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会社について



会社名

代表取締役

株式会社ホライゾンズ

邱 浚嘉（チウ ジュイン ジア）

設立日

事業内容

令和3年7月20日

鉄道車両および部品の製造・販売・輸出入業／鉄道模型の製造・販売

・輸出入業／その他雑貨等の輸出入業／人材・職業紹介事業／イン

バウンド事業／旅行業・旅行代理業　等

本社

従業員数

〒556-0011　大阪市浪速区難波中3-14-16 SEIANビル202

3名

資本金 999万円

取締役 胡 智偉（コ ツイ）

会社概要

https://www.jp-horizons.com/

ホームページ

https://www.jp-horizons.com/
https://www.jp-horizons.com/


よいものを生かして 

新しい文化を創り、 

多元化を目指します 

経営理念



私たちについて（代表取締役社長）

❏ 職歴・実績

2008年 中華民国国軍後備第905歩兵旅団（現陸軍第104

歩兵旅団）成功嶺基地新兵訓練所で、教育班長を務める。

2009年 台中市で個人事業主として独立。

交通部台湾鉄道管理局の台北機廠（車両工場）無形文化財

保存プロジェクトに参与。

2011年 新北市林口区で視野文化創意工作室（ Horizons marketing 

company）を創立。鉄道商品の設計・製造・販売を

始める。主に誠品書店（ eslite bookstore）を通して販売。

2012年 交通部台湾鉄道管理局の食堂車改造に伴う塗装の

メインビジュアル設計を担当。

2014年 『月刊とれいん』の台湾編集者に就任。毎月『台湾

鉄道ナビ』を連載し、不定期に『台湾特集』を投稿する。

株式会社ホライゾンズ

代表取締役社長

Chiu Chunchia

邱 浚嘉



私たちについて（代表取締役社長）

❏ 職歴・実績

2015年 台湾最大手の高速バス会社『国光汽車客運股份

有限公司』の経営戦略企画を委託される。

2016年 台湾HOBBY商品のネット販売事業を経営する。

2018年 鉄道模型の生産・製作を開始。 1つ目の商品

『アジアセメント貨車（HOゲージ）』を出す。

2019年 南海電鉄と煜翔機械のコラボによるラピート、

台日友諠号の宣伝プロジェクト企画を製作。

2020年 事業の根拠地を新北市新荘区に移転。視野文創

有限公司を設立、総経理に就任する。

2021年6月 煜翔機械股份有限公司の経営戦略参謀に就任する。

同年7月 株式会社ホライゾンズを設立し、社長に就任。

日台双方向のインバウンド業務、商品の輸出入業務、

鉄道車両・部品・模型の輸出入業務を始める。

株式会社ホライゾンズ

代表取締役社長

邱 浚嘉
Chiu Chunchia



私たちについて（取締役）

❏ 学歴

2004年　義守大学  企画管理学部  卒業

2011年　ヒューマンアカデミー日本語学校  卒業

2015年　エール学園  国際コミュニケーション学科  卒業

❏ 職歴

2006年 台湾現地法人のヤマト運輸に入社し、 SD（セールス

ドライバー）主任を勤める。

2016年 南海電気鉄道株式会社に入社し、インバウンド事業部にて

企画〜宣伝戦略立案、海外取引先の開拓、翻訳や通訳、

政府機関との交渉などを行う。

2021年 ホライゾンズを設立し、インバウンド事業および

在日中華系のプロモーションに注力。

❏ 資格

国内旅行取扱責任者

総合旅行取扱責任者

インバウンド実務主任者

株式会社ホライゾンズ

取締役 ゼネラルマネージャー

胡 智偉
Hu Chih-Wei

2010年 来日



私たちについて（取締役）

❏ 個人的な受賞歴

①

広島県熊野町自治体による「～地域資源活用アドバイス～

郷土館アイディアフラッシュ案件」にて 優秀賞を獲得

②

「2022 Global Young Entrepreneur Stars Selection Approach※」の

上位30名(日本での選出者は僅か2名)のうちの1名に選出

※40歳未満の華僑の企業担当者・上級管理職を対象に行われる

　ビジネスマン選挙。応募者は 100名以上

胡 智偉
Hu Chih-Wei

2010年 来日

株式会社ホライゾンズ

取締役 ゼネラルマネージャー

https://www.town.kumano.hiroshima.jp/www/contents/1645171049750/index.html
https://www.ocac.gov.tw/OCAC/Pages/VDetail.aspx?nodeid=5804&pid=27755538


組織図

取締役

日本の最高管理責任者

業務部

各業務の開発

服務部

顧客サービス、庶務

通路部

小売り販売先との商談



昱慶実業股份有限公司 鉄道部（2005年創設）が分割されて2011年に新設会社として独立

した煜翔機械股份有限公司の日本事業を業務委託されています。

関連企業

親
会
社

視野文創有限公司

子
会
社

株式会社ホライゾンズ

100%

煜翔機械股份有限公司 

業
務

委
託

（台湾）

（日本）

鉄道車両の製造・改造・修繕および

部品の販売を行なっています。



関連企業

主な得意先である煜翔機械は  

台北メトロや台湾鉄道、  

台湾セメント等に 

車両メンテナンス業務を  

提供しています。  

その他台湾企業との取引も  

多数ございます。

煜翔機械から業務委託を受けて  

鉄道関連事業を行っているのが  

視野文創およびホライゾンズです。  

 

 

 

 

ホライゾンズは 

親会社の視野文創と連絡しながら  

鉄道車両や部品の調達に  

ご協力頂ける 

日本の企業様を探しています。  



当 社 の 強 み

1ネットワーク

業務委託元である煜翔機械はMetro 

Taipeiや台湾鉄路管理局、台湾セメントな

どを主な取引先としており、その他台湾企

業とのお取引も多数ございます。

また、親会社である視野文創では台湾で

のプロジェクトだけでなく、日本の南海電

鉄と提携した共同プロジェクトの実施も行

なっています。

台湾への強いネットワークを活かし、台湾-

日本間の人・物・情報などを繋げる役割を

果たします。

2各種資格

取締役兼日本での責任者である胡 智偉

は総合旅行取扱責任者、インバウンド実

務主任者の資格を所持しています。前者

は日本および海外の旅行商品を取り扱え

ることを、後者はインバウンドに関する基

礎的知識や訪日観光客への対応・理解、

国の施策や法令などについて全体的に熟

知していることを証明する資格です。

これらの各種資格と過去の経験、ネット

ワークの広さや交渉力を活かすことが可

能です。



商品・サービス



事業内容

旅行業・旅行代理業

鉄道模型の製造・
販売・輸出入業

鉄道車両および部品の
製造・販売・輸出入業

インバウンド事業 人材・職業紹介事業

台湾の品物の販売・
卸し・輸入業

https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/q1015585394


鉄道車両関連部品や車両の調達、

台湾への輸出に関して日本の提携企業と

交渉を行います。

▼主な得意先　　　　▼現在の提携先

　煜翔機械（台湾）　　Glasstop株式会社

①鉄道車両および部品の製造・販売・輸出入業

https://www.glasstop-japan.com/


台湾鉄道のライセンスを取得し、

台湾鉄道車両を模型にして

日本にて関連商品を販売します。

▼日本の販売サイト

　ヤフオク！

2022年春夏頃に「台鉄E200型電力機関車」の 
模型を日本で販売予定！  

②鉄道模型の製造・販売・輸出入業

https://auctions.yahoo.co.jp/seller/glkcw74088


②鉄道模型の製造・販売・輸出入業（商品例）



台湾の物産（お土産/雑貨/玩具/衣類/
アクセサリー/飲み物など）を日本のマー

ケットで販売します。

▼現在の提携先

　承豊善澤

③台湾の品物の販売・卸し・輸入業

https://www.harvirtue.com/


③台湾の品物の販売・卸し・輸入業（商品例）



③台湾の品物の販売・卸し・輸入業（商品例）



・展示会出展に関わる通訳委託業務

・広告および営業の代行

・観光宣伝と企画　　　　　　など

▼主な得意先

　キヨコーポレーション　　　訳坊

　台湾貿易センター

④インバウンド事業



・留学生の生活全般代行およびフォロー

（学校/居住/携帯契約/口座開設など）

・ビジネス会話クラス案内

・職業紹介案内

▼現在の提携先

　TERA外語ビジネス学院

　ATLAS EHLE

⑤人材・職業紹介事業

https://tsbc.jp/
https://atlasehle.com/


渡航規制緩和後を見据え、

観光関連部門を設立しました。

▼提携予定先

　大阪バス株式会社

⑥旅行業・旅行代理業

http://www.osakabus.jp/


その他 業界とのコラボレーション実績

親会社の視野文創が  

南海電鉄(取締役の胡が当時在職中)

および台湾鉄道とコラボした  

「台鉄機関車塗裝列車※運行」が 

大好評。※南海の特急ラピート  

 

日台間の友好関係が深まり、  

日本への観光旅行を後押しした。  

親会社の視野文創と南海電鉄と  

台湾観光協会が組み、大阪で  

「台湾ウィークinなんば」を開催。 

台湾を訪れた日本人が  

延べ200万人を突破したことを  

記念して実施されました。  

 

旧暦のお正月である春節に  

台湾の魅力を発信し、  

台南市によるランタン点灯など  

各種イベントを行いました。  

2020年1月2019年1月



マーケティング



運営モデル

B2B

Eコマースの

プラットフォームを

持続開発

サービス料

各商業活動への

サービス提供により

報酬を得る

CRM管理

CRMシステム導入で
顧客のオーダーを
管理し、すぐに
フィードバック

サービス多元化

コア以外の商品や

サービスを増やし

価値を生み出す



イノベーション戦略

1

No.1品質の

専門技術を

生み出す

2

運営戦略で

差別化を

図る

3

新しい

ビジネス

モデルを

作る

4

新しい

サービスと

工夫ある

販売を展開

 斬新な行動で良い業績を導く



SWOT分析

私たちは、日本と台湾の架け橋となる役割を果たします。

S

強
み

S1 日台両方に営業拠点がある

S2 両方に各界の豊かな専門人材がいる

S3 他とは違う日台貿易で利益を獲得

W

弱
み

W1 新興会社のため規模拡大中

W2 マンパワーと資金が少ない

W3 経営リスクが大きいため、

　　積極的に投資を募る必要がある

O

チ
ャン
ス

O1 コロナ禍でも日台双方が頻繁に

　　取引するものに商機がある

O2 コロナ禍で見直される最近の

　　観光産業に進出する場所がある

T

脅
威

T1   多国販売と輸出入貿易を展開する

　　既存の安定的成長を遂げている

　　競合同業者



＼Thank You!／

最後までご覧いただきありがとうございました。

Tel  ：06-6634-5021
           080-2481-5146
Fax ：06-6645-0445

service@hrtw.jp


