
大連毅信軟件有限公司 
（ｅ-Ｔｒｕｓｔ） 
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１．会社名：大連毅信軟件有限公司（ｅ-Ｔｒｕｓｔ） 

２．設 立：２００４年 ４月 ８日 

３．所在地：大連市高新園区黄浦路５９６号 
       陽光数碼大厦１０階１００１室 

４．資本金：５０万元 

５．従業員：２０名（規模に応じてパートナー企業と連携） 
         （日本人２名） 
         （日本出張経験者４名） 

６．総経理：白石 久充（中国内資企業：董事長は中国人） 

会 社 概 要 
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会社設立の背景 

１．日本の企業で勤務していた日本人が、当時中国の企業に 
  ソフトウェアの開発をオフショア（依頼）していたが、 
  満足できる結果が出なかったため、オフショアを受ける 
  側も経験することで、その原因を調査し、良い結果を 
  出し続ける会社を作りたい。  

２．中国にはＩＴ（情報技術）を担当する人材が多く、 
  特に遼寧省大連市には日本語が出来る人材が多いので、 
  日本の良い部分と中国の良い部分を統合し、日本企業が 
  満足できる結果を出し続ける会社を作りたい。 

上記の事などを実現するため、この分野の経験が長い日本人と 
若手の日本人、性格が良くＩＴに優れた若い中国人達が一緒に 
なり、日本のお客様に信頼され、顧客満足を継続的に実現し、 
長い付き合いをしていただくために設立した会社です。 

会 社 設 立 の 背 景  
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会社の特徴 

１．ソフトウェアを使う側（顧客側）と作る側（開発側）の 
  両方を経験した日本人達と、ソフトウェア開発が優秀で 
  性格の良い中国人達が日々一緒に業務を行っているため、 
  お客様に使ってもらえるシステム作りが出来る。 

２．中国と日本の良い部分を統合している。 

３．日本人が使う日本語が通じる。（正しく理解できる） 

４．日本企業の考え方や習慣が通じる。 

５．自社だけで無理して担当せず、地元のパートナーと 
  連携している。（得意分野と不得意分野の相互補完） 

６．社員達の定着率が良く、リピートのお客様が多い。 

７．責任と情熱を持って仕事をしている。 

８．会社内の雰囲気が良い会社である。 

会 社 の 特 徴  
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事業概要 

１．ＥＮＯＶＩＡ（ＰＬＭ分野）の開発（カスタマイズ） 

２．汎用システム（ソフトウェア）の開発 
  （「Ｊａｖａ」や「．ＮＥＴ」などなど） 

３．イントラマートの開発（カスタマイズ） 

４．Ｗｅｂ系システムの開発（ＰＨＰやＨＴＭＬなどなど） 

５．「ＷｅＣｈａｔ（微信）」の開発やコンサルなど 

６．システムのリリース前テストなどなど 

７．日本企業が中国企業とビジネスをする際のコンサル全般 

  ①日本企業の中国進出支援や中国企業とのマッチング 

  ②インターンシップなどによる日本人の育成支援 

  ③中国を対象とした、日本のインバウンド及び 
   アウトバウンド実務支援 

事 業 概 要 
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対応分野 

１．ＯＳ関係 

  「Windows」，「UNIX」，「LINUX」，他 

２．開発言語関係 

  「Java」，「JSP」，「dbMagic」，「C」，「C++」， 

  「C#」，「ASP」，「VB.NET」，「VB」， 

  「Java-Applet」，「PHP」，「Struts」，他 

３．パッケージソフト及びフレームワーク関係 

  「ENOVIA(Matrix)」，「Intra-mart」，「Tiger」， 

  「WeChat(微信)」，他 

対 応 分 野（言語など） 
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 取引実績 

 ・（株）ベリテック（東京） 

 ・（株）アプレット（広島，大阪） 

 ・（株）東芝及び東芝グループ（東京，神奈川，栃木） 

 ・トライベックストラテジー（株）（東京） 

 ・（株）エヌ・ケイ（東京） 

 ・（株）ＩＪＣ（愛媛） 

 ・（株）Ｔｉｏｓ（東京） 

 ・（株）ハートビット（北海道） 

 ・トヨタテクニカルディベロップメント（株）（愛知） 

 ・新日鉄ソリューションズ（株）（東京） 

 ・東芝医療系統研究開発（大連）有限公司（中国） 

 ・その他 

取 引 実 績 
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１．パートナー企業 

 ・（株）ベリテック（東京） 

 ・（株）アプレット（広島，大阪） 

 ・（株）ティオス（日本） 

 ・（株）エヌ・アイ・エス（東京，北海道） 

 ・（株）イートラスト（千葉） 

 ・（株）メディア・マジック（北海道） 

 ・大連共創軟件有限公司（中国遼寧省大連市） 

 ・その他 

２．グループ企業 

 ・大連毅信国際貿易有限公司（中国遼寧省大連市） 

 ・大連毅信企業管理咨詢服務有限公司（中国遼寧省大連市） 

パートナー企業及びグループ企業 
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３．パートナー企業との連携体制の例 

 ①規模が大きい開発など 

 ②経験が浅い分野の開発など 

パートナー企業及びグループ企業 
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受注側の総合窓口 

大連毅信軟件有限公司（総責任：白石，実務責任：王葉飛） 

お客様（日本） 

パートナー（大連共創軟件有限公司） 

その他 

お客様（日本） 

パートナー（日本） 
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開発業務の進め方（流れ）概要 

10 

Copyright Dalian ｅ-Trust Group ,Inc 

開発業務の進め方（流れ）概要（全て日本語で日本式契約） 

１．お客様からシステム開発の概要をヒアリング 
  （メール，電話，ネット会議（Ｓｋｙｐｅ）などで） 

２．弊社から概算見積を提出 

３．お客様からシステム開発の詳細をヒアリング 
  （「Ｑ＆Ａ表」なども活用） 

４．弊社から正式見積を提出し、契約を締結 

５．開発期間中は、進捗状況などを都度お客様に報告 
  （「Ｑ＆Ａ表」や「進捗管理表」なども使用） 
  （必要に応じ、ネット定例会議なども実施） 

６．開発完了後は、納品条件で決めた成果物をお客様に納品 
  （「バグリスト表」などを使用し、承認されるまで対応） 

７．全て完了後は、費用を銀行振り込みでいただく。 

８．反省会によるトラブルの再発防止。（お客様にも提出） 
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開 発 実 績 概 要 （弊社） 
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お客様企業 
システム名称 

（システム概要） 
開発工数 開発環境 担当の範囲 

・大手総合電機企業 
 （日本及び中国支社） 

・ＥＮＯＶＩＡシステム 
 （部品の設計管理や 
  生産管理を行うシステム） 

２７０人月 

・Windows-2000 
・Oracle 
・ENOVIA（旧：Matrix） 
・Java 
・VB.NET 

・仕様企画の支援 
・基本設計 
・詳細設計 
・開発 
・テスト 

・大手自動車企業 
 （日本） 

・ｅ－Ｌｅａｒｎｉｎｇシステム 
 （社員教育及び評価を管理する 
  システム） 

８人月 

・UNIX 
・Oracle 
・Java 
・Eclipse 

・詳細設計 
・開発 
・テスト 
（客先に駐在） 

・大手総合電機企業 
 （日本） 

・進捗管理システムの機能強化 
 （世界各国の企業に依頼している 
  設計やソフト開発の進捗を 
  管理するシステム） 

１５人月 

・Windows-2000 
・MySQL 
・Java 
・Struts（Tiger） 

・企画提案 
・基本設計 
・詳細設計 
・開発 
・テスト 

・船舶企業 
 （日本） 

・船員管理システム 
 （既存のクライアントサーバー型 
  システムのＷｅｂ化） 

６人月 
・Windows-2003 
・SQL-Server 
・ASP.NET 

・詳細設計 
・開発 
・テスト 

・大手ガス燃料企業 
 （日本） 

・ＬＰＧガス管理システム 
 （ガス管理全般をカバーする 
  統合管理システム） 

３０人月 
・Windows-2003 
・SQL-Server 
・VB 

・詳細設計 
・開発 
・テスト 
（ＳＥは客先に駐在） 

・パッケージソフト企業 
 （日本） 

・海運管理システム 
 （海運全般を管理する 
  統合管理システム） 

４人月 
・Windows-2000 
・SQL-Server 
・VB(6.0) 

・詳細設計 
・開発 
・テスト 
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お客様企業 
システム名称 

（システム概要） 
開発工数 開発環境 担当の範囲 

・ＳＩベンダー企業 
 （日本） 

・Ｗｅｂサイト 
 （消費者からの投稿情報などを 
  総合的に管理するシステム） 

６人月 

・Linux 
・MySQL 
・Java 
・Eclipse 

・基本設計 
・詳細設計 
・開発 
・テスト 

・商社企業 
 （日本） 

・荷物運搬マッチングサイト 
 （荷物を運びたい人と、荷物を 
  運んで欲しい人をマッチング 
  させるシステムで、決済は 
  クレジットカード） 

３人月 
・Windows-2000 
・SQL-Server 
・ASP.NET 

・企画提案 
・基本設計 
・詳細設計 
・開発 
・テスト 

・大手総合電機企業 
 （日本） 

・ＥＮＯＶＩＡシステム 
 （設計業務全般を効率化させる 
  ための統合管理システム） 

８０人月 

・UNIX 
・ORACLE 
・ENOVIA(旧：Matrix) 
・Java 

・基本設計 
・詳細設計 
・開発 
・テスト 

・レンタルサーバー企業 
 （日本） 

・レンタルサーバー管理システム 
 （日本と台湾で展開している 
  レンタルサーバーを管理する 
  システム） 

６人月 
・LINUX 
・Postgre-SQL 
・PHP 

・企画提案 
・基本設計 
・詳細設計 
・開発 
・テスト 

・大手総合電機企業 
 （日本） 

・リモート監視管理システム 
 （リモート監視業務を管理する 
  システム） 

５人月 
・Windows-2000 
・SQL-Server 
・ASP.NET 

・基本設計 
・詳細設計 
・開発 
・テスト 

・大手総合電機企業 
 （日本） 

・研究開発業務電子化管理システム 
 （研究開発費をモニタリング 
  するシステム） 

３０人月 
・Windows-2000 
・SQL-Server 
・ASP.NET 

・詳細設計 
・開発 
・テスト 

開 発 実 績 概 要 （弊社） 
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お客様企業 
システム名称 

（システム概要） 
開発工数 開発環境 担当の範囲 

・印刷物販売企業 
 （日本） 

・年賀状／はがき販売サイト 
 （インターネットで年賀状やはがき 
  を紹介し、販売するシステム） 

２０人月 
・LINUX 
・MySQL 
・PHP 

・詳細設計 
・開発 
・テスト 

・廃棄物処理企業 
 （日本） 

・廃棄物処理施設情報管理システム 
 （廃棄物処理施設の情報を 
  総合的に管理するシステム） 

３０人月 

・UNIX 
・Windows-2000 
・Oracle 
・C++ 
・VBS 
・Visual-Studio 

・詳細設計 
・開発 
・テスト 

・ソフトウェア開発企業 
 （日本） 

・ソフトウェア検証工数システム 
 （ソフトウェアの設計や検証の 
  工数管理精度を向上させる 
  システム） 

６人月 
・Windows-XP 
・SQL-Server 
・ASP.NET 

・基本設計 
・詳細設計 
・開発 
・テスト 

・書籍販売企業 
 （日本） 

・Ｗｅｂ版受注管理システム 
 （注文，顧客，商品情報などを 
  総合的に管理するシステム） 

１７人月 

・Windows-XP 
・Postgre-SQL 
・Eclipse 
・Seasar2 

・詳細設計 
・開発 
・テスト 

・大手船舶用電機企業 
 （日本） 

・イントラマート販売管理システム 
 （既存の販売管理システムに 
  対する機能変更及び機能追加） 

３０人月 

・Windows-XP 
・Oracle 
・Eclipse 
・Java 
・Intra-mart 

・詳細設計 
・開発 
・テスト 

・大手総合電機企業 
 （日本） 

・Ｗｅｂ版図書室管理システム 
 （図書検索や貸出しなど、図書室 
  業務で必要な統合管理システム） 

４人月 
・Windows-XP 
・Oracle 
・VB.NET 

・詳細設計 
・開発 
・テスト 

開 発 実 績 概 要 （弊社） 
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お客様企業 
システム名称 

（システム概要） 
開発工数 開発環境 担当の範囲 

・宅配ピザ企業 
 （日本） 

・基幹システムとＣＲＭシステム連携 
 （基幹システムの機能追加と、顧客 
  及びアルバイト人員に対する 
  コミュニケーション機能の強化） 

２０人月 

・Windows-XP 
・Oracle 
・DB2 
・Eclipse 
・Java 
・Struts 

・詳細設計 
・開発 
・テスト 

・ソフトウェア開発企業 
 （日本） 

・ヤクルト販売管理システム 
 （イントラマートを使用した 
  ヤクルト販売に関する売上管理や 
  注文管理など、統合的に管理 
  するシステム） 

６２人月 

・Windows-XP 
・Oracle 
・Eclipse 
・Java 
・Intra-mart 

・詳細設計 
・開発 
・テスト 

・ホームページ制作企業 
 （日本） 

・温泉／旅館／化粧品のホームページ 
 （ニュースの配信機能を 
  兼ね備えたホームページ） 

８人月 

・Windows-XP 
・MySQL 
・XHTML 
・CSS 
・Flash 
・Movable-Type 

・詳細設計 
・開発 
・テスト 
 
・画面作成 
・コンテンツ作成 

・アニメ制作企業 
 （日本） 

・ゲームのリリース前テスト 
 （リリース前のゲームに対する 
  日本語版と中国語版のテスト） 

ラボ契約 
・Windows-XP 
・TestLink 

・テスト 

・ソフトウェア開発企業 
 （日本） 

・ＣＭＳ管理システム 
 （コンテンツ管理や 
  メールマガジン管理機能を持った 
  サイトを管理するシステム） 

１０人月 

・LINUX 
・MySQL 
・Eclipse 
・Struts 
・Java 

・詳細設計 
・開発 
・テスト 

開 発 実 績 概 要 （弊社） 
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お客様企業 
システム名称 

（システム概要） 
開発工数 開発環境 担当の範囲 

・大手船舶企業 
 （日本） 

・部品管理システム 
 （船舶の部品を管理するシステム） 

２０人月 

・UNIX 
・Oracle 
・ENOVIA（旧：Matrix） 
・Java 

・基本設計 
・詳細設計 
・開発 
・テスト 

・ソフトウェア開発企業 
 （日本） 

・車両管理システム 
 （車両点検，月報，配車などを 
  総合的に管理するシステム） 

２０人月 
・Windows-Server-2008 
・MySQL 
・VB.NET 

・詳細設計 
・開発 
・テスト 

・商社企業 
 （日本） 

・売上管理システム 
 （日々の売上管理，商品管理， 
  日報，月報，帳票出力機能など 
  を兼ね備えた統合管理システム） 

５人月 
・Windows-Server-2008 
・MySQL 
・VB.NET 

・基本設計 
・詳細設計 
・開発 
・テスト 

・大手情報センター 
 （日本） 

・パッケージソフトのバージンアップ 
 （パッケージソフト（ENOVIA）の 
  バージョンアップに伴い、 
  カスタマイズしたソフトが 
  正しく動作するかどうかの 
  事前調査及び修正対応と、 
  パッケージソフト自信が 
  持っているバグの回避対応） 

３０人月 

・UNIX 
・Oracle 
・ENOVIA(旧：Matrix) 
・Java 

・詳細設計 
・開発 
・テスト 
 
・新バージョン調査 
・整合性調査と提案 

・印刷物販売企業 
 （日本） 

・年賀状販売サイトのスマホ対応 
 （既存サイトの 
  スマートホン対応） 

１０人月 
・LINUX 
・MySQL 
・PHP 

・詳細設計 
・開発 
・テスト 

開 発 実 績 概 要 （弊社） 
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お客様企業 
システム名称 

（システム概要） 
開発工数 開発環境 担当の範囲 

・教育企業 
 （日本） 

・データのＣＭＳ移行 
 （既存の静的ホームページ 
  約１万頁のＣＭＳへの移行） 

１０人月 

・LINUX 
・MySQL 
・HTML 
・Jquery 
・CMS 

・開発 
・テスト 

・製薬企業 
 （日本） 

・奨学寄附金サイト 
 （大学，医療機関，ＮＰＯ法人 
  などからの寄付金申請管理や 
  支援管理を行うシステム） 

２０人月 

・LINUX 
・Oracle 
・Java 
・Struts2 
・SPRING 

・詳細設計 
・開発 
・テスト 
 
・保守 

・オンライン教育企業 
 （日本） 

・インターネット版教育サイト 
 （インターネットを利用した 
  教育用コンテンツの管理や 
  試験管理などを行うシステム） 

２０人月 

・LINUX 
・MySQL 
・Ruby on Rails 
・Amazon-Web-Services 

・開発 
・テスト 

・労働厚生管理局 
 （中国） 

・新農村合作医療管理システム 
 （農民達の医療保険や入院費用 
  などの支援金管理システム） 

５０人月 

・Windows 
・Oracle 
・Java 
・Struts2 
・SPRING 
・C# 

・基本設計 
・詳細設計 
・開発 
・テスト 

・医療機器企業 
 （日本） 

・医療機器の故障解析寿命予測ツール 
 （機器の故障個所を早期に把握し、 
  事前に故障予測をするシステム） 

２０人月 
・Windows 
・C# 

・詳細設計 
・開発 
・テスト 

・大手ガス燃料企業 
 （日本） 

・Ｗｅｂ版ＬＰＧガス管理システム 
 （顧客管理，設備管理，配送管理， 
  集計帳票，点検管理などを行う 
  Ｗｅｂ版の統合ガス管理 
  システム） 

６０人月 

・Windows 
・SQL-Server-2012 
・VS.NET 2013 MVC 
・SpreadJS 

・基本設計 
・詳細設計 
・開発 
・テスト 
（ＳＥは客先短期駐在） 

開 発 実 績 概 要 （弊社） 
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開発実績概要 （常時連携パートナー） 
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区 分 領 域 主な取り扱いシステム 

・通 信 

１．モバイルネットワークを 
  構成するソフトウェア 
 
２．携帯電話，スマートフォンアプリ 
 
３．携帯電話のテスト用ツール開発 
  及び評価テスティング 

・モバイルネットワークのノード（ソフトウェア開発） 

・モバイルネットワーク開発・保守期間の 
 開発効率・試験効率・品質向上などに使われる 
 種類の多いツール製品開発 

・次世代モバイル技術（LTE）の開発 

・構内交換機（PBX）の開発 

・光送信装置の監視・制御ソフトウェアの開発 

・無線基地局の開発 

・携帯電話の開発 

・スマートフォン（Android,iOS）アプリの開発 

・携帯電話テスト用ツール開発及び携帯の評価テスティング 

・デジタル情報機器 
・ゲーム機，音楽配信，デジタル家電， 
 などの電子製品 

・セット トップ ボックス （STB）の開発 

・Ｔ－Ｋｅｒｎｅｌ移植とＭＰ３アプリの開発 

・ＰＳＰのＵＳＢドライバー開発 
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区 分 領 域 主な取り扱いシステム 

・車載システム 

１．電子制御ユニット 
 
２．カーナビゲーション 
 
３．カーナビ用地図関連の開発 
 
４．カーナビ，オーディオ，ＥＴＣの 
  テスト用シミュレーション 
 
５．車載システムのコード検証 

・電子制御ユニットの開発 

・カーナビの開発 

・ＴＭＩＤＢ地図描画ツールの開発 

・地図オーサリングツール 

・カーナビ，オーディオ，ＥＴＣのシミュレータ開発 

・カーナビ，オーディオのソースコード検証作業 

・その他 ・工業制御，医療関連など 

・工業領域に特化したデータ動的圧縮アルゴリズムの実現 

・超音波診断システムの開発 

・ＣＴデータ解析ツールの開発 

・品質検証 

１．ソースコード品質向上 
  支援ツールの開発 
 
２．ソフトコードの 
  第三者検証サービス 

・Ｃコードスタック消費量算出ツール 

・Ｃ／Ｃ＋＋プログラム品質向上支援ツール 

・Ｊａｖａプログラム品質向上支援ツール 

・ソースコードの第三者検証サービス 

開発実績概要 （常時連携パートナー） 
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区 分 領 域 主な取り扱いシステム 

・評価テスティング 
・ソフトウェア開発中の 
 マネージメントなどに使われる 
 支援ツールの開発 

・ソフトウェア開発進捗管理ツール 

・ソフトウェア開発プロセス管理ツール 

・ソフトウェアプロジェクト開発管理ツール 

・テストカパレッジ集計ツール 

・ソース生産規模統計ツール 

・ソフトウェア開発バグ管理ツール 

・システムリフォーム 

・システムの老朽化による保守難， 
 ＩＴインフラ変更やＯＳの 
 バージョンアップなどに伴い、 
 互換性が失われ、アプリの 
 修正や移行が必要 

・某建築会社の支給材システムリフォーム（HP→LINUX） 

・某エネルギー会社の物流システムを富士通ホストから 
 LINUXへ移行 

・某エネルギー会社の販売システムを富士通ホストから 
 LINUXへ移行 

・某車業界会社の仕訳支援システムのリフォーム（IBM系） 

・建築見積システムの言語コンバート（VB→C#） 

・車販売結算システムの刷新（IBM→LINUX，Natural→Java） 

・生産，販売，在庫管理のＥＲＰシステムリフォーム 
 （VB2.0→ｽﾄｱﾄﾞﾌﾟﾛｼｼﾞｬｰ、ACCESS2.0→ACCESS2000） 

開発実績概要 （常時連携パートナー） 
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区 分 領 域 主な取り扱いシステム 

・評価テスティング 

１．携帯電話，車載システムなどの 
  テスト用ツール開発 
 
２．携帯電話，デジカメ，医療機器 
  などの評価テスティング 

・携帯電話テスト用ツールの開発（基地局シミュレータなど） 

・カーナビ＆オーディオのテスト用ツール開発 
 （カーナビのシミュレータなど）及び評価テスティング 

・携帯電話の評価テスティング 

・デジカメの評価テスティング 

・医療機器（超音波診断，血糖計）のテスティング 

・開発 
・建築，販売，物流，製造， 
 ＥＣビジネスなどの領域における 
 ソフトウェア開発 

・建築：労働安全管理支援，リフォーム材料消費量算出システム 

・販売：量販店，コンビニ，百貨店などのＰＯＳシステム開発 

・物流：海運業界の会計システム，物流業界の次世代情報化 
    システム，車生産工場の構内物流管理システム 

・公共・教育・オンライン教育システム，図書館管理システム 

・ＥＣビジネス：Ｕサイト（購買誘導電子商務サイト）， 
        趣開宝（商品販売キャンペーンを行うサイト） 

・製造業：車業界のプロジェクト管理システム， 
     勤怠管理システム， 
     車製造工場の構内物流管理システム， 
     車製造業界のＦＭＥＡ 
       （Failure Mode and Effects Analysis） 

開発実績概要 （常時連携パートナー） 



21 

日本と中国では「考え方」や「習慣」などが異なるため、 
日本のお客様の仕事を担当させていただき、満足していただく 
結果を出し続けるためには、色々な教育が必要です。 

これらの教育は、日本の企業に長年勤務した人が教えないと 
実行できないことで、時間や手間はかかりますが、弊社では 
最重要課題として継続して実施しており、また、教育の内容に 
関しても、基本的な事から社内教育を実施しております。 

１．日本のお客様に満足していただく結果を出すために 

２．お客様の考え方や習慣を知らないので教育し実行する 

３．継続して満足していただくために都度反省し改善する 

●以後のページは「社内教育資料」の一例です。 

参考資料（社内教育資料） 
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日本の企業が大切にしている事（自社内で実践する事） 

１．会社の雰囲気 ・助け合い（チームワーク） 

         ・コミュニケーション 

         ・挨拶 

         ・明るく前向きな姿勢 

２．資質     ・顧客業務のわかるＳＥ（仕様） 

         ・高品質（バグの無いこと） 

         ・責任感 

         ・スピード（速さ） 

         ・提案力 

３．顧客中心の対応で、顧客満足を実現できる会社 

４．信用と実績 

５．退職者が少ないこと（優秀なレベルの人達） 
22 
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参考資料（社内教育資料） 
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毎日心がけ、大切にして欲しい事（自社内で実践する事） 

 １．プログラムや仕様書類の標準化 

 ２．開発したプログラムやノウハウの共有化 

 ３．気配り（例：相手や周囲に対し常に気を配る） 

 ４．助け合い（例：出来ない人や困っている人の支援） 

 ５．思いやり（例：相手の立場に立って物事を考える） 

 ６．感謝（例：何かをしてもらったら必ずお礼を言う） 

 ７．尊重（例：立場に関係なく常に相手を尊重する気持） 

 ８．ほうれんそう（報告，連絡，相談） 

 ９．５Ｓ（整理，整頓，清潔，清掃，躾） 

１０．社内のマナー（丁寧な言葉遣いや爽やかな態度等） 

１１．コミュニケーション（気軽に話が出来る雰囲気等）  
23 
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参考資料（社内教育資料） 
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毎日心がけ、大切にして欲しい事（自社内で実践する事） 

１２．自分の仕事（成果物）に責任を持つこと 

１３．困った時や悩んだ時に、どうすれば解決できるか、 
   良く考えて実行すること 

１４．お客様の立場に立って考え行動し、失敗が有れば 
   必ず反省し、再発を防止すること 

１５．反省をする時は、相手のせいにせず、自分自身が 
   一番悪い原因と思って反省をすること 

１６．不明確な内容（仕様内容など）などが有れば、 
   弊社からお客様に質問し、必ず明確にすること 

１７．忙しい時こそ、心に余裕を持つこと 

１８．「焦らず」，「地道に」，「諦めず」，そして 
   「継続する」こと（継続は力なり） 
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参考資料（社内教育資料） 
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何故？お客様に満足してもらえる結果を出す事が重要か？ 

・お客様は、投資以上の回収（利益増）が見込めなければ 
 投資はしない → 他社へ依頼する仕事は無い 

・お客様は、投資以上の回収（利益増）が見込めれば 
 投資をする → 他社へ依頼する仕事が有る 

・お客様は、投資以上の回収（利益増）が実現出来る 
 ソフト（システム）開発会社へ仕事を依頼（発注）する 

●お客様の仕事 → 会社の売上（利益） → 社員の給与 

 社員の給与は、お客様が支払ってくれる仕事の対価の中 
 から支払われるので、長期に安定した給与をもらうため 
 には、お客様に満足してもらえるソフト（システム）を 
 開発する（結果を出す）事が最重要です。 
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参考資料（社内教育資料） 
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お客様に満足していただく結果を出すためには 

１．ソフト（システム）を使うお客様の業務を良く知ること 

  （１）業務の概要や仕事の流れ 

  （２）使う場所や環境 

  （３）役割分担（各人の役割など） 

  （４）その他 

２．お客様が、費用を出して（投資して）まで 

  ソフト（システム）を開発する目的（投資目的）を 

  良く知ること 

  （１）現状を改善・改革し、利益を増やすため 

  （２）納期，設計，製造などの期間短縮 

  （３）調達や在庫低減による経費削減 

  （４）仕事全般の効率化（間違いの削減など） 

  （５）その他 
26 
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参考資料（社内教育資料） 



27 

ソフト（システム）を使うお客様の業務例（乾電池製造業） 
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参考資料（社内教育資料） 
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参考資料（社内教育資料） 

ソフト（システム）を使うお客様の業務例（設計・製造業） 
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参考資料（社内教育資料） 

実戦して経験することで、社員が身に付けて欲しい能力 
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問 合 せ 連 絡 先 

（１）ＨＰ ：http://www.e-trust.com.cn/（大連毅信軟件有限公司ホームページ） 

（２）連絡先：①ＴＥＬ(+86)411-8475-5058（中国語も日本語もＯＫ） 

       ②ＦＡＸ(+86)411-8475-5059（中国語も日本語もＯＫ） 

（３）氏 名：白石 久充 ①メール shiraishi@e-trust.com.cn 

             ②メール shiraishi@tios.co.jp 

             ③携帯  (+86)13904110159（日本語） 

（４）兼 務：①日本製品中国市場販売支援会（会長） 

       ②日本広島文化学園大学（客員教授） 

       ③日本北海道科学大学（客員教授） 

       ④日本社団法人日本組込み技術教育協会（理事） 

       ⑤日本財団法人京都産業２１（中国ビジネスコーディネータ） 

       ⑥日本中央イメージ・テクノロジー研究開発共同組合（顧問） 

       ⑦中国大連理工大学城市学院（特別講座講師） 

       ⑧中国大連外国語学院ソフトウェア学院（特別講座講師） 
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Ｂｅｓｔ Ｐａｒｔｎｅｒ 

お 客 様 弊 社 

大連毅信軟件有限公司 
（ﾀﾞｲﾚﾝ ｲｰｼﾝ ｿﾌﾄｳｪｱ） 
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Ｂｅｓｔ Ｃｈｏｉｃｅ 


