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ご挨拶

ILC大連（愛尓希(大連)科技有限公司）は、技術革新の激しい市場

ニーズにスピーディに対応するためにも、中国で最初にして唯一のソ

フトウェア産業国際化モデル都市であり、フォーチュン500企業ほか

トップ企業が集中し、国際的な先端技術やマネジメントスキルを保有

するハイレベルな人材を数多く輩出している大連市に拠点を構えるこ

とで整った環境と優れた人材を確保し、市場の求める高機能で高品質

な組込ソフトウェア商品の開発を行ってまいります。

また、こうした優れた人材による製品検証（テスト）サービスも同

時に提供することで、多様化するお客様のニーズにも対応していく所

存です。
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董事会

資本金

総経理

従業員数

決算月

住所

設立

社名

ILC大連 会社概要

[英文名] ILC  Dalian Co.,Ltd.

[中文名] 愛尓希(大連)科技有限公司

[日本名] ILC大連

74名（2018年6月現在）

董事長：土居 公司 (株式会社アイ・エル・シー 常務取締役)
董 事：許斐 浩祐 (株式会社アイ・エル・シー 専務取締役)
董 事：中村 伸一郎 (株式会社アイ・エル・シー 常務取締役)
董 事：渡邊 由美子 (株式会社アイ・エル・シー 経営管理部長)
監 事：佐々木 淳一 (株式会社アイ・エル・シー 監査役)

2007年4月4日 (ライセンス取得時)

9,000万円

土居 公司

12月

大連市高新園区滙賢園1号 9F 09-11
（郵便番号116025）
TEL：+86 411 39737700
FAX：+86 411 39737711
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ILC大連の3つのサービス

ソフトウェア開発
アウトソーシング

検証サービス アウトソーシング支援

ILCの20年間の組込特化ソフトウエア開発を通して養ってきた技術を今、

ここILC大連で継承し、ますます多様化する組込商品開発へのあらゆる

ニーズに敏速に対応する為の3つのサービスを準備しております。
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組込み
ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ
開発ｻｰﾋﾞｽ

FACTICS商品を使って組込アプリを開発し、
開発工数を1/2～1/10に。
（FACTICS商品を使わないアプリ開発も受託可能）

ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ
開発ｻｰﾋﾞｽ

FACTICS商品を使って組込アプリのプロトタイプを
PCまたは実機で開発し、プロトタイプ開発工数を
1/2～1/10に。
（FACTICS商品を使わないプロト開発も受託可能）

ILC大連の3つのサービス

ソフトウエア開発アウトソーシング
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FULL検証
サービス

計画から検証まで検証のフルラインすべてを実施し、
検証コストを国内比で1/2以下に。

中国アウトソーシング会社のソフトウェア成果物の一次
評価を行い、お客様管理・受け入れコストを1/2以下に。
（日本での設計内評価への採用が増えている）

ILC大連の3つのサービス

PRE検証
サービス

検証サービス （ソフトウエア開発アウトソーシング）
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技術資料
翻訳サービス

中国アウトソーシング会社や中国の子会社向け(から)に
提供するドキュメントを日本語から中国語(中国語から
日本語)へ翻訳します。

開発工数削減目的で、お客様経由で中国のアウトソーシ
ング会社や中国の子会社にGENWARE3/FACTICS-Suiteを
導入するにあたって中国エンジニア向けのスクールや各
種技術支援サービスを弊社中国人エンジニアが実施いた
します。

ILC大連の3つのサービス

FACTICS商品
導入支援

商品導入支援 （アウトソーシング支援）



愛尓希(大連)科技有限公司

9

各種メンテナンスサービスを含む新たなアウトソーシングサービス
のご提案と実践

アウトソーシングサービスご提案と実践

2007

FA技術をFull Automation分野へ

Full Automation分野での組込開発を

は強力に支援します。

START UP

<ILC大連設立>

通信 HMI

GUI 制御

2008～

日本組込メーカ向け開発
支援サービスを拡大
70名体制確立

通信 HMI

GUI
制御

2009～

新たなサービス提供のため
ITパーク移転

2011～

通信 HMI

GUI
制御

更なる行き届くサービスを提供するために
2011年、上海での営業拠点の設立

Full Automation Computing Technology and
Integrated Computer System

CHINAから世界へ

Factory
Home

Equipment

Process
ＩＴ
Product

Micro-Chip

Open up

中国から世界を視野にサービスネット
ワークの拡張

ILC大連の3つのサービス

FACTICS

FACTICS

FACTICS
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オフィスコンセプト
オフィスは単なる働くオフィスではなく、「働く意欲のわく」 オフィスであるべきです。

「オフィスが変われば仕事も変わる」 そんなオフィスを目指します。 一日の大半を過ごすオフィスは生活の空間です。

※写真は実物と異なることがあります。

エントランス1 44 33

33

22

11

55

期待の回廊

万全なセキュリティシステムが組み込まれ、
人間センサーによるコントロールされる照明で
人間に緊張感と人間性を融合させる。

2 安心且つ安全なクリーンルーム

完全独立なネットワーク及びセキュリティになり、
プリンターも設置可能な安心・安全・便利なワーク
スペースであり、顧客分室であるクリーンルーム

3

VIP用会議室5

空中のテラス4
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オフィス機器は、全てWorld-Standardです。
グループウエアはLotus-Notesで管理され、日本ILCとは専用のINTRANETで結ばれています。

オフィス設備

デスクトップデスクトップデスクトップ NotePC

電話機 電話機

デスクトップデスクトップデスクトップ
NotePC

電話機

開発ルーム

電話機 電話機 電話機

会議室

NotePC

プロジェクタ

電話機

サーバー
事務

サーバールーム

サーバー
開発

UPS

100baseハブ Net Screen
ルータ 電話

主装置

VIP会議室

NotePC

プロジェクタ

電話機

事務室

電話（親）

電話(子)

デスクトップ デスクトップ

デスクトップ デスクトップ

複合機

RICHO 2000SP

MONOプリンタ

Fuji Xerox 202

Laser Jet

Colorプリンタ

Fuji Xerox 3055

Color Laser Jet

複合機

RICHO Aficio

MP C4500

デスクトップ サーバーデスクトップデスクトップ

CleanRoom１

電話機

ルータ

サーバーデスクトップ

CleanRoomN

デスクトップ
電話機

デスクトップ
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社内セキュリティ

1．ネットワークの脅威に対する対策

① 社内サーバ
・フォルダごとにアクセス制限を設定
・サーバルームは、二重の物理的セキュリティ

② FTPサーバ
・顧客ごとにFTPサーバを設置

③ インターネット、E-メール
・ネットワーク設定により、外部へのアクセスを禁止
・E-Mailアドレスは、一部の管理者のみ保有

④ NetScreen（ジュニパーネットワークス社製）により、
ファイアウォールとIPsec-VPNを稼働中

⑤ クリーンルームの設置
・IDカードによる、クリーンルームへの入室制限
・クリーンルーム専用サーバにより、独立したLAN

環境を構築

2．物理的な脅威

① USBメモリなど外部記憶媒体の持込禁止
・USB端子は、テープで封印
・PC端末には、CD-ROM等の記憶媒体は実装しない

② 仕様書等の紙への印刷は、統括部長の許可制
・無断で紙に印刷することは不可
・FAXの利用も統括部長の許可制

③ ノートPC等モバイル端末を利用するのは、次長以上のみ
・ノートPCの持ち出しは、本社の許可なくできない
・PC端末は、通常ワイヤで固定

④ カメラ、カメラ付携帯電話の開発部への持込不可

⑤ サーバルームに社外貸与品の保管場所を確保
・退社時に返却リストでチェック
・TV等大型の機材の場合は、現場にワイヤで固定

3．アプリケーションの脅威

① アンチウィルスソフト、アンチスパイウェアソフトを全PC端末に
インストールし、定期的なアップデートを実施

② 業務に不要なソフトウェアのインストールを全社的に禁止
現在は、定期的に人間の目によるチェックを徹底
(監視ソフトの導入に向け最適ソフトの選択中）

4．今後の導入計画

① カードもしくは生体による各PC端末自動認証化

② 監視ソフトの導入により、ファイルコピー・削除、外部アクセス
の監視と制限

クリーンルーム
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(1)組込ソフト特化型企業(製品知識・経験の蓄積）

ILC大連は単なるアウトソーシング企業ではありません。
FAから情報家電に至るまでお客様の組込製品に特化した専門知識
経験を身につけることで、習熟度を向上させます。
短サイクルでのメンバ交代は行わず、メンバ専任化を図ります。

(2)検証業務専門チーム（物つくり視点からの検証実施）

ILC大連には開発チームとは別に検証業務専門のチームがあり、
CMMIに準拠したILC独自の品質基準ID-Standardに従った厳しい
品質基準に基づく検証業務を実施します。自社製品を有している
メーカだからこそ、検証に対する視点がお客様と同一です。

(3)我々は日本企業です（安心・信頼・共同重視）

ILC大連は、日本企業です。
日本企業として、開発・検証サービスを実施します。

ILC大連の特長 （他の中国企業と違い）


