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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                2010．7 

 

今 月 の 内 容 

協会活動 2010 年中国ソフトウェア商談会円満終了 

     西安―大連企業懇談会円満終了 

2010 中日ＢＰＯフォーラム成功開催 

東北ソフトウェア・情報サービス産業聯盟業務会議開催 

2010 年大連市産業情報化優秀プロジェクト選定の通知 

2010 両岸消費類電子産業合作及び交流会議の通知 

PIPA 業務 PIPA 公示 

西安と大連個人情報保護評価協力協議提携 

業界情報 国務院新聞弁公室『中国インタネット状況』白書公布 

     『サイト商品交易及び関連サービス講師管理暫定方法』の指導意

見 

     商務部ネットショッピング健康発展の指導に関する意見 

2010 年 6 月世界トップ 500 企業が大連入居 

2009 日本コールセンタ状況 

億達情報谷工事開設 

大連海輝軟件米ナスダック上場 

双軟認定 2010 年大連市第三期軟件企業名簿の通知 

2010 年大連市第三期軟件製品登録についての公告 

           

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    PIPA 事務室：83655187 

双軟認証：83638411，83655187   資質認証：83655207    FAX:83643362 

E-mail:dsia@dsia.org.cn HP：www.dlsia.org.cn PIPA：www.pipa.gov.cn/ 
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2010 年中国ソフトウェア商談会円満終了 

 

6 月 23 日、中国国際ソフトウェア及び情報サービス交易委員会、東北ソフ

トウェア及び情報サービス業聯盟主催、ソフトウェア交易サイト、大連ソフト

ウェア産業協会実施、各省ソフトウェア産業協会協力のもと“2010 年中国ソ

フトウェア交易年会”が円満終了。200 余のソフトウェア企業が会議に参加。

北京・上海・黒竜江・遼寧・吉林・内モンゴル・広東・山東・河南・江蘇など、

十数余の省と市である。全国のソフトウェア製品エージェントと、ＳＩ屋、プ

ロダクションが商談会において“一対一”の交流を行った。そのうち、20 社

余の企業は初歩的意向を達成。会議参加者によれば、商談会は全国のエージェ

ントと接する機会の場を提供し、短時間で全国十数余の省と市のソフトウェア

エージェント、ＳＩ屋と商談ができる。会議はソフトウェア企業の製品宣伝の

すばやいルートでもある。 

各方面の協力により、会議は四つの特色を引き出すことができた。 

1、協会推進により、全国知名度のある企業が集まることができた； 

2、“一対一”の特色ある商談方式； 

3、ソフトウェア交易会の場を利用し、企業のためにより広い舞台を提供す

ることができた； 

4、積極的に内需市場を開拓、東北地域の発展の注目点を捉えることができ

た； 

 

 

西安―大連企業懇談会円満終了 

 6 月 23 日、西安市人民政府主催、大連ソフトウェア産業協会協力の“西安

―大連企業懇談会 招待パーティ”が大連フラマホテルで開かれた。100 社余

の企業が会議に参加した。会議に参加する大連と西安のソフトウェア･情報サ

ービス企業に対して商談の場を設け、相互交流と協力の場を提供することがか

ぎの主旨である。IBM、SAP、思科、Genpact、Accenture、松下電器など世界ト

ップ 500 が会議に参加。大連華信、大連海輝、文思創新、信雅達、軟通動力、
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中軟国際、博彦科技、美商天など中国トップ 100 企業及び億達、康明斯、大商

集団、実徳集団など大連業界の知名企業の責任者も会議に参加した。西安の葡

萄城、凛安電脳、明徳、協同時光、863 軟件インキューベータ、維信、海藍本

立、春秋視詢、紫光自動化、宝光光電、同輝軟件、思科、華信などの企業と交

流を交わした。Genpact、Accenture、思科、華信など企業が西安と大連の産業

発展について進言とアイデアを出し合った。 

西安市商務局（招商局）局長蒿芒喜が会議の司会を取り、西安市商務局、

科技局、財務局及び高新区など関連政府部門責任者、大連市政府秘書長周洲が

会議に参加した。 

西安と大連ソフトウェアの主要メディア、IT 経理世界、インタネット週間、

計算機世界、中国電子報、中国輸出入、中国ソフトウェアパーク雑誌、和詢網

など専門メディアが会議に参加した。懇談会の後、西安市陳宝根市長が西安市

政府を代表し招待パーティを開いた。 

 

 

2010 中日 BPO フォーラム成功開催 

中国国際ソフトウェアと情報サービス交易会・東北ソフトウェア及び情報サ

ービス業連盟協力、大連ソフトウェア産業協会・日本貿易振興機構主催の“2010

中日 BPO フォーラム”は 2010 年 6 月 23 日午前、大連世界博覧広場五号会議室

で成功開催。今回のフォーラムでは野村総合研究所・ITEC 阪急阪神株式会社・

ジェンパク中国・中国ソフトウェア及び情報サービスアウトソーシング産業連

盟の 4名中日業界専門家が中日 BPO 市場に対して分析をした。講演者はそれぞ

れ中日の違った視点に立ち、BPO 発展の過去を振り返り、これからを展望した。

また、中日企業の要求事項に着目し、自社を例として中日企業が BPO 分野での

協力方法、協力の見通しなど企業の注目する話題を繰り広げた。講演内容は企

業が BPO 市場参入、BPO 業務受注に対して指導的であり、企業の参加も積極的

で、150 名余の企業代表が会議に参加した。人数が多く、何回も椅子の追加を

した。交流段階においては、会議参加者と講演者が中日 BPO 業務展開に関して

広く交流を交わした。 
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東北ソフトウェア・情報サービス産業聯盟業務会議開催 

6 月 23 日、東北ソフトウェア・情報サービス産業聯盟の業務会議が開かれ

た。遼寧省ソフトウェア産業協会秘書長周長春が今回の持ち回り主席で、会議

の司会を取った。吉林、黒龍江、大連、鞍山、大慶などソフトウェア産業協会

責任者及聯盟顧問鍋谷健二氏も会議に参加した。地域協力の強化、東北地域ソ

フトウェア及び情報サービス産業発展の推進、企業交流の強化、工業と情報化

融合などの問題について話しあった。 

 

 

国務院新聞弁公室『中国インタネット状況』白書公布 

中国国務院新聞弁公室6月8日に『中国インタネット状況』白書を発表した。

白書では、中国政府は国民経済発展の加速のため、科学技術進歩と社会サービ

ス情報化に対して、インタネットはかけがえのない役割を果たしている。白書

では、中国インタネット発展の基本状況、中国政府がインタネット関する基本

政策及び関連問題の基本視点を説明した。民衆と国際社会が中国インタネット

発展と管理の実際情報の理解に役立つ。白書は前言、インタネット発展の推進

と普及、インタネットの幅広い応用の促進、公民インタネット言論自由の保障、

インタネット管理の基本原則と実践、インタネットセキュリティの維持、国際

交流と協力の積極的推進、おわりの部分からなる。全文 13000 文字、白書の前

文に関して下記のサイトを参照のこと： 

http://www.miit.gov.cn/n11293472/n11293832/n11293907/n11368223/1325

3544.html 

 

 

西安と大連 個人情報保護協力協議提携 

6 月 23 日、西安―大連企業懇談会で、西安高新区（ハイテク区）管理委員

会と大連ソフトウェア産業協会が“西安―大連個人情報評価協力協議”を提携。

協議では、共に西安における個人情報保護評価業務を推進する。成都・無錫・

瀋陽に続き新たなる協力都市である。個人情報保護評価が西安での推進・普及
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に対して、高新区管理員会は宣伝及び政策面の支援を提供、ソフトウェア産業

協会は事業者の認証において関連指導を提供する。 

 西安ソフトウェアパークは西安高新区が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において集中的・規模的に発展する目的で建設された

ものである。西安ソフトウェアパークには西安の 90％ものソフトウェア・情

報サービス企業が集まっている。2001 年 9 月開園より、産業発展は毎年 30％

伸び、毎年新しく設立される企業は百を超え、従業員は 1－2 万と増加してい

る。今回西安と大連において、個人情報保護評価が推進され、西安ソフトウェ

アパークに入居している企業に対して個人情報保護評価の支援を与え、企業が

国際アウトソーシング市場への基準獲得を助け、西安のソフトウェア・情報サ

ービスアウトソーシング産業の更なる発展に貢献することができる。 

 

 

国家工商行政管理総局 徹底的に『インタネット商品交易及び関連サー

ビス行為管理暫定方法』実施について指導意見を公布 

 『インタネット商品交易及び関連サービス行為管理暫定方法』（国家工商行

政管理総局 第 49 号局令 以下『方法』と略す）は 2010 年 7 月 1 日より実行

される。これはわが国初のインタネット商品交易及びサービス行為の行政規程

である。インタネット商品交易の健全発展・消費者保護・経営者合法的権益、

インタネット市場秩序維持に対して積極的な役割を果たす。インタネット商品

交易及び関連サービス行為の監督業務の順調展開のため、インタネット商品交

易及び関連サービスの迅速・健全・継続発展の促進、国家工商行政管理総局は

6 月 29 日に『インタネット商品交易及び関連サービス行為管理暫定方法』を

徹底的に実施する意見を公布した。 

詳細は大連ソフトウェア産業協会のサイトを参照のこと：www.dlsia.org.cn 
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商務部ネットショッピング健全発展の指導に関する意見 

 ネットショッピングはインタネットと情報技術の発展を頼りに、新しく発展

してきた販売形式である。流通段階の短縮、低取引価格、資金繰りの素早さ 、

販売範囲の広範・消費者購買便利などの優位性を持つ。近年、わが国のネット

ショッピング市場は消費者層が拡大しつつ、消費規模も迅速に増加している。

これと同時に、関連政策法規、管理能力とサービスがネットショッピング発展

に追いつかない状況になっている。ネットショッピングの健全発展のため、6

月 24 日に商務部は『ネットショッピング健全発展の促進に関する指導意見』

を公布した。 

詳細は大連ソフトウェア産業協会を参照のこと www.dlsia.org.cn 

 

 

大連ソフトウェア産業協会システムインテグレーション分科会“2010
年大連市業界情報化優秀プロジェクト選定活動”の通知 

わが市の情報化建設を推進するため、大連市情報化事務室実施の電子情報技

術推進応用プロジェクトの準備に協力し、大連ソフトウェア産業協会システム

インテグレーション分科会は“2010 年大連市業界情報化優秀プロジェクト選

定活動”（以下“優秀選定工作”）を開催する。下記の通り案内する。 

一、 範囲と条件 

 1、2009 年度大連行政区において情報化プロジェクトを完成すること； 

 2、情報化プロジェクトはＥコーマス・社会服務応用システム・企業情報管

理システム・情報サービス管理・業務支援システム・農業と農村情報応

用システム・業界向けの情報技術応用公共サービスプラットフォームな

どの建設・応用とサービスプロジェクト； 

 3、申請単位は 1-2 のプロジェクトを申請することが可能； 

二、 締め切りと要求 

1、申請締め切り時間延長：2010 年 7 月 31 日 

2、申請表一式 6部 

3、申請場所：大連ソフトウェア産業協会弁公室 

担当：尹宏 電話：0411―83655207 

詳細情報は大連ソフトウェア産業協会のサイトを参照のこと：

www.dsia.org.cn 
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2010 年 6 月世界トップ 500 企業が大連入居 

一、三菱電機インフォメーションテクノロジ（MDIT） 

 2010 年 6 月 2 日、日本三菱電機インフォメーションテクノロジ本社が大連

理工大学と研究開発プロジェクトセンター調印式が行われた。2009 年米国雑

誌『FORTUNR』の世界トップ 500 のリストに三菱電機は 364.83 億ドルの売上高

で 215 位に位置する。MDIT は先端 IT 製品の研究開発と製造を担う。今回の研

究開発プロジェクトは“グリーン IT 透明化プロジェクト”と名づけられ、期

間は半年、後期プロジェクトは年内に開始する予定。高い技術力のある研究プ

ロジェクトを大連に取り入れることを期待する。 

 

二、日立情報システムズ（Hiss） 

 2010 年 6 月 22 日、日立製作所 90％出資、日立中国 10％出資の Hiss 北京分

公司大連事務所が正式に設立された。日立グループの 40 名余の管理層が New 

Century Hotel で設立式を開催した。2009 年米国雑誌『FORTUNR』の世界トッ

プ500のリストで、日立グループは99.544億ドルの売上高で52位に位置する。

既に、中国で 133 社のグループ会社と 500 余の企業を持っている。社員数は

6.2 万人。日立が中国での業務は電力・工業設備システム・建物システム・都

市交通システム・情報通信・医療システム・デジタル消費製品・建設及び資源

開発システム・車輌システム･車輌システム素材・情報デジタル・デジタル家

電製品の部品と素材など広い分野にわたる。 

 

 

大連海輝軟件米ナスダック上場 

6 月 30 日、大連ソフトウェアサービスアウトソーシング知名企業――海輝

軟件国際集団が米国ナスダックグローバル市場で成功上場を果たした（証券コ

ーダ：HSFT）融資額 7400 万ドル。今年ナスダックで上場した中国初のソフト

ウェアアウトソーシング企業である。大連市において二番目にナスダックで上

場を果たした IPO 企業で、大連市 41 番目の上場会社である。 
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 海輝軟件は 2004 年 5 月に設立され、IT サービスアウトソーシングを業務と

し、顧客は主に米国・日本、中国大規模ソフトウェアアウトソーシング企業の

1 社である。6 月 29 日、海輝軟件は米で 10 ドルの価格で 740 万の ADS を発行

し、7400 万ドルを融資することができた。第一日目の終値は 10.40 ドル、4％

上昇。 

（資料：遼寧新聞サイト） 

 

 

2010 両岸消費類電子産業合作及び交流会議の通知 

台湾と大陸の電子情報産業の交流と協力の促進のため、大連経済と情報化委

員会・大連市台湾事務弁公室・台北県電脳商業同業公会は 2010 年 7 月 27 日―

30日に大連フラマ南山ガーデンホテルで2010両岸消費類電子産業合作及び交

流会議を開催する予定。 

今回の会議は“共に共栄のチャンスを作り、両岸消費類電子産業協力の新型

モデルの創出”を主題とする。工業と情報化部、省・市の責任者、台湾搭橋専

案弁公室、投審会、諮詢工業策進会、車載資通産業聯盟、中華替代能源協会及

び台湾と大陸企業代表が共に台湾と対立電子技術発展趨勢、協力合作のこれか

らについて討論を行う。今回会議は IT 企業交流の重要な場と窓口である。台

湾の電子情報産業業務の受託、台湾と大陸の製品・技術・市場が共に発展する

ことを促進し、資源共同使用、産業融合の促進に重要な意義を持つ。 

 会議日程： 

7 月 27 日 E コーマス（大連―台北交流合作プラットフォーム開設記者会見 

7 月 28 日 2010 両岸消費類電子産業合作と交流会議 

7 月 28 日 消費類電子・新型エネルギー・車載デジタル製品と技術展示会

及び企業商談会 

7 月 29 日 新型エネルギー産業ファーラム 

7 月 29 日 車載デジタル産業フォーラム 

各会員企業の会議参加と製品展示の申し込みを受理（展示場所は無料提供）
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7 月 15 日までに会議参加のメールを大連ソフトウェア産業協会まで送りくだ

さい。 

連絡先：伊宏 

電話：0411-83655207 

E-mail: yinh@dsia.org.cn 

詳細情報は大連ソフトウェア産業協会サイトを参照のこと 

 

 

“2010 中国トップ 10 イノベーションソフトウェア企業・ソフトウェ

ア製品”についての通知 

産業内で自主的で新しいものづくりの精神を広めるため、企業の自主的な 

企業を主体とする産業発展イノベーション体系、イノベーションソフトウェ

ア企業とソフトウェア製品の推進・育成・支援する。中国ソフトウェア産業協

会は“2010 中国ソフトウェア産業発展企業イノベーション会議”を開催する

予定、会議では“2010 中国トップ 10 イノベーションソフトウェア企業・ソフ

トウェア製品”を選定する。下記の通り通知する： 

1、 企業側が自らの申請と各地方ソフトウェア産業協会の推薦を原則と

し、各地方ソフトウェア産業協会は地元知育での積極的な宣伝と推

薦をし、地元企業の申請に対してまじめに対応すること； 

2、 申請締め切り日時：2010 年 8 月 2 日 

3、 選定結果の公布日時：2010 年 9 月 3 日に南京で開かれる“2010 中国

ソフトウェア産業発展企業イノベーション会議”で公布。 

大連ソフトウェア産業協会連絡先 

担当：伊宏 電話：0411-83655207 E-mail:yinh@dsia.org.cn 

詳細情報は大連ソフトウェア産業協会のサイトを参照のこと 

中国ソフトウェア産業協会 

2010 年 7 月 2 日 
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工業と情報化部 1月―5 月わが国ソフトウェア産業経済業況を公布 

 2010 年 1 月―5月、わが国ソフトウェア産業加速回復、サービスと設計開発

の収入が急速増加、東西部地域発展状況に差異現れる。主な特徴は下記の通り： 

一、収入の増加スピードが回復しつつ、産業状況良好 

 1 月―5月、ソフトウェア産業の業務収入は累計 4652 億元、前年同期より

26.4％増加、増加スピードは前年度より 6.1 ポイント高い。そのうち 5月の

ソフトウェア業務収入は 1026 億元、前年同期より 32％増加、増加スピード

は前年度より 10 ポイント高い。 

二、情報技術付加価値サービス 急速増加、設計開発協力恢復 

 1－5 月、情報技術付加価値サービス収入は 502 億元、前年同期より 36.8％

伸び、産業全体の増加スピードを上回り、7.4 ポイントである。ＩＣ行の迅

速恢復の下、1－5 月設計開発収入は 267 億元、前年同期より 73％増加。ソ

フトウェア製品収入は1716億元、ソフトウェア産業総収入の37％を占める。

前年同期より 25.9％増加、増加速度は前年度動機より 1.7 ポイント低い。

システムインテグレーションと支援サービス収入は 944 億元、前年同期より

28.2％増加、増加スピードは前年同期より 7.3 ポイント多い。情報技術諮詢

と管理服務収入は 479 億元、前年同期より 32.1％増加。組込式システムソ

フトウェアの収入は 803 億元、前年同期より 22.4％増加、増加スピードは

前年同期より 1.5％高い。 

三、東部地域恢復、中西部地域伸び率鈍い 

 1－5 月、東部地域はソフトウェア産業業務収入 4077 億元、全国ソフトウ

ェア業務収入の 88％を占める。前年同期比 29.9％増加、増加スピードは 7.5

ポイント高い。西部地域のソフトウェア業務収入は 375 億元、前年同期より

26.7％、増加スピードは 6.9 ポイント低い。中部のソフトウェア業務収入は

200 億元、前年度比 26.6％増加。 

四、ソフトウェア輸出速度の下落、アウトソーシングサービス安定発展 

1－5 月わが国ソフトウェア輸出は 83.4 億ドル、前年同期より 24.3％増加、

増加スピードは前年度より 29.9 ポイント下がった。そのうち、サービスア

ウトソーシング輸出額 9.3 億ドル、前年同期より 24.3％増加、増加スピー
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ドは全産業の平均より低く 5.1 ポイント。 

五、中心都市の増加速度は平均より高く、一部地域迅速発展 

 1－5 月、15 の副省レベル中心都市のソフトウェア業務収集は合わせて

2400 億元、前年同期より 30.5％高い、全産業より 1.1 ポイント高い。その

うち、大連、寧波、南京等の都市のソフトウェア業務収入の増加速度は 35％

以上。 

六、1－5月ソフトウェア産業主要経済指標状況 

1－5 月ソフトウェア産業主要経済指標状況(一) 

単位:万元 

名称 事業者数 

ソフトウェア業務収

入 
ソフトウェア製品収入

システムインテグレー

ションと支援サービス

収入 

累计 前年比% 累計 前年比% 累計 前期比% 

合計 2653 10910218 27.4 5378494 25.2 955758 33.4 

大連市 300 1805635 35.2 892964 28.4 211910 24.9 

寧波市 357 218172 41.2 29051 30.2 51192 42.8 

厦門市 517 889743 33.9 241246 18 202011 59.3 

青島市 191 535651 21.7 29645 20.1 114122 37.6 

深圳市 1288 7461017 25 4185588  376523  

 

1－5 月ソフトウェア産業主要経済指標状況(二) 

単位:万元 

名称 

情報技術諮問と管

理サービス収入 

情報技術付加価値

サービス収入 

組込式システムソ

フトウェア収入 
設計開発収入 

累计 前年比% 累計 前年比% 累計 前期比% 累计 前年比% 

合計 699905 27.6 552763 28.7 3129993 26.2 193306 106.8 

大連市 332653 35 293440 31   74668  

寧波市 8083  32132 39 88604 29.3 9110 93.1 

厦門市 140322 5 75558 9.8 203206 88.8 27400 17.9 

青島市 67592 42.4 72822 43.9 242122 6.7 9348 28.5 

深圳市 151255  78811  2596061  72780  
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2009 年日本テレマーケティング・アウトソーシング企業実態調査 

(社)日本テレマーケティング協会では、業界の基礎データとするため、会員

企業のうちテレマーケティング・エージェンシーとして登録されている会員を

対象に 2007 年度より「テレマーケティング・アウトソーシング企業実態調査」

を実施している。日本テレマーケティングの状況を反映し、売上高・拠点数・

従業員構成などが含まれている。 

情報化推進につれ、コールセンター・企業内の顧客対応センターの業務展開

も便利になってきた。現在化社会において、電話・FAX･メールなどは迅速・便

利・経済的な通信手段である。問い合わせ・商品勧誘でも普及しつつある。 

2009 年度の売上高の合計は 554.445 百万円、2008 年の調査と比べ、210 億

円の 3.9％増加している。上位 30 社の売上高の合計は 553.800 百万円、2008

年と比べ 3.8％増加。 

ペレーションブース数は、1000席以上のブースを保有している企業は10社、

全体の 20.4％を占めている。年度別に見ると、07 年度 51 席～100 席保有して

いる企業の割合が高く、08 年度では、保有する席の数が増加している。301

席以上保有している企業の割合が高い。 

拠点数では、38.8％の企業が 1 箇所との回答が も多い。続いて 2－3 箇所

が 28.6％である。その一方、11 箇所以上の拠点があると回答した企業は全体

の 16.3％を占める。拠点数の平均は、2009 年が約 5.9 箇所、2009 年が 5.2 箇

所である。 

常時従事している従業員には正式社員・契約社員・パート/アルバイトが含

まれる。企業は一般的に契約社員・パート/アルバイトを同時雇用している。

契約社員とパート/アルバイトの数は正式社員の数を大きく上回っている。人

員確保が難しい状況にある。顧客の相談及び苦情を主とする仕事なので、精神

的にもプレッシャーが高い。10 人に一人のスーパーバイザーを配置している。 

コールセンターが受け持っている業務は、問い合わせ受付・カスタマーサポ

ート・受注センター・商品勧誘・市場調査が多い。そのうち、問い合わせ受付

が も多い。91.5％以上の企業は当業務を受け持っている。 

通信設備の発展、インタネットの普及につれて、コールセンターも電話・Ｆ

ＡＸ・E-mail Web などのチャンネルと使用し業務に取組んでいる。 
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クライアントの業種に関しては、サービス業・金融・保険業が も多い。全

体的に見るとあらゆる業界でコールセンター業務を展開している。消費者と顧

客との交流と関係を重視している。地方行政部門・政府も取り組みを始めてい

る。 

 

 

PIPA 公示 

 《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北京美達雅科技開発有限公

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。 

[PIPA2010 第 04 号] 

事業単位名称：済南華信計算機技術有限公司 

受理番号：PIPA05（10） 

審査員長：郎慶斌 

資料審査通過時期：2010 年 05 月 21 日 

現場審査通過時期：2010 年 06 月 02 日 

公示期限：2010 年 06 月 02 日から 2010 年 06 月 16 日まで 

 

 

億達情報谷建設開始 

6 月 21 日、大連億達情報技術有限公司の投資建設する“億達情報”が正式

着工された。総面積 26 万ヘクタール、建設予定面積 26 万平方メートル，3年

間にわたり、第一期では 10 万平方メートル産業施設は 2011 年 10 月完成の予

定。“億達情報谷”は主に、組込式製品研究開発とテストセンター・国際デー

タセンター・国際書類及びプロセス処理センター・ソフトウェア開発と技術支

援センター・ビジネスとサービスセンターなどが含まれる。億達情報谷はイノ

ベーション・グリーン・グローバル的な科学技術産業モデルセンターとなり、

大連ソフトウェア産業と旅順南道産業ベルトの輝かしい一つのポイントとな

る。 


