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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                2010．8 

 

今 月 の 内 容 

協会活動 一部企業の入会に関する通知 

外国人が大連での就職に関しての関連政策説明会 

ユビキタスの発展と応用のフォーラムに関する通知 

2010 大連ソフトウェア･情報サービス企業納税政策説明会に関す

る通知 

PIPA 業務 PIPA 公示 

大連と成都協同主催 個人情報保護セミナー 

個人情報保護評価体系討論会 

PIPA 日本語版サイト正式運営 

業界情報 第八回国際ソフトウェア交易会の優秀組織賞を獲得 

     工業と情報化部が『データ(情報)保護規範』を規格編成計画に組み

入れた 

     両岸消費類電子産業合作と交流会議が大連で開催 

     2010 年大連市ソフトウェア･情報サービス業上半期運営状況の報告 

     日本消費者向け電子商取引の実態状況 

双軟認定 2010 年大連市第四期軟件企業名簿の通知 

2010 年大連市第四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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一部企業の入会に関する通知 

大軟協［2010］011 号 

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。 

大連瑞楊科技有限公司 

大連預統科技有限公司 

大連双 D港創業孵化有限公司 

千年龍港（大連）科技服務有限公司 

大連恒業大学職業技術学院 

大連愛貝網絡技術有限公司 

北京通天至達科技有限公司(大連子会社) 

大連ソフトウェア産業協会 

2010 年 8 月 

 

 

外国人が大連での就職に関しての関連政策説明会 

 

 外国専門家が大連での勤務に関連する優遇政策がソフトウェア･サービス企

業により良く理解されるため、外国の専門家が大連企業での勤務の関連問題の

解決のため、そして産業発展の促進のため、大連ソフトウェア産業協会は大連

市国際人材交流協会が共に“外国人が大連での就職に関する関連政策の説明

会”を開催する。 

日時：2010 年 8 月 25 日 14:00 

場所：大連市経済と情報化委員会 309 会議室 

内容：外国専門家の採用に関する関連政策 

1、 給料関連の政策； 

2、 税務関連の政策； 

3、 医療保険関連の政策； 

4、 家族就職関連の政策； 

5、 子供入学関連の政策； 

6、 住宅関連の政策； 

7、 《外国籍及び香港マカオ総合医療保険方案》 

連絡先：尹宏  電話：0411-83655207  メール：yinh@dsia.org.cn 

詳細内容は大連ソフトウェア産業協会のサイト“重要通知”を参照のこと

www.dlsia.org.cn 
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“ユビキタスの発展と応用のフォーラム”に関する通知 

 

各関連単位： 

 ユビキタス関連技術知識の更なる普及、ユビキタス技術が大連での応用の促

進のため、大連経済と情報化委員会・大連市科学技術協会主催、大連市計算機

学会実施の“ユビキタスの発展と応用のフォーラム”は 8月 13 日に開かれる。

フォーラムでは大学と企業の専門家を招き、ユビキタスのコンセプト・ユビキ

タス技術の業界応用状況・ユビキタスの産業発展機会などの内容が含まれる。 

1、組織機構 

 主催：大連市経済と情報化委員会 

    大連市科学技術協会 

 実施：大連市計算機学会 

    大連ソフトウェア産業協会 

 協力：大連大学 

    大連交通と重大設備ユビキタス工程技術センター 

    大連市半導体産業協会 

    大連市 CIO 協会 

    YOCSEF 大連フォーラム 

2、主題 

 ユビキタスの応用での機会と挑戦 

3、日時 

 2010 年 8 月 13 日 金曜日 午後 13:30～17:00 

4、場所 

 大連市西崗勝利路 38 号華信ビル（原情報産業局ビル）310 室 

5、講演者 

• 大連大学 計算機科学と技術学院 譚国真教授 

テーマ：情報物理システム CPS とユビキタス 

• 大連大学 経済管理学院 雲福教授 

テーマ：物流分野でのユビキタスの応用と展望 

• 大連交通と重大装備ユビキタス工程技術センター 林正 主任 

テーマ：交通運送領域ユビキタスの応用と研究に対する認識・思考・

任務 

• 大建智通信息服務有限公司 辛一波総経理 高級エンジニア 

テーマ:ユビキタスの交通情報化での安全応用 

6、連絡先 

担当：牟楠  電話：0411-83655181 13889509660 

7、参加方法：詳細内容は協会のサイト www.dlsia.org.cn“重要通知” 

8、参加費用：無料 
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2010 大連ソフトウェア･情報サービス企業納税政策に関する通知 

 

各関連単位： 

 ソフトウェア・情報サービス産業の迅速発展のため、国の関連機関は産業発

展を激励する幾多の優遇政策を出している。企業が 新の納税政策をより良く

理解するため、協会では“2010 年大連ソフトウェア･情報サービス企業納税政

策に関する説明会”を開催することになった。説明会では大連建元税務事務所

の税務師が関連政策の詳細説明を行う。 

 各関連単位には積極的に参加し、説明会を通して税務政策をより良く把握し

てほしい。 

一、 組織機構 

 主催：大連ソフトウェア産業協会 

 協力：大連ソフトウェア産業協会創業園分科会 

    大連市更新技術創業服務センター 

    大連建元税務師事務所 

二、 内容 

 1、2010 年上半期 新税務法規及び納税実務 

 2、ソフトウェア･情報サービス企業適用の財務税法規及び関連実務 

 3、ソフトウェア企業認定、年度審査での財務の注意すべき箇所 

三、 日時 

  2010 年 8 月 19 日 木曜日 13:30～16:00 

四、 場所 

  高新園区高新街 1号管理委員会ビル 7階 

五、 連絡先 

  担当：牟楠  電話：0411-83655181 13889509660 

六、 申込表 

  協会のサイト“重要通知”にてダウンロードしてください。 

七、 申込表返信方法 

  申込書は：mun@dsia.org.cn まで返信ください。（CC：cciid_munan@163.com） 

八、 参加費用：無料 

 

 

大連と成都協同主催 個人情報保護セミナー 

 

成都天府ソフトウェアパークの招きに応じ、2010 年 7 月 23 日に大連ソフト

ウェア産業協会は成都ソフトウェアパーク教育部と共に第 1 回目の成都事業

者向けの個人情報保護セミナーを行った。主に個人情報保護状況、PIPA 認証

の紹介、個人情報保護マネジメントの構築などについて紹介を行った。 
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今回のセミナーは成都の個人情報保護業務の展開に対して促進的な役割を

果たし、大連ソフトウェア産業協会と成都天府ソフトウェアパークが個人情報

保護業務での交流の第一歩でもある。大連ソフトウェア協会は引き続き成都天

府ソフトウェアパークの個人情報保護の展開に対して協力と支援をしていく。

今回の研修は PIPA の他地域展開の一環でもある。 

 

 

個人情報保護評価体系討論会 

 

2010 年 7 月 9 日、個人情報保護の全ての主任審査員が個人情報保護評価体

系討論会に参加した。今回の会議は主に遼寧省業界標準『シフトウェア･情報

サービス業個人情報保護規範』（DB21/T 1522-2007）が『個人情報保護規範』

（DB21/T 1628-2008）遼寧省業界標準の昇格に向けての修正すべき内容と増加

すべき内容について討論を行った。PIPA 体系の運営以来の状況についても総

括を行った。『個人情報保護規範』（DB21/T 1628-2008）に基づき修正すべき

PIPA 書類について確認をした。これらの書類は会議後に PIPA 弁公室で専門家

を集め修正に取組む。書類は 終的には個人情報保護業務委員会で審査される

ことになる。 

 

 

第八回国際ソフトウェア交易会の優秀組織賞を獲得 

 

 大連ソフトウェア産業協会は中国国際ソフトウェア･情報サービス交易会の

主催側より“第八回ソフトウェア･情報サービス交易会優秀組織賞”を受賞し

た。2010 年第八回ソフトウェア･情報サービス交易会期間、会員企業の展示案

内のほか、“2010 年中国ソフトウェア製品年会”“2010 中日 BPO フォーラム”

“2010 管理情報化フォーラムと経験交流会”“2010 青年計算機科技フォーラ

ム”“T-Engine 中国組込式(大連)フォーラム”などのフォーラム及びセミナー

を主催した。河北・西安・寧波・無錫等の地域の産業発展推進会の協力をも行

った。 

 

 

工業と情報化部『データ（情報）保護規範』 

 

 工業と情報化部は『情報技術服務 2010 年度批准された業界標準計画プロジ

ェクト表』を公布した。そのうち、大連ソフトウェア産業協会編集の『信息技

術服務 アウトソーシング 第 2部分：データ（情報）保護規範』が入選され

た。推薦型でイノベーション的標準の項目として、2011 年に完成される予定。 
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 情報技術服務標準体系の構築の研究、情報技術服務分野の関連標準作成のた

め、工業と情報化部は 2009 年 4 月に情報技術服務標準業務組を設立した。情

報技術服務標準業務組には基礎標準・情報システム建設・運営・サービス管理・

統治・サービスアウトソーシング等の 6つの専門グループが含まれる。設立し

て以来、国家標準化管理委員会の要求に従い国家標準の申請をし、工業と情報

化部科技司の要求に従い業界標準の申請をも行ってきた。21 の国家標準を申

請と 23 の業界標準を申請した。今現在、2 つの国家標準と 7 つの業界標準が

完成され、残り 15 の業界標準が批准待ちである。協会はサービスアウトソー

シンググループの副グループ長として、標準編成に参加した。今回入選された

『信息技術服務 サービスアウトソーシング 第 2部分：データ（情報）保護

規範』を編成した。後 2つの標準は編成 中である。 

 

 

両岸(台湾と大陸)消費類電子産業合作と交流会議が大連で開催 

 

 7 月 8 日、2010 両岸消費類電子産業合作と交流会が大連南山ガーデンホテル

で開かれた。今回交流会の主題は“共に共栄の機会を作り出し、両岸消費類電

子産業の新たなる協力モデルの創出”である。会議では、専門家が大連と台湾

の電子情報産業の発展状況を紹介した。また、電子情報産業発展政策と措置を

も紹介した。次世代視聴型娯楽製品、デジタルブック、スマートフォンの三つ

のテーマを巡り事業家・専門学者及び業界内の有識者を招き、共に技術・市場

新状況と発展趨勢を話し合った。国家工業と情報化部・遼寧省経済と情報化

委員会・大連市政府の関連責任者・台北県電脳商業同業公会及び IT 企業の代

表者が会議に参加した。 

大連ソフトウェア産業協会の会員単位である日立・華信・大建智通・滙衆数

字・億達信息・五甲万京・大辰科技・現代高技術・口岸物流科技・智科技・信

維科技・華城・開明信息・駆逐艦等が会議に参加した。交流会では、台湾の

50 余の企業と幅広い交流と商談を行った。億達信息、現代高技術は会議でテ

ーマ講演を行った。日立・大建智通・滙衆数字・駆逐艦等は会場でブースを設

け、製品及びサービスの展示を行った。 

 市長助理・市経済と情報化委員会主任劉岩は挨拶で、大連と台湾は産業の相

互補充性を有し、大連の台湾向け業務は東北地域で第一であり、双方の協力基

礎は日増しに硬くなり、交流活動も密接になりつつ、合作意欲もふかまってい

る。『海峡両岸経済合作フレーム協議』（ECFA 協議）の署名により、両岸経済

合作の新しいスタートに立ったことで、大連と台湾の経済合作にとっても新し

い発展チャンスである。今回の両岸の消費類電子産業合作及び交流会の開催は

大連市が台湾への経済貿易交流合作強化の重要措置である。両岸の交流合作を

推進し、相互の共栄の実現につながる。わが市は台湾より投資に来ている企業
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に対して一流の発展環境を提供し、積極的に大連での投資創業を支援をする。

海峡両岸より来た業界の専門家と代表者がこのような場を充分に利用し、存分

に語り合い、幅広い交流、より深い交流合作のために意見を提出してほしい。

双方の消費類電子産業の融合、合作競争の優位性の形成、世界の消費類電子産

業の発展の重要な高地を奪い取る必要があると話した。 

 会議期間、大連市デジタルテレビ産業聯盟と台北県電脳商業同業公会・中国

華録集団と台北網メーション聯盟・中国華録集団と海湾国際科技股分有限公司、

大連天維科技有限公司と金麗科技股分有限公司が協力協議提携を結んだ。 

 

 

PIPA 日本語版サイトの正式運営 

 

2008 年、中国初の個人情報保護サイト www.pipa.gov.cn が正式に運営され

た。当サイトは全面的に個人情報保護評価（PIPA）の状況、国内外の個人情報

の状況および個人情報保護関連政策標準を紹介してきた。個人情報関連の情報

に関心のある企業及び個人の参考となっている。 

PIPA の認知度を高めるため、更なる多くの企業及び個人が個人情報保護評

価状況の周知のため、日本語版の PIPA サイトは 8 月より正式運営されること

になった。 

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

 

 

2010 年大連市ソフトウェア･情報サービス業上半期運営状況報告 

一、 産業全体状況 

 上半期、ソフトウェア産業の売上高は 254 億元、前年度より 29.5％増加、

輸出額は8.78億ドル、前年度より31.5％増加。従業員数は8.7万人に達した。

企業数は 900 社、そのうち外資系企業は 340 社余、世界トップ 500 及び多国籍

会社の機構が56社。今年の計画上の売上高520億元と輸出額17.5ドルに比べ、

39.4％と 41.7％達成した。計画上上半期は売上高 253 億、前年度より 29％増

加、輸出は 8.78 億ドル、前年同期より 31.5％増加。 

 1-5 月、企業は景気回復の早さを感じ、アウトソーシング業務に従事してい

る企業の稼働率が高くなり、残業をするところも現れた。大連での世界トップ

500 の企業と大手企業が協力会社の人材の量に対する需要が増加した。国内向

け通信・電力・金融・交通・医療など産業の需要が益している。国内市場向け

にソフトウェア製品開発・システムインテグレーション・業界応用ソリューシ

ョンを業務とする企業の運営状況も前年度より良い。それと同時に、市場競争

も激しくなっている。日本財産保険・Symantec・騰詢など会社が大連で会社を

設立し、IBM 大連子会社も本部の許可を得て、独立法人として大連で拠点を持
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つことになった。東軟・華信・海輝は引き続き 2009 年度中国ソフトウェア企

業輸出入のトップ 3 である。億達信息は 12 位に名を連ねた。認定されたソフ

トウェア企業は 397 社、技術先進型サービス企業は 56 社。 

 1-5 月にかけてソフトウェア産業従業員は 3千人増加、大部分は高等学校卒

業生、前年と比べ少し増加した。地元企業の従業員の流動性が頻繁で、中小企

業から大手企業への流動が目立つ。HP･Dell･Accenture・東軟・華信などは百

人規模の人員増加が見られる。IBM 大連子会社は上半期に迅速拡大し、1041

人増加した。海輝国際集団の規模は 3900 人に達した。“City－大外金融サービ

ス研修センター”が新たにでき、思科インサイト研修認証センターと NIIT 研

修機構を誘致、大連ソフトウェア高級マネージャ学院第三期では 100 余の高級

プロジェクトマネージャの研修を行った。 

 ソフトウェアパークは計画上 31 億元の投資を増加し、建築面積は 122 平方

メートル。そのうち、大連ソフトウェアパーク 17 万平方メートル、アセンダ

スソフトウェアパーク三期 10 万平方メートル、天地ソフトウェアパーク 30

万平方メートルの建設は締めくくりを向かえ、年内には使用可能となる。甘井

子生態科技パークの 65 万平方メートルの基礎施設と関連施設は建設中である。

旅順南路産業ベルトでは十のソフトウェアパーク建設がスタートし、華信ソフ

トウェアパーク・億達信息谷は建設を始めている。 

業務まとめ 

(1) 各種認定及びプロジェクト申請 

資質認定に関して、ソフトウェア製品・ソフトウェア企業とシステムイ

ンテグレーション認定を積極的に取組んできた。上半期の新認定のソフト

ウェア企業は 10 社、ソフトウェア製品は 93 個、197 社のソフトウェア企

業が年度審査に参加し、そのうち、162 社が審査に合格した。計算機情報

システムインテグレーションの更新は 5社。プロジェクトマネージャーの

資格認定は 11 人、高級プロジェクトマネージャの資格認定は 11 人。専用

資金申請に関しては、省レベルのソフトウェアプロジェクト申請は 46 項

目、国家電子発展基金プロジェクト申請は 1 項目、“核高基”プロジェク

ト申請は 3項目である。そのうち、電子発展基金は入札済みである。 

183 号規定の徹底的実施のため、全市の県・市・区の取り組みに力を

入れ、上半期ソフトウェア･情報サービスアウトソーシング企業を 62 社

認定、研修機構は 10 機構である。69 社が年度審査に参加し、うち 53 社

審査に合格した。パーク企業認定標準と管理方法を作成し、各区の申請

業務に取組んでいる。 

(2) 人材関連業務 

今年の初めから、人材関連業務に対して重点的に調整を行った。高級マネ

ージャ学院の中高級人材育成・学校と企業の協力プロジェクト・高等学校人

材募集・企業在職人材のキャリアアップなどの内容を重点に取組んできた。
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高級マネージャ研修を二回行い、研修人数は 50 名。City と大連外国学院の

“City－大外金融服務研修センター”の設立に対して支援をし、“大連ソフ

トウェア・情報サービス人材（金融類）研修基地”の名を授けた。思科（Cisco）

網絡培訓認定センターを誘致し、研修基地を設立し、VUE 任命の試験会場で

ある。“大連天地ソフトウェア人材基金”を十分活用し、上半期、陕西・山

西・蘭州など西北高等学校で視察訪問を行った。 

(3) 視察・企業商談の主催 

大連企業の自主的研究開発の能力を高めるため、工業と情報化の融合の促

進のため、2005-2009 年の登録済みのソフトウェア製品に対して分類･まと

め整理を行った。金融・装備製造業・物流・情報セキュリティー・交通・医

療などの分野に分けて企業視察を行った。将来性のある企業と製品に注目し、

教育育成を強化する。メータ電気類の商談会・中国ソフトウェア博覧会・ソ

フトウェア交易会・海外人材創業ウィーク等のイベントの企業参加の案内を

行った。 

(4) 産業信用体系建設の推進・業界総合成熟度の強化 

引き続き企業の CMMI と ISO27001 認定と正規版使用に力を入れ、個人情報

保護標準・評価体系の建設と完備をしっかりと取組む。大連ソフトウェア産

業協会編成の“IT 産業職業技能通用要求”が省レベルの申請の通過、遼寧

省の地方標準となることを支援する。 

(5) 残されている課題 

企業のコストに対するプレッシャーは依然と高く、融資難問題も緩和でき

ていない；中小企業の国内外市場での競争力はまだ弱い；新製品の研究開発

の欠如；自主的研究開発に関してはまだ努力すべきところがある；中高級人

材の不足問題が解決されていない；構成的問題がまだ解決されていない。 

二、 下半期の業務重点 

 1、“十二五”のソフトウェア・情報サービス業発展の計画編成を行う。 

 2、ソフトウェア企業と工業・業界ユーザ企業の商談の場を設ける。イノベ

ーションと情報技術の応用の推進。ソフトウェア企業であることに基づき、金

融・物流・医療・教育・港航・交通・工業等分野でモデル企業とプロジェクト

を選定する。 

 3、産業園区と公共サービスプラット建設業務の推進。旅順南路ソフトウェ

ア産業ベルトと専業園区の建設状況を重点的にマークする。 

 4、企業の成長拡大に力を入れ。 

 海輝の海外上場の支援；ＩＢＭ・東軟・華信・海輝等万人規模への拡大の支

援。 

 5、産業政策の実施と産業成熟度の建設。 

 全面的に“183 号”規定の優遇政策を実施；引き続き知識財産保護・情報セ

キュリティー・国際品質標準認定などの情報体系業務を建設する。 



 10

消費者向け電子商取引実態状況 

 

 消費者向け電子商取引の状況の把握のため、日本経済産業省は消費者向けに

電子商取引を行っている事業者に対して調査を行った。今回は日本の初の消費

者向け電子商取引調査である。事業者数・売上高・販売方法・消費者から見た

取引形態・消費者への販売方法などが含まれている。 

一、企業状況 

 5 万 6199 事業者に対して消費者向け電子商取引実態調査を行った。うち、

回答を得た事業者は 2万 7558 事業者である。 

 事業者全体の従業者規模別に事業者数をみると、5 人～9 人が 5727 事業者、

構成比 20.8％と も多く、2 人以下が 5212 事業者（構成比 18.9％）、3 人～4

人が 4813 事業者（構成比 17.8％）となっており、従業者規模が 9人以下の事

業者が全体の 57.2％を占めている。 

年間売上高規模別は事業者数を見ると、1 千万未満が 1 万 7747 事業者（構

成比64.4％）。次いて、1千万円～3千万円未満が4246事業者（構成比15.4％）、

1億～10 億円未満が 1992 事業者（構成比 7.2％）となっており、年間売上高 3

千万円未満の事業者が全体の 79.8％を占めている。 

産業別に事業者数を見ると、小売業が 1万 2833 事業者（構成比 46.4％）と

も多く、製造業が 3494 事業者（構成比 12.7％）となっており、この上位 3

産業で全産業の 75.4％を占めている。 

二、商品及びサービス提供状況 

カテゴリ別に年間売り上げを見ると、物品が1兆 5139億円(構成比 48.1％)、

次いてサービスが 1兆 4341 億円(構成比 45.6％)、デジタルコンテンツが 2008

億円(構成比 6.4％)となっている。 

消費者の購入端末形態、消費者が購入時に使用した端末形態別に年間売上高

をみると、パソコンが1兆7964億円(構成比80.6％)と8割以上を占めている。

次いて、モバイルが 4278 億円(構成比 19.2％)。その他が 50 億元となってい

る。 

消費者の決済方法、消費者が購入時に選択した決済方法別に年間売上高をみ

ると、クレジットカードが 1兆 2976 億円(構成比 44.3％)となっていた。次い

で、代金引換が 4576 億円(構成比 15.6％)、銀行振り込み、郵便為替が 4488

億円(構成比 15.3％)となっている。 

 消費者が購入時に選択した受取方法別に年間売上高でみると、宅配便が 1

兆1662億円(構成比81.6％)と8割以上が占めている。次いで、自社配送が1281

億元(構成比 9.0％)、直接受取が 612 億円(構成比 4.3％)となっている。 

 事業者がインターネット上に出店している店舗の形態を事業者数で見ると

「電子モール型」が 1万 920 事業者(構成比 39.9％)を占め、次いで「自前方」

が 9290 事業者(構成比 33.9％)、両方が 7177 事業者となっている。 

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.dlsia.org.cn 
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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大連億聯網絡科技有限公司

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 05 号] 

事業単位名称：大連億聯網絡科技有限公司 

受理番号：PIPA06（10） 

審査員長：郭玉梅 

資料審査通過時期：2010 年 07 月 13 日 

現場審査通過時期：2010 年 07 月 19 日 

公示期限：2010 年 07 月 20 日から 2010 年 08 月 03 日まで 

 

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以下の事業者が提出した

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 06 号] 

事業単位名称：順軟科技発展（大連）有限公司（以下子会社：大連信友軟件有

限公司；大連凱恩数馬科技有限公司；大連順軟計算機培訓中心） 

受理番号：PIPA03（10） 

審査員長：王開紅 

資料審査通過時期：2010 年 07 月 14 日 

現場審査通過時期：2010 年 07 月 28 日 

公示期限：2010 年 07 月 29 日から 2010 年 08 月 12 日まで 


