
パンテキスタイルフェア 

+886-2-23417251(担当：文) 内線2366
+886-2-23917712
takashiwen@textiles.org.tw 

www.textiles.org.tw
06-6614-9700 (台湾貿易センター大阪事務所)
03-3514-4700 (台湾貿易センター東京事務所)

>>入場無料

主催：紡拓會 台湾本部

日時：2023年5月17日(水)-5月18日(木) 午前10：00～午後5：00
会場：EBiS303 3階展示ホール(東京都渋谷区恵比寿1-20-8)

最新のサステイナブル生地、機能性生地、ファイバーのメーカー・商社、婦人
服やレッグウエアのOEM/ODMの台湾企業が出展。ASEAN地域や中国
に工場を持つ企業も多数あります。ご来場をお待ちしております。

TOKYO 2023
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ANDERLON ENT. CO., LTD.

BESTEX ENTERPRISE CO., LTD.

info@mail.anderlon.com.tw

mo@bestex.com.tw

Booth no. 04

安德隆企業股份有限公司

寶結企業有限公司

主な商品：
• ミラクルストレッチ   • 透防   • ウォッシャブル   • ジャカード    • 麻調合繊 
• コットンライク/ウールライクストレッチ   • 機能性素材(機能糸使い/後加工)
• ファンシーヤーン(先染め/後染め)   • リサイクルヤーン

会社紹介：
当社は自社染工所を背景に、優れた染め・整理加工の技術を兼ね備え、色ブレ・ロット
ブレ並びに染堅・物性を厳格に品質管理することが可能です。加えて先進的な後加工処
理が可能となり、素材に新たな付加価値を吹き込むことに成功。また20年もの間日本市
場向けに傾注し続け、対日本向けのビジネスモデル、慣習を熟知しているため、スムー
ズな商談ベースに持ち込めることを実現しています。同時に市場のトレンドや傾向をい
ち早く掌握できるため、日本・台湾の既存の糸原料のみならず、専門知識を生かしたオ
リジナルの糸を開発し、それぞれのお客様のニーズに合わせ、カスタムメイドされた製
品を開発、量産。信頼性の高い、プロフェッショナルなサービス、迅速な対応、競争力
のある見積もり、安定的、且つ高品質の商品提供に注力しています。主にレディースウ
ェアのセットアップスーツ、単品ジャケット、ボトム、スカート、ワンピースから始ま
り、リクルートスーツ、子供服、ユニフォーム、メンズ向けジャケット、スラックスな
どを得意とし、ベーシックアイテムから流行性をとらえた、機能性、変化性の高い特殊
な商品まで幅広く取り扱い、新しい価値を創造し続けます。また昨今のSDGsに貢献すべ
く、再生資源の活用を積極的に取り入れ、持続可能なバリューを提供できる企業を目指
しております。

主な商品：
• スポーツウェア向けの生地
• アウトドアウェア及びアクティブウェアなどの生地
• その他機能性のある生地

会社紹介：
弊社は台湾を拠点としており、テキスタイル産業において30年以上の実績及び経験が
あります。主な商品はスポーツウェア、アウトドアウェアなどの機能性生地です。自社
の染色工場を備えており、顧客に継続的に高品質かつ最新の商品を提供することによっ
て、長期にわたる信頼関係及びパートナーシップを築くことを重視しております。

Booth no. 28



CHENHUA ENTERPRISES CO., LTD.

CLASSIQUE TEXTILE CO., LTD.

cheryl.hsu@chenhua.tw

sales@classiquetextiles.com

Booth no. 21

Booth no. 13

晨華企業有限公司

豐貿國際有限公司

主な商品：
• 高性能マテリアル ( 織り物/ニット)

会社紹介：
当社は1999年に設立された。布帛・ニットを問わず、トレンドをとらえたファッション
性とスポーツウエアに必要な機能性を組み合わせたテキスタイル開発を得意とし、アウ
トドア・スポーツそしてカジュアルブランドのお客様より高評価をいただいており、台
湾での確固たる地位を築いています。JQ・先染め・メランジなどの意匠性の高いテキス
タイルに機能性・防水透湿・ボンディングなど加工を付与した開発が可能であることも
大きな特長のひとつです。革新的なデザイン・高品質・高機能そして誠実なサービスを
提供させていただくことを約束します。

主な商品：
• テキスタイルの企画製造卸販売
• スーツ衣料生地
• スポ－ツ衣料生地
• 機能性衣料生地
• 受託開発・生産

会社紹介：
当社は高い技術力でお客様のご要望に合わせたテキスタイルデザインと開発を得意とす
るテキスタイルコンバーターです。2002年に創立し、ヨーロッパ、中国、日本を中心
にマーケットを広げながら、スーツ衣料、スポーツ衣料、機能性衣料を中心にベーシッ
クな生地から高機能性のある高付加価値商品の企画開発に力を注いでいます。防水、撥
水、速乾吸湿、ラミネートなどの後加工も得意とし、他社を圧倒する高品質で好評を頂
いております。弊社では社内に試験室を併設しクライアントの求める高い品質基準を満
たすべく常に検査を行い、お客様のニーズにあわせた、高価値、高品質な商品を皆様に
ご提供していきます。



DABUS CO., LTD.

DANKEN ENTERPRISE CO., LTD.

knitdigo@knitdigo.com
www.knitdigo.com

japan@danken.com.tw
www.danken.com.tw

Booth no. 16

Booth no. 03

達步施企業股份有限公司

東肯企業有限公司

主な商品：
• ニットデニム生地、ジーンズ衣料
• カジュアルウェア

会社紹介：
当社は1981年に設立されたジーンズ専門メーカーです。業界にさきがけ「KNITDIGO」
という本格的なニットデニムが開発しました、2008年に糸のロ－プ染色から、丸編、
縫製、製品洗いまでのニットジーンズの一貫生産工場を完成させています。現在、中国
とミャンマーに自社工場があります。通常のジーンズなみの色変化の魅力をニットジー
ンズにも持たせながら、「ジーンズ フェース、ニット ボディー」のコンセプトにて、
従来のジーンズでは充分に対応できないマルチ伸縮性をニットジーンズで実現させてい
ます。更に保温、涼感等機能性ある化繊糸との交織で、ニットジーンズの新しい生命を
創出する事が出来ました。ニットデニム生地、既製服の生産を提供し、また、デニム服
ODMとOEMを提供しています。
海外拠点：中国/広東、ミャンマー

主な商品：
• 機能性ソックス
• 五本指ソックス
• 着圧ソックス
• 帽子
• 手袋
• マスク

会社紹介：
当社は1985年に創立の台湾にある靴下専門メーカーです。設立以来、優れた品質とサー
ビスでお客様に好評を頂いております。各種の靴下製品に幅広く生産して、OEMだけで
なく、ODMオーダーも承ります。弊社は「品質第一、信用第一」を目指して、お客様の
様々なご希望にお応えします。皆様のご指導・ご商談を心よりお待ちしております。



DOOTAI CORPORATION

EVEREST TEXTILE CO., LTD.

pomelo@dootai.com.tw

everest.marketing@everest.com.tw
www.everest.com.tw

Booth no. 17

Booth no. 12

多太股份有限公司

宏遠興業股份有限公司

主な商品：
• 紳士服
• 婦人服
• アウターウェア
• メディカルウェア＆ユニフォーム

会社紹介：
当社は1991年に設立以来、100%日本向けの商品を製造、販売して来ています。KAOTEX 
GARMENT CO., LTD.(高泰製衣有限公司)は当社のカンボジア縫製工場として、主に日
本ブランドの婦人物のパンツやスカートなどの関連商品を製造しております。経営理念
は、国外ブランドのOEM生産を行い、リーズナブル・プライスと高品質との優位性が
ある製品をご提供できることです。かねてから当社の良質な商品に、お客様より大変高
評価を頂いております。なお、当社のカンボジア縫製工場では、お客様に小ロット、多
品種などのニーズにも対応出来ます。長年、日本マーケットで培って来た経験を活かし
て、お客様のニーズにご満足頂けるサービスをご提供出来ると確信しています。
海外拠点：カンボジア/プノンペン

主な商品：
• フィラメント織物
• ステープル生地
• ニット生地(吸汗速乾、撥水、防汚、UVカットなどの機能素材)

会社紹介：
1988年に設立された当社は、糸の紡績、ねじり、織り、染色、仕上げ、印刷、コーティ
ング、ラミネート、特殊仕上げを専門とするR＆D指向の垂直統合繊維メーカーです。当
社は、スポーツ、アウトドア、都市、カジュアル、インダストリアルマテリアルなどの
世界有数のブランドに、高付加価値と革新的な製品を開発、供給しています。
海外拠点：中国/上海、タイ/バンコク、アメリカ/ノースカロライナ、ハイチ、エチオピ
ア/アワサ



FORMOSA TAFFETA CO., LTD.

GRANDETEX DEVELOPMENT CO., LTD.

u686590@ftc.com.tw
www.ftc.com.tw

eric@grandetex.com.tw
www.grandetex.com.tw

Booth no. 07

Booth no. 05

福懋興業股份有限公司

佳紡國際貿易有限公司

主な商品：
• ダウンプルーフ生地
• 機能性ファブリック
• ウルトラライトファブリック
• プリント＆特殊加工生地
• リサイクルPET＆ナイロン生地
• ストレッチ生地

会社紹介：
1973年4月19日に当社は設立しました。台湾をはじめ中国、ベトナムなどに工場を開
設。当初は台湾プラスチックグループの台湾化学繊維有限会社をなど、繊維業界の有名
企業と一緒に、織り、染色、プリントなどの長繊維ナイロン及びポリエステルタフタを
メイン商品とする「福懋纖維株式会社」を興しました。1979年1月に「福懋興業株式会
社」に社名を変更し、今日に至っています。当社は多角的な経営を行っており、主な製
品は、ポリアミン、ポリエステルなどの染色加工織物、純綿生地、混紡織物、長短繊維
交織織物、各種機能性加工織物などです。
海外拠点：中国/広東、中国/江蘇、ベトナム

主な商品：
• 機能性ファブリック
• ニット・織物
• リッチヤーン
• 2/2と5/3レイヤースタイル

会社紹介：
当社は2010年に台湾の台北で設立され、各種機能性素材を生産する会社です。当社の
製品は素材に実用性があり、商品に関してはスポーツのアウターウェアやアパレルの都
会派スタイルにも使用されるほか、専門的な作業服など幅広く色々な分野に使用されて
います。弊社は自社工場を持ちお客様の要望に素早く対応しかつお客様が求める商品の
生産を行う事ができます。また自社工場という点からご要望に応じて生地の開発まで行
い、その商品の品質を保ち安定的に供給していく事ができます。さらに当社の商品はす
べてBLUESIGNとOEKO-TEXの認証を得ており、生産において品質と効率を保証するだけ
でなく、環境保護にも役立って行けるよう努力しています。



HER CHING KNITTING CO., LTD.

HSU PAI ENTERPRISE CO., LTD.

all@herching.com.tw
www.herching.com.tw

jacky@hsuqal.com.tw
www.hsupai.com

Booth no. 15

Booth no. 30

和慶針織廠股份有限公司

仕派企業有限公司

主な商品：
• ニット

会社紹介：
当社は1973年に設立。主にニット生機を製造しました。マーケットのニーズに合わ
せて、段階的に増資や新織機導入。ホンコン、中国、中近東、ヨーロッパ、中南米な
どのマーケットを広げ、次々と好評を得てきました。中近東には自社ブランド「HER 
CHING」の展開で成功。フランスでも主要ニット・サプライヤーとなり、1990年には8
千万ＮＴドルまで増資し、製造、研究開発、営業などの部門を機能強化し、健全な財務
体質で、運営競争力を向上しています。近年は会社の体制を改革し、一部は委託加工と
なり、ニット生地の開発に力を入れて、日本のお客様のために開発した正式とカジュア
ルのニットスーツシリーズは織物より快適な伸縮性があり、そして、抗菌、撥水、リサ
イクル、吸水速乾などの機能性も付けますので、たくさんの好評を博しております。日
本やヨーロッパファッションブランドのお客様と長年の取引をしており、経験を積み、
たくさんの信頼を勝ち取ります。そして、近年ますます多くの人は環境問題に対する意
識の高まり、弊社も環境意識の重要性を認識して、生活している地球を一緒に守りたい
ので、協力いただいている工場たいていはエコの認証を持ちしております。毎年定期的
にTexworld(パリ及びニューヨーク)、Intertextile(上海)などの世界の大型繊維見本市に
出展しています。これにより、お客様との対話を拡大するとともに、世界のファッショ
ントレンドを把握し、ファブリックの新品種を開発して、より良い迅速、最善のサービ
スをお客様にご提供できるよう努力いたします。

主な商品：
• アウトドアスポーツ生地および機能性ニット生地

会社紹介：
当社は1988年に創立して、1996年と1997年にそれぞれ上海と蘇州支社を創立しまし
た。目的は取引先への多様で全面的なサービス、および競争性の価格を提供するためで
す。主な商品はアウトドアスポーツ生地および機能性の生地です。地球の発展が永遠に
継続するという理念を尊重し、すべての生産工程の中で環境の保護を積極的に推進しま
す。お客様をサポートする最良のパートナーを目指し、お客様と共に持続的に発展しま
す。
海外拠点：中国/上海



JINGLETEX DEVELOPMENT CO., LTD.

KINGWHALE CORPORATION

kiki@jingletex.com.tw
www.jingletex.com.tw

beckylin@kingwhale.com.tw
www.kingwhale.com

Booth no. 01

Booth no. 14

創溢企業有限公司

菁華工業股份有限公司

主な商品：
• 綿100％、CVC、T/C、ポリ、ナイロン、レーヨン、ビスコース
• T/R、Modelレーヨン、N/C、P.P
• ファブリック
• グラフェン、クールタッチサーモ、クールマックス、サーモライト、シーウール、
• タクテル、サプレックス、メリル、クールジェイド、コラーゲン、コーデュラ
• ECOフレンドリーファブリック：
• オーガニックコットン、バンブーカーボン、バンブーファイバー、シーウール(ポリ)
• リサイクルポリ、リサイクルナイロン、生分解性バイオポリ、生分解性バイオナイロ
ン

会社紹介：
Jingletexは2005年の設立以来、ハイエンド素材の快適な着心地を追求し、レジャー、ス
ポーツウエア、ユニフォームなどに最適な高機能ニットファブリックの開発に努めてま
いりました。当社は、お客様からより一層の信頼と安心をいただけるため、世界最高水
準の安全な繊維製品の証のエコテックス®スタンダード100の認証を取得しました。
ここ数年、国際ブランドとのご協力により、様々な機能素材の開発に加え、環境にやさ
しい優れたエコ素材にも積極的に研究しております。蓄積した高機能製品の製造経験を
通じて、常に情熱的かつ誠実でお客様のニーズに応える製品を提供することが私たちの
使命です。

主な商品：
• シングルジャージ、ダブルニット、インターロック、フリース、セーターフリース、
ラミネーション生地、ストレッチニット、テクニカルニット

• アウターウェア、シームテープ、アクティブウェア、スポーツウェア、ヨガ、テクニ
カルウェア、シームレス

会社紹介：
KINGWHALEは1992年に成立され、紡績、テキスタイル、染色・仕上げ、アパレル製
造の垂統合されたサプライチェーンを持っております。それに傘下のアパレル会社であ
るPHI Apparel はベトナムのハノイと中国の武漢にアパレル工場を持ち、ハノイ工場は
Adidasの承認を受けており、今年年末までにGore-Texに認証される予定で、武漢工場
はGore-Tex および RDS の認定工場であります。
海外拠点：ベトナム/ハノイ、中国/武漢(Gore-Tex certificated)



LA MODE TEXTILE CO., LTD.

LAKA ENTERPRISE CO., LTD.

anntex@ms65.hinet.net

laisandy@lakatex.com
www.lakatex.com

Booth no. 11

Booth no. 22

恒墉企業有限公司

錩新實業有限公司

主な商品：
• T/Rスーツ
• T/R/OPスーツ
• WOVENライクのニット
• ウール/ウールライク
• ドレッシング
• メンズ、レディスのカジュアルコレクション

会社紹介：
当社は本社が台湾にある繊維会社です。2001年に設立され、台湾から中国へと事業領域
を拡大しました。海外事務所はラモード（上海）とVision Global（紹興）を持っていま
す。商品はポリエステル、ナイロン、T / R、ウールなどの織物と編物があります。また
ドビー、ジャカード、ボンド、プリント、コーティング、ワックスなど、さまざまな織
り方と特殊仕上げ加工の経験があります。自社の検測工場とシステムを持ち、商品は出
荷前に "アメリカの4点標準"で品質管理を行っています。台湾、日本、アメリカ、南米、
香港、インド、イタリア、フランス、ドイツ、トルコ、ポーランド、ロシアなどに輸出
しているから、私たちのサービスエリアは世界中にあります。得意先様には製品工場、
輸入業者、小売業者や有名ブランドなどあります。我々はお客様に最高のサービス、優
れた品質、ファッション、競争力のある価格を提供します。
海外拠点：中国/上海、中国/紹興

主な商品：
• 機能性布帛, ニット、トリコット
• 紳士服／婦人服素材
• 特殊糸素材 ( SOLOTEX, NANORED, T400, COOLMAX, THERMOLITEなど)
• 機能性素材（抗ウイルス、抗菌防臭、UV、吸汗速乾など）
• 高耐久性能素材 (NYLON、CORDURA など)
• リサイクル素材(RE-POLYESTER, RE-NYLONなど )
• ラミネート、2層/2.5層/3層 生地素材
• BLUESIGN、GRS認証

会社紹介：
当弊社は2003年の創業以来、加工糸を用いた生地素材に力を入れ業務を行ってまいりま
した。お客様のニーズに応えながら製品開発、生産体制など拡充してまいりました。現
在は様々な用途に向けた織物やニットを生産しています。これまでの生産ノウハウに基
づいた製品開発、従来商品により改良を加え、機能性糸や後加工、リサイクル糸などを
使用し、風合い、見え方、感触、発色感といった素材の質感にこだわった生地織物の開
発を行って。台湾、中国、べトラム、その他地域の有力な機能素材メーカー及び生地工
場と協力し,高品質の生地を生産しています。
海外拠点：日本/東京



LI PENG ENTERPRISE CO., LTD.

MEN-CHUEN FIBRE INDUSTRY CO., LTD.

marketing@libolon.com
www.libolon.com

celine.chang@mds-intl.com
www.mds-intl.com

Booth no. 25

Booth no. 24

力鵬企業股份有限公司

綿春纖維工業股份有限公司

主な商品：
• ウールライクのスーツ素材
• ハイツイストスーツ素材
• 機能性シャツ素材
• ニットシャツ素材
• ユニフォーム素材

会社紹介：
リボロンは、力麗企業グループ傘下にある力麗と力鵬の2中枢企業が2007年にポリエス
テルとナイロンの2大事業を統合して作った統一ブランドです。 リボロンは、アジアに
おけるナイロンとポリエステルの両方を跨ぐ、ポリマーから、スピニング、ファブリッ
クス、染色と後加工までの製造工程をすべて備えた唯一のブランドでもあります。 リボ
ロンが有する全自動生產ラインは、大量生産、多品種少量生産のいずれにも対応可能で
す。一方、過去30年間にわたって蓄積された経験と技術力を活かし、より充実したサー
ビスとカスタマイズされた解決策をお客様にご案内いたしております。
台湾という地に礎を築いたリボロンは、台湾繊維企業の代表としてのみならず、世界ト
ップの素材メーカーを目指し、常に研究開発を通じて、社会貢献度向上に努めてまいり
ます。
海外拠点：中国/上海、インドネシア/ジャカルタ、インドネシア/バンドン工場

主な商品：
• ワープニットトリコット                 • ワープニットメッシュ
• ワープニット バーンアウト生地      • サーキュラーニットジャージー
• 丸編みメッシュ生地                        • 丸編みコンピュータージャカード生地
• 機能性ニット生地（UVカット・抗菌・保温・防湿）
• エンジニアードプリント生地          • ニットのプリント素材       • エコ素材

会社紹介：
当社は1987年3月に設立。資本額は約1,500万ドルでMDSグループの中、台湾地区で編
み、染め、輸出入貿易業務などを集約する主要な一員です。会社は台北市内湖区に立地
し、そして桃園一帯に、編み工場、染色工場と物流センターを持っています。長年の経
営努力で、当社は技術の累積だけでなく、優良な品質、顧客至上の信念で繊維業界に広
く知られています。 営業面でも毎年絶えずに改善し、年間売上げは既に8,000万ドルに
達し、台湾地区のすべての製造業のランキングに上位800名に属しています。裸一貫で
事業を起こすのは容易なことではありません。繊維産業は伝統的な産業であり、伝統的
な装飾をエスケープ、伝統的な美徳を保持し、そのマーケットに斬新な経営理念によっ
て、無限的な発展につあんげていく事が出来ます。当社は、絶えず革新の精神を維持
し、自社の実力を向上させ、繊維産業の各分野のマーケットを開拓して、末長い企業の
経営を継続しています。
海外拠点：ベトナム / 同奈省



ORIENTEX PRECISION IND. CO., LTD.

SHINKONG TEXTILE CO., LTD.

orientex@orientex.com.tw
www.orientex.com.tw

marketing@sktextile.com.tw
www.sktextile.com.tw

Booth no. 29

Booth no. 23

東纖精密工業股份有限公司

新光紡織股份有限公司

主な商品：
• ポリ100%のシャツ＆スーツ素材
• 機能性COFREX：吸汗速乾・UVカット
• ウールタッチ / リネンルック / デニムルック / コットンタッチ
• ブリーズ

会社紹介：
当社は1989年に創立。Poly男女ワイシャツおよびスーツ向けのファブリック専門製造メ
ーカーです。品質管理、信用および納期等を重視し、既に全世界のマーケットに高い評
価を得ております。数多くのお得意様とパートナーシップを築いています。シーズン毎
に自社の研究開発、デザインで新しいスタイルや新機能性ファブリックを作り出してい
ます。

主な商品：
• 機能性ファブリック：速乾、UVカット、防風、防雨など
• 医療用素材：帯電防止、抗菌、抗ウイルスなど
• ストレッチ織物・ニット
• エコ素材
• ウールブレンド織物・ニット
• 反射生地
• デジタルプリント

会社紹介：
「新光紡織」は1955年に設立されて以来、機能性テキスタイルの革新と持続可能性を
追求し、強力な研究開発チームと開発力を持ち、ファッショントレンドをつかみ、高性
能・高機能繊維の主要サプライヤーに成長しました。そのため、スポーツ、アウトド
ア、ファッションなどの有名なブランドと長期的な協力関係を築いております。今後も
持続可能なライフスタイルの実現に向けて、環境に配慮したテキスタイルを積極的に開
発するとともに、消費者向けの高付加価値の機能性テキスタイルを作り、ハイテクテキ
スタイルの開発を続けていきます。



SOLID TEXTILE  CO., LTD.

SUNNY SPECIAL DYEING & FINISHING CO., LTD.

solid-ken@umail.hinet.net

chen@sunnytex.com.tw

Booth no. 02

Booth no. 10

鍵誠紡織股份有限公司

尚益染整加工股份有限公司

主な商品：
• Polyester 100%素材（リネンライク、ウールライク、コットンライクなど）、ユニフ
ォームおよび作業服用素材（CARBON入り）

• スーツ、セットアップ用素材、シャツ、ブラウス素材
• コート用素材（スポーツ、婦人、紳士など）、機能性素材（オールシーズン、グラフ
ェン、コラーゲン、吸湿速乾、接触冷感、蓄熱保温など）

• リサイクル素材（ウールライクもあります）
• 抗菌素材、撚糸素材、サッカー調素材
• PU混、ライクラ混、ナチュラルストレッチ素材
• 長、短複合のタテ伸び素材、 ジャカード素材
• プリント、エンボス、コーティング、ボンディング加工商品
• 後染めのファンシーツイード
• キバタ販売可能（長、短複合素材も可能）、ニット素材

会社紹介：
当社は台南に自社織工場を持ち、台北に営業事務所を構えて、アメリカ、ヨーロッパ、オ
ーストラリア、アジアなどグローバルに販売戦略を展開しております。設備に関しては、
整経機、ウォータージェット織機、レピア織機を持っておりますが、工場現場は２４時間
３交替制で稼働しております。お客様の要望により、モノボリの開発商品が可能です。リ
サイクルのGRS認証を取得しております。どうぞよろしくお願い申し上げます。

主な商品：
• ナイロン・ポリエステル織物とニット
• サステナブルファブリック
• 防水透湿コーティング・ラミネート加工
• 耐久撥水・ウィッキング加工・UVカット
• エラステック
• コーデュラ / サプレックス / タクテル / クールマックス / サーモライト

会社紹介：
当社は1984年に設立以来、ナイロン、ポリエステルを中心に織物、ニットを問わずア
ウトドア衣料、スポーツ衣料および産業用衣料用の素材を生産してきました。これら
はベーシックな素材から、吸湿速乾、超撥水、UVカット、抗菌、高防水透湿コーティ
ング・ラミネート素材へ及びます。さらにInvista®社の正規代理として、Cordura®、
Coolmax®、Supplex®、Tactel®、Thermolite®等も生産しています。また永続経営を志
し、設立より30年続く経営理念として環境に十分配慮した生産事業を行ってきました。
国の政策に従うとともに、製造設備と生産過程の改善のため毎年惜しみない投資を行
い、資源やエネルギーの消費量削減の面では多大な効果を生み出しています。OEKO-
TEX®やbluesign®の認証も取得し、消費者の安全・安心を守るとともに、地球環境保全へ
の取り組みを追及していきます。当社は安定した高品質を納期遵守で提供し続け、世界
各国の大手ブランドメーカーより揺るぎない信頼をいただいています。今後も皆様と共
に未来を創造し、紡績テキスタイルメーカーとして一層の発展が遂げられるよう歩み続
けます。



TEX TILE ENTERPRISE CO., LTD.

TONCHE PROSPEROUS CO., LTD.

yuyu@textiletwn.com.tw
www.textiletwn.com

tonche.t888@tonche.com.tw
www.tonche.com.tw

Booth no. 32

Booth no. 27

達紡企業股份有限公司

統麒興業股份有限公司

主な商品：
• 丸編みのハイゲージ生地
• マルチフィラメントスペーサー
• 機能性素材（グラフェン、コラーゲン生地）
• 両面弾性生地(95%以上高い回復率)
• エコ類素材 (リサイクル、bio-based生地)

会社紹介：
弊社は丸編みと経編みのニット生地の専門メーカーであり、編み機と染色機を所有して
います。開発・営業に力を注いでおり、編みから染色～FINISHまでの工程を一括で行っ
ている会社です。使用している設備はすべてドイツとイタリア製の最新型マシーンで、
大量オーダーや少量で特殊な染色も対応できます。弊社の創造力で継続可能な開発を行
い、また染色過程を厳格に管理し、品質を保持しております。物性と堅牢度は各基準に
合うように弊社内に検査室を持っており、世界中のそれぞれのお客様に合うサービスを
提供できるように日々努力しております。また、丸編みのハイゲージ製品についての開
発と生産力が世界中で最も高いことは弊社の特色です。弊社は世界中の大手女性下着、
水着ブランドのサプライヤーです。お客様としては：Marks & Spencer, V.S., Triumph 
International,　Wacoal Taiwan & Europe, Hanes Brands, Vanity Fair, Seafolly, 
Audrey, Anita, Mode Marie, Miss Mary, Hunkemoller。等が挙げられます。

主な商品：
• 高級紳士服や婦人服のファッション衣料
• スクール、オフィス、ワーキング、軍警と消防機関ユニフォーム向け衣料
• スポーツ、アウトドア、カジュアル用の機能性素材とエコ素材衣料（防臭、吸湿、抗菌の加工素材）
• ウェディングドレス、イブニングドレス織物 • 特殊機能性素材 (防炎NOMAX,反射シートなど）
会社紹介：
弊社は1992年に設立された。自社工場を持ち、専門織物メーカーでございます。国内外で最も先進
的な素材、機械設備、研究開発し、多方面へ進化して、様々な織り方と用途に仕上げ加工の経験が
ある、各種繊維織物を企画、開発、製造、販売を行っております。近年、環境問題に対する意識の
高まり、環境に配慮したエコ素材の企画開発にも取り組んでいます。弊社はGRS の認証を取得しま
した。将来的には、お客様のニーズに応じて、ファッション性と機能性を兼ね備えたオリジナル生
地素材を幅広く提供します。
生産設備：高速レピア織機50 台、ウォータージェット織機200台、ジャカード織機60台、撚糸機
（1000/錘数）。
生産量： 60万～100万ヤード／月。
生地素材： ポリエステルを中心に、コットン、ナイロン、ウール、レーヨンなど混紡素材。短繊
維、長繊維、新しい合繊素材、ストレッチ素材、スパンポリエステルを使用しております。
生地用途：婦人服（ブラウス、アンサンブル、スーツ、フォーマルワンピース）紳士服（スーツ、
コート、ジャケット、スラックス）、カジュアルブルゾン、ユニフォーム向け生地、スポーツ、ア
ウトドア、ウェディングドレスなど衣料全般。
製品販売地域：台湾国内30%、欧米30％、日本30％、他の10%
海外拠点：ベトナム/ホーチミン市



TUNG HO TEXTILE CO., LTD.

TUNHUANG TEXTILE TECH CO., LTD.

emily@tungho.com.tw
www.tungho.com.tw

jay@tth.com.tw

Booth no. 06

Booth no. 31

東和紡織股份有限公司

東隍紡織科技股份有限公司

主な商品：
• Umorfil美肌機能混紡糸
• 低炭素混紡糸
• drirelease混紡糸
• Sensitive抗菌消臭混紡糸
• グラフェン混紡糸
• コンパクト混紡糸

会社紹介：
当社は1953年に創立され、今年で創業70周年を迎えます。世界各地の幅広い機能性繊維
を揃えており、それに各種天然繊維、アクリル、ポリエステルやリヨセルを様々な技術
（Siro-Compact、Siro-Wrapped、Siro-Fuse）で組み合わせて機能性短繊維混紡糸を提
供します。また、国際認証のISO 9001、ISO 45001、エコ認証のGRS、OCS、GOTS、
RWS等を取得しております。東和紡織は高度な研究開発力と生産力を持って、最良且つ
革新的な製品及びサービスをご提供できるよう、お客様と共に成長して参ります。

主な商品：
• モノマテリアル・ガーメント・ラメント・リサイクル
• スペシャル
• モイスチャーウィッキング
• ウオータープルーフ
• プロテクション
• テンパラチャー
• サスティナブル・ディグレイダブル

会社紹介：
2019年に設立された布業界のスタートアップテクノロジー企業は、革新とフレンドリー
な環境に取り組んでいます。製品の特徴：会社は4つの原則に従って製品を開発していま
す。水とバクテリアを軸に、あらゆる民族の消費者に最適な生地を開発。企業文化：目
標としての持続可能な経営、業界の利点の垂直統合、システム管理と専門の品質管理担
当者、優れた品質と専門のサービスの追求、および顧客ケアと注意。orientation今後の
方向性：新製品の研究開発に重点を置き、それを主張し、原材料の調達から製造までの
多様な商品とカスタマイズされたニーズを提供し、機能性、特殊性、環境保護の問題を
組み合わせて、技術と環境保護の共存を実現します。



UNIVERSAL TEXTILE CO., LTD.

WISHER INDUSTRIAL CO., LTD.

fendy@universal-tex.com
www.universal-tex.com

service@wisher.com.tw
www.wisher.com.tw

Booth no. 26

Booth no. 18

大宇紡織股份有限公司

偉全實業股份有限公司

主な商品：
• アーバンウェア素材：100％ポリエステル(リネンライク・ウールライク　ストレッ
チ・コットンライク　タッチ・撚糸など)、混紡（T/R、T/Cなど）等。

• 機能性カジュアル素材：吸水速乾・撥水・抗菌・冷感接触・スパンデックス等。
• サスティナブル素材：回収されたペットボトルから再生した原料や循環経済に取り組
むCO2削減の糸や生分解性原料などで作られた織物。

• 産業用素材開発中、お楽しみください。

会社紹介：
当社は1969年に設立して以来、高品質な商品とサービスを追及します。1991年に上場
し、持続的な成長と企業価値の最大化に努め、株主と取引先の期待に応えます。1998年
には台湾の中部で専門仮撚工場を設立し、原料の安定性をさらに強化しました。現在、
台湾に2つの製造工場を有し、社員数は300名あまりで、国内、また海外へと営業活動を
展開しています。メンズとレディースのボトムスやスーツ衣料がメインで、アメリカ、
ヨーロッパ、アジア、中東を中心に世界各国で販売しています。

主な商品：
• ファッション+機能性
• NANO-HEATING蓄熱保温生地
• PUなし、伸縮率18％以上、ストレッチポリエステル生地
• 超軽量2重織裏起毛生地
• ウールライク、リネンライク、コットンライク
• 超快適なカジュアル生地
• UVカット
• 吸水速乾
• ワーキング生地

会社紹介：
当社は1972年に設立された上場株式会社であり、GRS、Higg、BCIの品質認証会社で
す。主にメンズとレディーススーツ  のファッション、カジュアル+機能性織物とニット
を生産しています。自社は特殊な糸、撚り糸、機能性糸生産できる設備が持つ、さまざ
まな機能的な織機もあります。お客様のニーズに合わせ、原料段階から一貫に新商品開
発しながら、機能性糸に加えて生地の組織変化によって、ハイクオリティーシリーズ織
物を展開し、および競争性の価格を提供します。また、環境に優しいエコ素材の開発に
も取り組んでいます。地球の持続に最善を尽くします。



WU LUEN KNITTING CO., LTD.

YUNG TAI CO., LTD.

brian.wu@wu-luen.com.tw
www.wu-luen.com.tw

alluser@yungtai-co.com.tw

Booth no. 19

Booth no. 20

五綸織造股份有限公司

榮泰股份有限公司

主な商品：
• 経編、緯編生地、弾力性生地、スポーツウェア、水着と下着、または機能性生地と

ECO生地
• 靴、かばん、帽子と家具に使われるトリコット．メッシュ

会社紹介：
五綸(ごりん)紡織は1985年、台湾の彰化にて設立。サイジング、織り、染色、整理加工
まで、一貫生産を行う専業テキスタイルメーカーです。ニット生地を主力商品とし、経
編、緯編生地、弾力性生地および染色加工、特殊加工などを取り扱っています、スポー
ツウェア、アウトドアウェア、トライアスロンウェア、水着、ヨガウェア、下着、靴、
帽子、バッグなどの素材を高品質とリーズナブルな価格で提供しております。研究志向
の企業文化と相まって、当社は精密な生産機械を導入し、シーズン毎に数十点の新商品
開発に挑戦し続けております。
海外拠点：ベトナム/同奈省

主な商品：
• 合繊系ニット生地（ポリエステル製、ナイロン製）
• トリコット生地
• フリース生地
• 機能性のニット生地
• ニットジャカード生地
• ボンディングニット生地

会社紹介：
弊社は台湾で創業６０年の歴史があり、商社として紡績と合繊に関わる事業をしており
ます。本社は台北市に設立され、東南アジアにはホーチミンオフィスがあります。事業
内容については主に日本の繊維機械・パーツの販売や輸入と生地の貿易で、世界中の取
引先と商売しております。生地の商売に関して、ニット生地を中心とする商材を自社で
生産せずに、各糸業者に糸を調達し、編み、染め、後加工などは台湾での専門業者に外
注し、生地を販売しております。アパレルや産業用やスポーツ向けなどの生地を取り扱
った経験があり、一貫製造・輸出の仕組みとなっております。長年の業界経験を基づい
て、台湾の革新的な原料を把握し、生地工場の技術力を結びつき、生地の付加価値を最
大限にすることにより、特有性・高価値な生地を少量多様で作り出すことができます。
品質を確保しながら、様々なニーズに合わせてより良い商品とサービスを提供して参り
ました。


