
 システム開発ソリューションガイド
for System DevelopmentSolution Guide



ソフトウェア
　　開発

ファームウェア
　　   開発

ハードウェア
　　開発

  エンジニア
トレーニング

それぞれの分野の
スペシャリストが
お客さまの
システム開発を
サポートいたします

お客さまの「想い」を実現する組込みシステム開発

 ・FPGA開発

 ・JTAGバウンダリスキャン テスト対応

 ・組込み Linux
 ・画像処理技術

 ・DDR3メモリ

 ・高速シリアルインターフェース

 ・バッテリ・マネジメントシステム

 ・エコシステム技術

お客さまの開発力アップを支援するエンジニアトレーニング

 ・最新 ARMプロセッサ技術

 ・ARM組込み開発技術

・FPGA向け AMBA技術

・新入社員技術研修

・ μITRON
・ネットワーク技術

・回路設計

・無線技術

・センサ技術

お客さまのご要望にお応えするソフトウェア開発

 ・データベース構築

 ・クライアントサーバーシステム

 ・Windowsアプリケーション

◆福祉車両向けスライドアップシートの制御
◆車載環境対応 ( 高温、低温、防湿 )
◆ モータ 制御 4系統
◆位置・速度監視によるモータ制御
◆小型・省電力

車載システム

◆バッテリー・マネジメント・ユニット開発
◆安全性、性能を考慮した最適なシステム
◆大電流、長時間稼働に対応した充放電制御
◆小型省電力製品、高出力システムに対応

スマートシステム

・印刷ライン管理システム
・食品加工ライン管理システム
・硝子工場内生産総合管理システム
・半導体工場用搬送ロボットコントローラ
・ データ転送制御システム
・シリンダ駆動用パルスモータコントローラ

◆ 画像データ処理システム開発
◆ センサーのデータを 枚／秒で転送処理
◆ を使用したハードウェア高速 画像演算
◆ や を使った の論理設計

画像処理システム

組込みシステム
・電子機器メーカー向け包装ラインラベル発行システム
・カートピッキングシステム
・自動車部品の入荷検品システム
・婦人服メーカー向けハンガーソータシステム
・玩具メーカー向けデジタルピッキングシステム
・薬品問屋向け配送管理システム

物流システム

・動体検出表示装置
・セキュリティシステム
・タッチパネル 搭載センサ制御ボード
・大深度オーガ削孔機用削孔傾斜計測装置
・電力系統監視制御装置
・医療用信号処理ボード

計測制御システム
・ バウンダリスキャン テストシステム
・東芝セミコンダクター社　テストツール・パートナー
・アジレント・テクノロジー社　ソリューションパートナー
・高速メモリ プロトコル解析ツール
・高速シリアルバス パケット解析ツール
・ハイビジョン バス解析ツール

開発支援ツール

・病院窓口用 システム
・図形処理システムプログラム
・ゲートウェイシステム
・ボードコンピュータシステム
・高速プロッタ用ファームウェア
・音声合成装置用データ入力装置

コンピュータ・周辺機器・端末装置
・英国 社認定トレーニングセンター
・英国フリースケール・セミコンダクタ社認定　
　 マイコントレーニングセンター
・ トレーニングボード教材
・新入社員研修

組込みエンジニア養成教育システム

主な開発・導入実績提案から保守まで。お客さまの視点から、
システム開発を総合的にサポートします。

アンドールの「システム開発」

　豊富な経験と実績をもったスペシャリストが、お客さまの
　本当に求めるシステム作りの実現をお手伝いします。

　・新規の開発案件
　・エコ、省エネシステム
　・開発後の検査システム
　・短納期案件
　・小規模な改造依頼
　・量産化
　・現地、電話でのサポート

　お客さまのご要望にあわせサポート
　いたします。

アンドールシステムサポートは 40年以上にわたり、お客さまのシステム開発をサポートしてきました。
このノウハウを活かし、システムの構築、導入、定着、保守、及び運用管理まで、総合的に考慮し、開発いたします。



ソフトウェア
　　開発

ファームウェア
　　   開発

ハードウェア
　　開発

  エンジニア
トレーニング

それぞれの分野の
スペシャリストが
お客さまの
システム開発を
サポートいたします

お客さまの「想い」を実現する組込みシステム開発

 ・ 開発

 ・ バウンダリスキャン テスト対応

 ・組込み

 ・画像処理技術

 ・ メモリ

 ・高速シリアルインターフェース

 ・バッテリ・マネジメントシステム

 ・エコシステム技術

お客さまの開発力アップを支援するエンジニアトレーニング

 ・最新 プロセッサ技術

 ・ 組込み開発技術

・ 向け 技術

・新入社員技術研修

・ 

・ネットワーク技術

・回路設計

・無線技術

・センサ技術

お客さまのご要望にお応えするソフトウェア開発

 ・データベース構築

 ・クライアントサーバーシステム

 ・ アプリケーション

◆福祉車両向けスライドアップシートの制御
◆車載環境対応 ( 高温、低温、防湿 )
◆DCモータ PWM制御 4系統
◆位置・速度監視によるモータ制御
◆小型・省電力

車載システム

◆バッテリー・マネジメント・ユニット開発
◆安全性、性能を考慮した最適なシステム
◆大電流、長時間稼働に対応した充放電制御
◆小型省電力製品、高出力システムに対応

スマートシステム

・印刷ライン管理システム
・食品加工ライン管理システム
・硝子工場内生産総合管理システム
・半導体工場用搬送ロボットコントローラ
・NCデータ転送制御システム
・シリンダ駆動用パルスモータコントローラ

◆3D画像データ処理システム開発
◆CMOSセンサーのデータを 1500枚／秒で転送処理
◆FPGAを使用したハードウェア高速 3D画像演算
◆Verilog HDLや VHDLを使った FPGAの論理設計

画像処理システム

組込みシステム
・電子機器メーカー向け包装ラインラベル発行システム
・カートピッキングシステム
・自動車部品の入荷検品システム
・婦人服メーカー向けハンガーソータシステム
・玩具メーカー向けデジタルピッキングシステム
・薬品問屋向け配送管理システム

物流システム

・動体検出表示装置
・セキュリティシステム
・タッチパネル LCD搭載センサ制御ボード
・大深度オーガ削孔機用削孔傾斜計測装置
・電力系統監視制御装置
・医療用信号処理ボード

計測制御システム
・JTAGバウンダリスキャン テストシステム
・東芝セミコンダクター社　テストツール・パートナー
・アジレント・テクノロジー社　ソリューションパートナー
・高速メモリ DDR4プロトコル解析ツール
・高速シリアルバス パケット解析ツール
・ハイビジョン DisplayPortバス解析ツール

開発支援ツール

・病院窓口用 POSシステム
・図形処理システムプログラム
・ゲートウェイシステム
・ボードコンピュータシステム
・高速プロッタ用ファームウェア
・音声合成装置用データ入力装置

コンピュータ・周辺機器・端末装置
・英国 ARM社認定トレーニングセンター
・英国フリースケール・セミコンダクタ社認定　
　Kinetisマイコントレーニングセンター
・ARM9トレーニングボード教材
・新入社員研修

組込みエンジニア養成教育システム

主な開発・導入実績提案から保守まで。お客さまの視点から、
システム開発を総合的にサポートします。

アンドールの「システム開発」

　豊富な経験と実績をもったスペシャリストが、お客さまの
　本当に求めるシステム作りの実現をお手伝いします。

　・新規の開発案件
　・エコ、省エネシステム
　・開発後の検査システム
　・短納期案件
　・小規模な改造依頼
　・量産化
　・現地、電話でのサポート

　お客さまのご要望にあわせサポート
　いたします。

アンドールシステムサポートは 40年以上にわたり、お客さまのシステム開発をサポートしてきました。
このノウハウを活かし、システムの構築、導入、定着、保守、及び運用管理まで、総合的に考慮し、開発いたします。



■大阪事業所

大阪事業所

システム開発でお困りの際はアンドールシステムサポートにご相談くださいシステム開発でお困りの際はアンドールシステムサポートにご相談ください

品質・環境への取組み
ISO9001:2008   ISO14001:2004  認証取得

 当社ではお客さまの満足と信頼を得るべく、より高品質なシステム開発のサービスのご提供に努めて
 おります。また、地球資源は有限であることを認識し、環境との調和を経営の最重要課題と考え、
 環境に配慮した事業活動を推進いたします。

■東京本社

お問合わせ・アクセス

201603-2K

 最新の情報は当社のホームページよりご確認いただけます。  　　　　　 　　　　　　　　http://www.andor.jp

■東京本社
〒140-0004　東京都品川区南品川 2-15-8
TEL：03-3450-8101（代表）  FAX：03-3458-0912（代表）

■大阪事業所
〒553-0006　大阪府大阪市福島区吉野 3-5-18
TEL：06-6464-5211（代表）  FAX：06-6464-5877（代表）

◆システム開発に関するお問合わせ
プロダクトソリューション事業部   　担当：田中　明
TEL：03-3450-8601（直通）  FAX：03-3450-8410（直通）
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