見本市、 

台湾国際ホテル・レストラン及びケータリング産業見本市 

      台北国際バイオ/製薬機械見本市 

【詳  細】https://fukuoka.taiwantrade.com/event/detail.jsp?id= 31004 

【注目企業】https://cloudcdn.taiwantradeshows.com.tw/2023/food/edm/edm05-jp.html 

【参観申込】▼ﾘｱﾙ：https://forms.gle/3Y1bvzVbqxZGndj36 

 

⑤ 台中国際お茶、コーヒー及びベーカリー食品見本市 

お茶、コーヒー及びベーカリー食品、飲料の関連設備の見本市です。 

皆様方の多数のご来場を心よりお待ち申し上げております。 

【開催期間】▼ﾘｱﾙ：7/7-7/10 ▲ｵﾝﾗｲﾝ：なし 

【ﾘｱﾙ 会場】台中国際展示ホール 

【出展品目】ベーカリー食品・設備、お酒、お茶、コーヒー・設備…他 

【詳  細】https://fukuoka.taiwantrade.com/event/detail.jsp?id= 31352 

【参観申込】▼ﾘｱﾙ：https://forms.gle/wikLxuwoFM2eewpg9 
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◆◆6. Contact Taiwanのご案内 

台湾企業で働きたい人と 

海外人材を採用したい台湾企業を繋ぐ 

マッチングサイト 
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中国語力を生かしたい、台湾で働いてみたい、そんなあなたにオススメなのが 

台湾経済部運営のマッチングプラットフォーム、Contact Taiwan です。 

台湾企業で働きたい人と、海外人材を採用したい台湾企業をつなぐ場として 

ご活用いただければ幸いです。登録は無料ですのでぜひお気軽に！！！ 

★https://contacttaiwan.tw/ 
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◆◆7. オンライン商談個別マッチングサービスのご案内 

    ～通訳サポートいたします～ 
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私共では皆様のニーズをお伺いし、ご希望に沿った台湾企業をご紹介する 

個別マッチングサービスを受け付けております。 

弊センターにてご希望要件に沿ったサプライヤーを調査してリストを作成し、 

リストの中からご希望のサプライヤーとのオンライン商談を手配致します。 

外国語が心配な場合は、初回に限り弊センターで通訳をいたしますので、 

安心してお話しいただけます。 

オフィスに居ながら距離や言葉の壁を超える本サービスをご活用ください。 
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◆◆8.  2023年台湾国際見本市スケジュール 
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下記 URLにて 2023年の国際見本市スケジュールを配布しております。 

現在、台湾への入国にはビザや隔離などの水際対策が緩和されておりますが、 

日本国内に居ながらにして見本市を参観できる、便利なオンライン見本市も 

同時開催いたします。是非ご覧いただきやすい方法でご覧ください。 

https://fukuoka.taiwantrade.com/news/detail.jsp?id=70894 

※日程は変更される場合があります。 
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◆◆9. 「Taiwan Products」eマガジンのご案内  
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「Taiwan Products」eマガジン誌上にて台湾企業を多数掲載しています。 

様々な端末からご覧いただけるので、是非ご活用ください。 

★https://ibook.taiwantrade.com/ 
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＜発行者＞ 

台湾貿易センター福岡事務所 

〒812-0011福岡市博多区博多駅前 2-9-28 福岡商工会議所ビル 7F 

TEL：092-472-7461 FAX：092-472-7463 

公式 HP：https://fukuoka.taiwantrade.com/ 

公式 FB：https://www.facebook.com/ttcfukuoka/ 

E-Mail： fukuoka@taitra.org.tw 

 

※台湾貿易センター（Taiwan External Trade Development Council、 

中華民国対外貿易発展協会）は 1970年に台湾政府と業界団体の支援により 

設立された台湾の非営利公的貿易振興機構です。 

 

https://fukuoka.taiwantrade.com/news/detail.jsp?id=70894
https://ibook.taiwantrade.com/
https://fukuoka.taiwantrade.com/
https://www.facebook.com/ttcfukuoka/
mailto:fukuoka@taitra.org.tw

