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今月の内容 

協会のお知らせ    

「ダブルソフトウェア認定」料金の免除について 

 

大連ソフトウェア産業協会副秘書長の任命について 

 

大連ソフトウェア産業協会事務室主任の任命について 

 

ネットから「ダブルソフトウェア認定」申請の受付を開始 

 

2013 年計算機情報システムインテグレーション企業と情報システム監理企業

における資質申告と更新について 

 

中日企業交流会について 

 

協会の活動   

全国地方ソフトウェア産業協会懇談会が済南で開催 

 

ダブルソフトウェア認定 

2012 年大連市第 8回製品登録に関する公告 

2012 年大連市第 4回企業登録に関する公告 
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「ダブルソフトウェア認定」料金の免除について 

 

各関連企業 

 

わが市ソフトウェアと情報サービス産業新たな発展、そして、企業からダ

ブルソフトウェア認定に対する積極性を呼びかけ、企業の負担を軽くし、コス

ト減るのため、2012年からソフトウェア企業認定の登録、年検と変更、そして

ソフトウェア製品登録、持続、変更などに関わる料金はすべて免除された。更

に「ダブルソフトウェア認定」をより展開し、「ダブルソフトウェア認定」の

数と質を高めるため、2013年企業にもこの認定に関わるすべての料金が免除さ

れるものとした。 

 

お問い合わせ先 

協会ダブルソフトウェア認定：藩暁敏 

Tel: 0411-83638411    E-mail: panxm@dsia.org.cn

特にお知らせします。   

 

大連ソフトウェア産業協会 

2012年12月18日 

 

 

 

 

大連ソフトウェア産業協会副秘書長の任命について 

 

各会員企業 

 

大連ソフトウェア産業協会（以下：協会）章程29条の規約により、協会秘

書長の指名することで、第3期第4回の常務理事会にて全員の同意を得て、秦健

は協会の副秘書長を任命する。 

特にお知らせします。 

 

大連ソフトウェア産業協会 

2012年12月25日 

mailto:panxm@dsia.org.cn


 

大連ソフトウェア産業協会事務室主任の任命について 

 

各会員企業 

 

大連ソフトウェア産業協会（以下：協会）章程29条の規約により、協会秘

書長の指名することで、第3期第4回の常務理事会にて全員の同意を得て、宋悦

は協会事務室主任を任命する。 

特にお知らせします。 

大連ソフトウェア産業協会 

2012年12月25日 

 

 

 

 

ネットから「ダブルソフトウェア認定」申請の受付を開始 

 

各関連企業 

 

ソフト環境をさらに推進し、簡単かつ手軽に企業へサービスを提供するた

め、2013 年 1 月 1 日から、わが市の「ダブルソフトウェア認定」はインター

ネットで開始した。これからソフトウェア企业認定の登録、年検と変更、そし

てソフトウェア製品登録、持続、変更などの手続きは全部インターネットで行

うことにする。2012 年の紙材料による受付は 12 月 25 日まで。 

 

受付ホームページ:http://soft.jxw.dl.gov.cn 

受付の流れ：公式ホームページに登録、企業向けのページに入り、「ダブルソ

フトウェア」コーナーを选択、必要な情報は書き込んでください。 

 

お問い合わせ 

ソフトウェア課   高建国  83645627 

     協     会   藩暁敏   83638411 

技術に関する    84593032 

大連市経信委ソフトウェア課 

2012 年 12 月 11 日 



 

全国地方ソフトウェア産業協会懇談会が済南で開催 

 

地方ソフトウェア産業協会との交流と提携を強化するため、2012 年 12 月

4 中国ソフトウェア産業協会は済南にて地方協会懇談会が開かされた。山東省、

遼寧省、吉林省、浙江省、河北省、河南省、南京、瀋陽、済南、青島、大連な

どの地方ソフトウェア産業協会の理事長(或いは会長)秘書長はこの会議を

参加した。謝渡嬰秘書長は会議の司会者を勤め、中国ソフトウェア産業協会趙

小凡理事長が出席と挨拶し、そして、わが国ソフトウェアと情報サービス産業

の発展が紹介された。各地方協会から 2012 年仕事進行状況と 2013 年業務計画

を報告し、ソフトウェア企業認定などのようなサポートサービス業務について

経験を語り、2013 年全国ソフトウェア産業協会の会議準備などのテーマを巡

って懇談会を展開した。 

 

 

 

 

2013 年計算機情報システムインテグレーション企業と 

情報システム監理企業における資質申告と更新について 

 

2013 年計算機情報システムインテグレーション（以下、ＩＣ）企業の資

質と情報システム監理機構の資質(以下「資質)申告受付および更新を行うため、

工業と情報部ＩＣ資質認証事務室は工信計資 25、26、27、28 号の文書が発表

された。詳しく及び更新スケジュールは、大連ソフトウェア産業協会の Web

サイトの「資質認定」コナーをご覧ください。 (http://www.dsia.org.cn) 

 

連絡先: 尹宏 

Tel:   83643362 

メール： yinh@dsia.org.cn 

 

 

 

中日企業交流会について 

 

中日企業間の交流協力を促進するため、2013 年 1 月 16 日 15:00 ~18:45

「沖縄投資環境説明会 in 大連」をテーマした交流会は大連フラマホテルにて

開催し、日本から約十数社情報産業、製造業及び物流業などの業界企業は予定

に参加する。 

 



製造業:大垣精工(株)   社長 田勝弘 

物流業:全日本空(株)   国統括室長 渡邉圭二 

情報通信産業:(株)GIOT    松下悦夫 

情報通信産業:(株)フィーテルドシスム 取締役  津久間孝成 

金融業:みずほーはコポレート銀行中国営業推進部  進藤道真央 

 

本交流会は無料で、大連 IT 産業 及び関連企業の方々のご参加をお待ちし

ておる。人数がかなり限られるので、早めに申し込んでください。記入された

情報は協会の宋悦までお願い。 

 

メール:songy@dsia.org.cn 

Tel: 0411-83655181 

 

申込書 
会社名称  

連絡先  Tel  携帯  

URL  メール  

参加者  

姓名  職位  Tel  

      

 

 

 

2012 年大連市第 4 回企業登録に関する公告 

 

各関連企業 

 

国務院《ソフトウェア及び IC 産業発展奨励に関する若干政策》（国発

[2011]4 号）の精神を徹底的に実行し、工業と情報産業部《ソフトウェア企業

認定標準と管理方法》（信部聯産[2000]968 号）関連規定により、わが市経済

と情報委員会の審査を経ち、以下とおりの五社の企業はソフトウェア企業基準

と一致し、ソフトウェア企業と認定された。認定された企業は税務部門の許可

を得て、税務の最優遇政策を享受することができる。 

 

 
番号 企業名称 証明書番号 

1   大连维德集成电路有限公司  连 R-2012-0010  
2   大连华洋天翼数码科技有限公司  连 R-2012-0011  
3   日创信息技术（大连）有限公司  连 R-2012-0012  
4   大连奥瑞文网络技术有限公司  连 R-2012-0013  
5   大连天呈企业服务有限公司  连 R-2012-0014  



 

2012 年大連市第 8 回製品登録に関する公告 
 

各関連企業 

 

国務院《ソフトウェア及び IC 産業発展奨励に関する若干政策》（国発

[2011]4 号）の精神を徹底的に貫き、工業と情報産業部《ソフトウェア製品管

理方法》（工信部 9 号）関連規定により、わが市経済と情報委員会の審査を経

つ、以下申請された 45 個製品はソフトウェア製品登録基準と一致し、2012 年

大連市第 8回ソフトウェア製品と認定された。 

 

順

番 
証明書番号 製品名称 企業名称 

1  连 DGY-2012-0132  华钦招聘管理系统平台软件 V1.0   大连华钦软件技术有限公司  

2  连 DGY-2012-0133  金天风速仪片上控制软件 V1.0   大连金天科技发展有限公司  

3  连 DGY-2012-0134  海科智能手机掌上商务通软件 V1.0   大连海科信息技术有限公司  

4  连 DGY-2012-0135  宝尔银行反洗钱系统 V2.0   宝尔软件（大连）有限公司  

5  连 DGY-2012-0136  宝尔东京电视销售系统 V2.0   宝尔软件（大连）有限公司  

6  连 DGY-2012-0137  宝尔次世代钢铁管理系统 V1.0   宝尔软件（大连）有限公司  

7  连 DGY-2012-0138  创盛税务管理系统软件 V1.0   大连创盛科技有限公司  

8  连 DGY-2012-0139  创盛保险年金电算系统软件 V1.0   大连创盛科技有限公司  

9  连 DGY-2012-0140  新峰科技线材加工企业生产管理软件 V1.0   大连新峰科技发展有限公司  

10  连 DGY-2012-0141  智强个人评价系统软件 V1.0   大连智强信息技术有限公司  

11  连 DGY-2012-0142  海科微波实验虚拟软件 V1.0   大连海科信息技术有限公司  

12  连 DGY-2012-0143  永华 JV 专用 DIS 系统 Ver1.0   大连永华技术有限公司  

13  连 DGY-2012-0144  FCS(大连)商品部件检索系统 Ver1.0   FCS(大连)技术开发有限公司  

14  连 DGY-2012-0145  宝业工程量清单计价软件 V1.0   大连宝业软件开发有限公司  

15  连 DGY-2012-0146  海星航海用于电子海图系统的雷达成像软件 V1.0   大连海星航海科技有限公司  

16  连 DGY-2012-0147  天语包装业务管理系统软件 V3.0   大连天语软件有限公司  

17  连 DGY-2012-0148  信维温度及一氧化碳有毒气体测定软件 V1.0  大连信维科技有限公司  

18  连 DGY-2012-0149  信维销售采购订单管理软件 V1.0   大连信维科技有限公司  

19  连 DGY-2012-0150  信维车载数据显示系统软件 V1.0   大连信维科技有限公司  

20  连 DGY-2012-0151  
圣力来 OMS 压缩机两转子在线监测软件

V2.0   
大连圣力来监测技术有限公司  

21  连 DGY-2012-0152  
圣力来 OMS 汽轮发电机组在线监测软件

V2.0   
大连圣力来监测技术有限公司  

22  连 DGY-2012-0153  锋视智能人脸识别软件 V1.0   大连锋视信息技术有限公司  

23  连 DGY-2012-0154  飞创对外信息报送双边改单边软件 大连飞创信息技术有限公司  



v1.0   

24  连 DGY-2012-0155  飞创模拟交易系统软件 v2.0   大连飞创信息技术有限公司  

25  连 DGY-2012-0156  飞创期权交易员软件 v1.0   大连飞创信息技术有限公司  

26  连 DGY-2012-0157  飞创交割配对原则调整软件 v1.0   大连飞创信息技术有限公司  

27  连 DGY-2012-0158  飞创资金风险评估平台软件 v1.0   大连飞创信息技术有限公司  

28  连 DGY-2012-0159  飞创标准仓单充抵电子化软件 V1.0   大连飞创信息技术有限公司  

29  连 DGY-2012-0160  飞创增量行情发布系统软件 v1.0   大连飞创信息技术有限公司  

30  连 DGY-2012-0161  健思零部件仓库管理软件 V1.0   健思软件（大连）有限公司  

31  连 DGY-2012-0162  伟岸纵横三维安监消防平台软件 V1.0  大连伟岸纵横科技发展有限公司  

32  连 DGY-2012-0163  诚思汽车精益生产管理系统软件 V1.0  大连诚思科技有限公司  

33  连 DGY-2012-0164  诚思 IC商业智能化管理系统软件V1.0  大连诚思科技有限公司  

34  连 DGY-2012-0165  声鹭印章治安管理信息系统 V6.0   大连声鹭科技有限公司  

35  连 DGY-2012-0166  智达智能公交管理系统软件 V5.0   大连智达科技有限公司  

36  连 DGY-2012-0167  DHC-社区信息管理系统软件 V1.0   大连华信计算机技术股份有限公司  

37  连 DGY-2012-0168  DHC-VB6 到 VB.NET 迁移引擎软件 V1.0   大连华信计算机技术股份有限公司  

38  连 DGY-2012-0169  DHC-城市智能配送系统软件 V1.0   大连华信计算机技术股份有限公司  

39  连 DGY-2012-0170  DHC-掌控天气系统软件 V1.0   大连华信计算机技术股份有限公司  

40  连 DGY-2012-0171  DHC-移动办公软件 V1.0   大连华信计算机技术股份有限公司  

41  连 DGY-2012-0172  DHC-企通微博软件 V1.0   大连华信计算机技术股份有限公司  

42  连 DGY-2012-0173  启明海通动力总成物流管理系统软件 V1.0   大连启明海通信息技术有限公司  

43  连 DGY-2012-0174  同方银联接入系统 V2.1   大连同方软银科技有限公司  

44  连 DGY-2012-0175  同方银联数据 IC 卡接入系统 V1.0   大连同方软银科技有限公司  

45  连 DGY-2012-0176  同方第二代支付系统 V1.0   大连同方软银科技有限公司  
 

 


