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大連ソフトウェア産業会報 
大連ソフトウェア産業協会事務室編集                2009.8 

 

今 月 の 内 容 

PIPA公示 大連新程軟件有限公司 PIPA公示について 

     大連泰思特軟件設計有限公司 PIPA公示について 

     大連北恒新宇信息技術有限公司 PIPA公示について 

協会通知 2009第十三回中日情報サービス産業懇談会の通知について 

     “2009中国トップテン創新軟件企業”についての申請及び“2009中

国トップテン創新軟件製品”に関する通知 

     “成功した営業チームをどのように築くか”講座開催の通知につい

て 

教会活動 成都市政府参事室が大連を視察 

     《中国―EU情報 EU情報社会プロジェクト》評価専門家が大連視察 

     台湾ソフトウェア産業協会が大連へ視察 

     JISAが大連を訪問 

     オーストラリア某会社がソフトウェア代理協力会社を求める 

資質認証 2009年大連市第三・四期軟件製品登録についての公告（日訳無） 

     2009年大連市第三・四期軟件企業名簿についての通知（日訳無） 

           
住所：大連市西崗区勝利路 38号華信大厦 520室    郵便：116011 

事務所：83643362，83655207 双軟認証：83638411，83655187 

E-mail:dsia@dsia.org.cn    HP：http://www.dlsia.org.cn 
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成都市政府参事室が大連を視察 

 7 月 10 日成都市政府参事室《軟件服務アウトソーシング産業発展促進》テー

マグループ一行 5 人を、参事室副巡査員羅虹が率いて大連ソフトウェアサービ

ス産業発展状況を視察した。 

 大連市情報産業局軟件及び情報サービス管理処副処長、大連ソフトウェア産

業協会常務副秘書長は当グループに大連ソフトウェア及び情報サービスアウト

ソーシング産業発展の全体状況と産業構成・産業発展環境など各方面の情報を

紹介した。当グループは大連のソフトウェア及び情報サービスアウトソーシン

グ産業についての認識が一層深まった。 

 当日午前、当グループは大連軟件園股分有限公司投資総監の案内の下、大連

ソフトウェアパークを見学した。 

 

《中国―EU情報社会プロジェクト》評価専門家が大連視察 

 7月 15日、《中国―EU情報社会プロジェクト》評価専門家が大連を視察した。 

 《中国―EU 情報社会プロジェクト》は中国とヨーロッパ間での協力プロジェ

クトである。当プロジェクトの主要目的は中国情報化業務の政策と実施戦略に

基づき、中国とヨーロッパの交流と協力を強化することである。商務部が外部

と締結し、工業及び情報化部が実施責任を担う。当プロジェクトには個人情報

保護の関連テーマも含まれている。2008年 7月 18日当プロジェクトチームは大

連にて“中国―ヨーロッパ聯盟情報社会プロジェクト個人情報保護大連ハイレ

ベルセミナ”を開催した。セミナは個人情報保護業務がわが市での発展に対し

てプラスに作用している。 

 今回プロジェクトチームの評価専門家は大連ソフトウェア産業協会個人情報

保護業務委員会責任者と協力関係及び大連の個人情報保護業務の進展状況につ

いて友好的な会談を行った。今後はさらに協力関係を深め、わが市及び全国の

個人情報保護業務をより良く展開していく。 

 

台湾ソフトウェア産業協会が大連へ視察 

 7 月 15 日、サービスソフトウェア産業発展の促進、事業者の組み込み式ソフ

トウェアの発展を支援するため、台湾資訊軟体協会が大連を視察した。 

 大連ソフトウェア産業協会責任者は中華ソフトウェア産業サービス処喩維貞

処長・董雅薇グループ長に対して大連市ソフトウェア及び情報サービスアウト

ソーシング産業発展状況を紹介した。また、大連ソフトウェアパーク及び関連

企業の見学を案内した。今回の視察結果は台湾政策研究参考になるだけでなく、

今回を期に台湾ソフトウェア事業者のパートナー探しの支援、共に大陸と台湾

のビジネスチャンスを築いていこうと喩維貞処長は話した。 
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2009第十三回中日情報サービス産業懇談会の通知について 

 中国ソフトウェア産業協会（CSIA）と日本国情報サービス産業協会（JISA）

協同主催、瀋陽市情報産業局と瀋陽国際ソフトウェアパークが実施する“2009

第十三回中日情報サービス産業懇談会”は 2009年 9月 13日より 15日に瀋陽で

開催される。 

 今回の懇談会は中日 IT業界のトップ・企業トップ及び中日ソフトウェア産業

協会に影響を与えた権威のある専門家・精英が一堂に会し、工業化と情報化融

合の背景の下、“未来を勝ち抜く――未来の中日 IT 協力について”をメインテ

ーマとし、共に中日情報サービス産業の現状、市場互換、多国籍戦略・情報サ

ービス産業と設備製造業の協同発展について検討をする。 

連絡先：尹宏                電話：0411-83655207 

FAX：0411-83643362             E-mail：yinh@sdia.org.cn 

(詳細資料は協会のサイトにてダウンロード www.dsia.org.cn) 

 

“2009中国トップテン創新軟件企業”についての申請及び“2009中

国トップテン創新軟件製品”に関する通知 

 業界内で自主イノベーション精神の宣伝、企業を主体とした産業発展イノベ

ーション体系設立の促進、企業のイノベーション意識と能力の強化、企業の企

業原始イノベーション、統合イノベーションと導入・消化・吸収能力を高める

ことを奨励し、一部のイノベーションソフトウェア企業とソフトウェア製品を

推進・育成・支援するため、中国ソフトウェア産業協会は引き続き“2009 中国

産業発展企業イノベーションハイレベルフォーラム”を開催する。“2009中国ト

ップテンイノベーション企業とトップテンニューソフトウェア製品”を選出す

る。申請締切日は 2009年 8月 10日まで。 

中国ソフトウェア産業協会連絡先： 

徐萌 電話：010-51527160 E-mail: xum@css.com.cn 

盛傑 電話：010-62118505 E-mail：shengj@css.com.cn 

(詳細内容は大連ソフトウェア産業協会サイトを参照 www.dsia.org.cn) 

 

《第七回中国国際ソフトウェア及び情報サービス交易会論文集》投

稿受付終了の通知について 

 交易会の学術のグローバル化を体現するため、交易会組織委員会は大連市

計算機学会、大連ソフトウェア産業協会と共に、“情報技術応用と情報産業発展”

を主題とし、国内外向けに広く一般に論文を募集する。採用された論文は《第

七回中国国際ソフトウェア及び情報サービス交易会論文集》にされ、国家一級

出版社より出版される。(申込締切日時：2009年 8月 31日) 
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連絡先：楊永達 藩暁敏       電話：0411-84342214 83655181 

Mail: panxm@dsia.org.cn           サイト：www.dlsia.org.cn 

 

“成功した営業チームをどのように築くか”講座開催の通知につい

て 

各会員及び関連単位： 

 企業発展にとって営業はリード的位置にあり、営業の発展にとってチームは

リード的位置ことは既に共同認識である。国際金融危機の背景の下、どのよう

にして成功した営業チームを築くことは企業の解決すべき問題となった。会員

企業に営業チーム設立で遭遇した問題をより良く解決できるため、チーム管理

の管理能力を高めるため、大連ソフトウェア産業協会は大連理工大学営業専門

博士を招き、会員企業向けにテーマ講義を開催する。 

一、テーマ：成功営業チームをどのように築くか 

二、講師：大連理工大学 管理学院 張暁飛博士。張博士は 8年来新奥集団・

吉利汽車・扶順特鋼など 30社あまりの企業に対してマネージメントのコ

ンサルタントと研修サービスを行ってきた。 

三、日時：2009年 8月 29日(土曜日)午前(具体的時間は別途連絡) 

四、参加者：企業経営者、営業監査、マネージメント者 

五、場所：大連市西岡区勝利路 38号華信大 三会会議室 

六、参加方法： 

１、会員企業無料参加 

２、参加企業は前もって参加申込書を提出すること 

連絡先：牟楠 電話：83655181 

（会議参加に関する詳細内容は協会のサイトを参照：www.dlsia.org.cn 

 

JISAが大連を訪問 

 7月 28日より 30日、日本情報サービス産業協会（JISA）一行 5人は大連のソ

フトウェア及び情報サービス産業を視察した。 

 JISA は日本ソフトウェア及び情報サービス産業で最大で、最も影響力のある

産業協会である。企業会員は延べ 770人。企業会員の従業員数は 33万人に達す

る。JISA と大連ソフトウェア産業協会は長年の協力関係を保ち、JISA の会長、

国際合作部部長はかつて大連ソフトウェア産業協会の顧問を務めたことがある。

今回、JISAの大連訪問の主な目的は日本の同業者の技術発展の状況及び JISAが

実施している“技術マップ”を大連に紹介することである。JISA 代表団と情報

産業局及び大連ソフトウェア産業協会は交流会談を行い、大連ソフトウェアパ

ーク及び関連企業も見学した。 
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オーストラリア某会社が軟件代理協力会社を求める 

 オーストラリアの某ソフトウェア会社が大連でソフトウェア製品代理可能な

会社を探している。関心のある企業は以下の連絡先までお問い合わせください。 

連絡先：牟楠  電話：83655181  Mail: mun@dsia.org.cn 
 

PIPA公示 
[PIPA2009第 08号] 

 《大連ソフトウェア情報サービス産業個人情報保護管理方法》に基づき、大

連ソフトウェア産業協会個人情報保護評価機構は大連新程軟件有限公司が提出

した PIPA の申請に対して評価を行い、審査に通過したことを、ここに公示しま

す。この事業単位の個人情報保護に関して意見、質問などをお持ちの方は、公

示期間内に PIPA事務室までご連絡ください。 

事業単位名称：大連新程軟件有限公司 

受理番号：PIPA11（09） 

審査員長：呂蕾蕾 

資料審査通過時期：2009年 07月 08日 

現場審査通過時期：2009 年 07月 15日 

公示期限：2009年 07月 16日から 2009年 07月 30日まで 

 

PIPA公示 
[PIPA2009第 09号] 

 《大連ソフトウェア情報サービス産業個人情報保護管理方法》に基づき、大

連ソフトウェア産業協会個人情報保護評価機構は大連泰斯特軟件設計有限公司

が提出した PIPA の申請に対して評価を行い、審査に通過したことを、ここに公

示します。この事業単位の個人情報保護に関して意見、質問などをお持ちの方

は、公示期間内に PIPA事務室までご連絡ください。 

事業単位名称：大連泰斯特軟件設計有限公司 

受理番号：PIPA06（09） 

審査員長：呂蕾蕾 

資料審査通過時期：2009年 07月 07日 

現場審査通過時期：2009 年 07月 23日 

公示期限：2009年 07月 24日から 2009年 08月 07日まで 
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PIPA公示 
[PIPA2009第 10号] 

 《大連ソフトウェア情報サービス産業個人情報保護管理方法》に基づき、大

連ソフトウェア産業協会個人情報保護評価機構は大連北恒新宇信息技術有限公

司が提出した PIPA の申請に対して評価を行い、審査に通過したことを、ここに

公示します。この事業単位の個人情報保護に関して意見、質問などをお持ちの

方は、公示期間内に PIPA事務室までご連絡ください。 

事業単位名称：大連北恒新宇信息技術有限公司 

受理番号：PIPA12（09） 

審査員長：郭玉梅 

資料審査通過時期：2009年 07月 16日 

現場審査通過時期：2009 年 08月 03日 

公示期限：2009年 08月 04日から 2009年 08月 18日まで 
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