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一部企業の入会に関する通知 
 

各会員企業： 

《大連ソフトウェア産業協会定款》第十八条の規定に基づき、大連ソフトウェ

ア産業協会理事会の討論を経て、下記の企業を大連ソフトウェア産業協会会員

企業とする。 

大連華信通科技有限公司 

大連志豪軟件有限公司 

拓普盛達信息技術（大連）有限公司 

法立徳国際質量認証（北京）有限公司大連事処 

徳国鑫泰信息技術有限公司大連代表処 

大連ウェアソフトウェア産業協会 

2008 年 11 月 

 

大連インターネット情報サービス企業座談会開催 
 

 大連インターネット情報サービス業の発展を推進し、インターネット企業の

交流と協力を促進するため、大連市の 40 あまりのインターネット企業代表が 11

月 12 日情報産業局 310 会議室において企業座談会を開催。会議では大連ソフト

ウェア産業協会が大連市ソフトウェア及び情報サービス業の発展状況・趨勢・

関連政策を紹介し、大連交通大学と大連理工大学の専門家もネット産業におけ

る個人情報保護と情報セキュリティ問題をテーマとした講座を行った。会議参

加者は大連ソフトウェア産業協会インターネット情報サービス分会の設立を提

案し、分会をプラットフォームとし、大連のインターネット企業の交流と協力

を深め、大連インターネット情報サービス業の迅速発展を促進する。 

 

第六期 PIPA 研修班北京において開催 
 

 PIPA の影響の拡大により、他地域の企業も個人情報保護の参列きた。他地域

の企業がより良く PIPA を理解できるように、そして質の高い個人情報保護制度

を早急に設立するため、大連ソフトウェア産業協会は北京において第六期の

PIPA 研修班を開催。2008 年 10 月 20 日に北京企業を対象とし第六期 PIPA 研修

を開始した。計 4社 18 人あまりの関係者が参加した。研修を通じて、北京の企

業に大連においての個人情報保護業務、『ソフトウェア及び情報サービス業個

人情報保護規範』を十分に理解してもらい、個人情報保護意識を強化した。企

業においての個人情報保護のプロセスと必要性も理解し、今回の研修は DSIA が



個人情報保護業務を他地域へと広めるにあたっての大きな前進となった。 

 

当協会と無錫が個人情報保護協力協議を締結 
 

 08 年 11 月 8 日、大連ソフトウェア産業協会は無錫太湖新城科教産業園（K－

PARK）と個人情報保護業務に係る協力関係構築に関する協議を締結した。協議

では次のように取り決めが交わされた。大連ソフトウェア産業協会は無錫市ソ

フトウェア及び情報サービス産業における個人情報保護業務の取り組みを支援

する。個人情報にかかわる基準の政策を支援する。企業の個人情報保護の宣伝

及び教育を支援する、PIPA 業務の推進などの内容が含まれている。無錫市政府

関連部門は強力に支持し、必要な条件を提供して PIPA 認定に取り組む企業に対

して資金支援をすると示した。 

 無錫市副市長方偉氏、日本 JIPDEC 副センター長関本貢氏、大連ソフトウェア

産業協会個人情報保護委員会の部分委員が署名に参加した。 

 なお、DSIA と JIPDEC は無錫において『相互承認プログラム貸与契約』、『相互

承認協定書』の変更契約を取り交わした。 

 

神奈川県知事主催の環境投資会開催 
 

 2008 年 10 月 29 日午後大連ソフトウェア軟件園碼数碼広場 8 号ビルで日本

神奈川県松沢知事主催の環境投資説明会が開かれた。大連ソフトウェア及

び関連産業企業の 50 数名が参加した。 

 松沢知事は神奈川県の地理位置・歴史・経済動向・生活環境・文化及び

産業背景に対して詳しく紹介し、会議参加者の質問に対しても答えた。中

国大連の企業が日本へ投資に行くなら、ぜひ神奈川に来ていただきたいと

述べた。神奈川県としては“IBSC 神奈川―神奈川ビジネス活動支援セン

ター”“外資企業のためインキュベーター事務所”“河崎市アジア企業創業

村”などの優遇支援政策を提供する。 

 

財政部 国家税務総局による組込ソフト増値税に対する
政策 

 

 ソフトウェア増値税優遇政策を徹底させるため、ソフトウェア産業発展の促

進、各地の反応状況から、研究を経て、財政部国家税務総局組込ソフト増値増

値税政策を公布した。当通知は≪財政部 国家政務総局増値増値税若干政策の

通知≫（財税【2005】165 号）発布から実行する。≪財政部 国家政務総局組込



ソフト増値税政策問題の通知≫（財税【2006】174 号）は停止とする。当通知発

布前に納税者の販売するソフトウェア製品が当通知規定条件に適合する場合、

当通知に応じて税金の払い戻し手続きをするものとする。詳細は協会のサイト

“政策法規”欄を参照のこと： 

http://www.dlsia.org.cn/NewsDetail.asp?ID=958

 

《沙河口区教育局個人情報保護管理条例》実施 
 

 大連市教育局主催、大連市沙河口区教育局実施による“大連市中小学教育信

息化応用成果展示現場会”が 2008 年 10 月 22 日に開催された。 

 会議では《沙河口区教育局個人情報保護管理条例》の正式実施を発表し

た。2008 年 2 月大連ソフトウェア産業協会個人情報保護業務委員会法規

組が関係者を集め、教育業界における《沙河口区教育局個人情報保護管理

条例》の起草に協力した。2008 年 10 月 7日大連市沙河口区教育局は正式

に≪沙河口区教育局個人情報保護管理条例≫を発布した。≪沙河口区教育

局個人情報保護管理条例≫は我が国の初の個人情報保護行政管理条例で

ある。中国―EU の個人情報保護トップ討論会でも工信部、EU 個人情報安

全管理委員会より承認を受けた。 

 当条例の発布は大連市の個人情報保護業務展開のために新たなる分野

を開拓した。“条例”に関する内容は以下のサイトを参照のこと： 

http://www.pipa.gov.cn/NewsDetail.asp?Id=359。 

 

大連航運物流軟件園プロジェクト商談交流会開催 
 

 10 月 16 日午後“大連航運物流軟件園プロジェクト商談交流会”が開催、物流

企業・物流ソフトウェア企業延べ 80 あまりの人が会議に参加した。 

 大連航運物流軟件園は 2008 年 6 月に中山区時代大厦において開業した。これ

は大連市初の専門軟件園で、我が市ヴァーチャルソフトウェアパーク設立の重

要な象徴である。 

 今回相談会の開催は、運航物流軟件園拡大発展を推進する重要なものであり、

このプラットフォームを通して、物流企業・ソフトウェア企業及び業界協会間

の情報交流を強化し、相互理解・信頼を強め、促進する。業界協力を推進し、

現代物流業とソフトウェア及び情報サービス業の共同発展を旨としている。 

 初期統計を見ると、今回のプロジェクト相談会では21の協力意向が達成され、

意向金額 1300 万元余となった。 

 大連運航物流軟件園は市・区二つのクラス政府の支援政策を獲得。大連市情

http://www.dlsia.org.cn/NewsDetail.asp?ID=958
http://www.pipa.gov.cn/NewsDetail.asp?Id=359


報産業局局長江親瑜、中山区人民政府区長劉佳晨が市・区政府の支援処置の説

明を行った。 

 

PIPA マーク変更公告 
 

 大連ソフトウェア及び情報産業における個人情報保護業務展開以来、政府主

要部門、ソフトウェア企業などから強力な支持を戴いた。PIPAマークの応用も

業界内で拡大しつつ、日本P－MARKと相互承認後の応用に応じて、DSIAはもとの

PIPAマークに対して変更を行った。個人情報保護合格証とマーク使用を規範に

あわせるため『個人情報保護合格証書とマーク管理方法』の編成も終了した。

当管理方法は新しいPIPAマークと同時に発行する。（“管理方法”の詳細内容は

www.pipa.gov.cnを参照のこと）。新しいマーク及び認定番号は以下の通り： 

一、 PIPA マーク 

（一）マーク表示 

  

 

 

 

 

 

 

  原の PIPA マーク         い PIPA マーク 

新しいマークのデザイン説明： 

業に捺印する”という意味をもつ； 

交流使用にも便利。 

二

番号は全部で 11 桁からなる：AABBBBBBB（CC）。 

• ソフトウェア

• で、7桁の数字で表す。認定を受けた事業者に対して、

• つ増加する。 

新 更し、

変更後 

      新し

  

（二）

1、新しいマークは全体が円形で、“企

2、全体的な色はディープブルー； 

3、英語・中国語を盛り込み、国際間

、認定番号 

新しい認定

AA：認定機関番号。指定の順は 01 から採番する。01 は大連

産業協会とする。 

BBBBBBB：事業者番号

大連ソフトウェア産業協会が認定順に採番する。 

CC：更新回数で、01 からはじめ更新ごとにひとつず

 しい PIPA 証書・マーク・認定番号は 2008 年 11 日 1 日から正式に変

原の合格証・マーク・認定番号は同時に廃止する。 

http://www.pipa.gov.cn/


                               

話：83643362 

                               

大連ソフトウェア産業協会 2009 年度カレンダー作成完了いたしました、各会

員の皆様12月 1日より協会事務室(勝利路38号華信大厦520室)の方まで受け

取り願います。数限定。 

協会事務室お問い合わせ電

 

年度大連市第四・五期ソフトウェア製品登録承認につい

各関連事業単位： 

ウェア産業と IC 産業発展のための若干の政策につい

て

2008 年第四期軟件製品登録名簿 

番号 登録番号 軟件製品名称 申請単位 

 
08

ての通知 
 

 国務院《ソフト

》（国発[2000]18 号）文書の精神を徹底するため、情報産業部《ソフト

ウェア製品管理方法》(信部第 5 号令)の関連規定に基づき、ソフトウェア

製品登録基準に符合した第四(28 製品)・五期(17 製品)について、2008 年大

連市第三期のソフトウェア製品登記を承認する。 
 

1 連 DGY-2008-0119 

賽奥 車

大連賽奥林克信息系統有限公司

林克 TRI-M 新

両リース管理システ

ム V1.0 

2 連 DGY-2008-0120 

特定健康診

大連賽奥林克信息系統有限公司

賽奥林克

断と保健指導収費管

理システム V1.0 

3 連 DGY-2008-0121 
共

大連賽奥林克信息系統有限公司
賽奥林克安全信息

有管理システム V1.0 

4 連 DGY-2008-0122 

健思軟件(大連)有限公司 健思軟件全米販 共

済部の共済システム

開発支援 1.0 

5 連 DGY-2008-0123 

害火災 健思軟件(大連)有限公司 健思軟件 JA 傷

(株)の〈Access Log

照会システム〉構築

1.0 



6 連 DGY-2008-0124 

件 JA 傷害火災

健思軟件(大連)有限公司 

健思軟

(株)〈Access Log 査

訓システム〉構築 2

次 

7 連 DGY-2008-0125 
大連必捷必信息技術有限公司 DJB-証券交易資産管

理システム 1.0 

8 連 DGY-2008-0126 
CAD 大連必捷必信息技術有限公司 DJB-必捷必厨房

システム V1.0  

9 連 DGY-2008-0127 
－管

海輝軟件(大連)有限公司 
海輝 EV8.2 開発

理員モジュール V1.0 

10 連 DGY-2008-0128 大連康博軟件有限公司 
大連陸海船舶管理情

報システム（PMS）V2.0

11 連 DGY-2008-0129 大連康博軟件有限公司 

康博ネット教学プラ

ットフォームシステ

ム V1.0 

12 連 DGY-2008-0130 

市档案局デ

大連恒智科技発展有限公司 

恒智大連

ータ档案館二期工程

ソフトプラットフォ

ーム V2.0 

13 連 DGY-2008-0131 
像伝送シ

大連誠志信息科技有限公司 
誠志 JRA 映

ステム V1.0 

14 連 DGY-2008-0132 

管理と

泰盛軟件(大連)有限公司 

泰盛工程内容

構造管理システム

1.0 

15 連 DGY-2008-0133 
科顧客管理シス

大連絵藍科軟件有限公司 
絵藍

テム V1.1 

16 連 DGY-2008-0134 

ンテナ埠

大連集発科技有限公司 

集発科技コ

頭操作システム（TOP＋

）V2.0 

17 連 DGY-2008-0135 
佳益事務用

超狐科技(大連)股分有限公司 
超狐華創

品ネット V1.0 

18 連 DGY-2008-0136 
管理

阿波羅信息技術(大連)有限公司
阿波羅協同販売

システム V1.0 

19 連 DGY-2008-0137 シス 大連新思軟件技術有限公司 新思固定資産子



テム V1.0 

20 連 DGY-2008-0138 
入力業務

大連良策信息技術有限公司 
良策データ

支持システム V2.0 

21 連 DGY-2008-0139 大連鑫智橋信息技術有限公司 
鑫海智橋生産物流制

御システム V1.0 

22 連 DGY-2008-0140 

小

大連西数網絡技術有限公司 

西数（DigitBiz）中

企業オンライン協同

ビジネスプラットフ

ォーム V1.5 

23 連 DGY-2008-0141 
MILE 販

大連愛迪克信息技術有限公司 
大連愛迪克 S

売管理システム 1.0 

24 連 DGY-2008-0142 
大連同方軟銀合志信息技術有限同方軟銀合志コア業

務システム-AS400 公司 

25 連 DGY-2008-0143 大連陸海科術有限公司 
大連陸海運航総合情

報サービス平台 3.0 

26 連 DGY-2008-0144 凱思科術(大連)有限公司 
凱思科術液化気体販

売管理システム V1.0 

27 連 DGY-2008-0145 大連華洋数碼科術有限公司 

華洋数碼遼寧省建築

安全監督管理情報シ

ステム一期工程 v1.0 

28 連 DGY-2008-0146 大連華洋数碼科術有限公司 

華洋数碼建築安全監

督管理移動事務シス

テム v1.0 

 

2008 年第 5 期部分軟件製品登録名簿 

番号 登録番号 

 

軟件製品名 申請単位 

1 連 DGY-2008-0147 
PSDCD-無線電話機組込ソフト 件開発(大連)

開発 1.0 

松下電器軟

有限公司 

2 連 DGY-2008-0148 
PBX 専用電話機組 件開発(大連)PSDCD-無線

込みソフト開発 1.0 

松下電器軟

有限公司 

3 連 DGY-2008-0149 
込みソ 件開発(大連)PSDCD-IP-PBX 主体の組

フト開発 1.0 

松下電器軟

有限公司 

4 連 DGY-2008-0150 デバイスドラ 件開発(大連)PSDCD-プリンタ 松下電器軟



イバソフトの開発 1.0 有限公司 

5 連 DGY-2008-0151 
スドラ 件開発(大連)PSDCD-スキャナデバイ

イバソフトの開発 1.0 

松下電器軟

有限公司 

6 連 DGY-2008-0152 
ト開発 件開発(大連)PSDCD-MFP 組込みソフ

1.0 

松下電器軟

有限公司 

7 連 DGY-2008-0153 
-通信機器の無線電話機 件開発(大連)PSDCD

の開発 1.0 

松下電器軟

有限公司 

8 連 DGY-2008-0154 
商品用GUI中間件 件開発(大連)PSDCD-VIERA

及び応用プログラム開発 1.0 

松下電器軟

有限公司 

9 連 DGY-2008-0155 
松下電器軟件開発(大連)

PSDCD-デジタルテレビ番組信

息中間件開発の関連テスト及

び解析 1.0 
有限公司 

10 連 DGY-2008-0156 
PANEL 制御ソフ 松下電器軟件開発(大連)PSDCD-車載用

ト開発 1.0 有限公司 

11 連 DGY-2008-0157 
用 AV システムソ 件開発(大連)PSDCD-Movie

フト開発 1.0 

松下電器軟

有限公司 

12 連 DGY-2008-0158 
/制御ソフト開 件開発(大連)PSDCD-携帯用AV

発 1.0 

松下電器軟

有限公司 

13 連 DGY-2008-0159 
ジタル家電対応 NETWORK 件開発(大連)有PSDCD-デ

ソフト開発 1.0 

松下電器軟

限公司 

14 連 DGY-2008-0160 
録画再生ソフ 軟件開発(大連)有PSDCD-Secure 対応

ト開発 1.0 

松下電器

限公司 

15 連 DGY-2008-0161 
nterfaceデバイス開 軟件開発(大連)有PSDCD-BD用I

発 1.0 

松下電器

限公司 

16 連 DGY-2008-0162 
Recorder用 BEソリュー 軟件開発(大連)有PSDCD-BD 

ション開発 1.0 

松下電器

限公司 

17 連 DGY-2008-0163 
用 BEソリューシ 軟件開発(大連)有PSDCD-BD Player

ョン開発 1.0 

松下電器

限公司 

 

 
 


