会社案内

アルトテクノロジーは最先端テクノロジー開発の専門会社です。
当社は、情報通信分野、マルチメディア分野などに代表される伸長目覚しく、技術革新
の激しい市場に位置し、１９９５年４月設立以来、高度情報化社会の実現に向けハード
ウェア、ソフトウェアなどの開発設計を主業務としております。
組織力と設備力が十分な大企業ではありませんが、当社には新しい分野を開拓して行
くチャレンジ精神があり、 エレクトロニクスの未来に向かって探訪を続けていきます。

社長挨拶
新技術・新製品開発は、迅速さ（機会損失防止）、安さ（投資
効率向上）、確実さ（信頼の技術力）、の３要素が市場競争力を
決定づける時代になっています。
株式会社アルトテクノロジーは確かな技術力を背景に貴社の戦
略的新製品開発をお手伝いする、技術開発設計のプロフェッショ
ナル集団です。
最先端技術による、開発～試作・評価試験までの一括受託から
部分的な開発まで、貴社のニーズに合わせて自由にご活用くだ
さい。経験豊富な技術スタッフが、ご相談をおまちしております。

代表取締役社長

ご案内の通り、事業を取巻く環境は一変し、技術、生産活動においても優勝劣敗の生存競争
に生き残る者のみが成長する、原理が定着しつつあります。
当社は技術者の絶え間ない新技術の習得、勤務拘束時間の撤廃、利益還元方式などを徹底し
て実行して参りました。
「会社のために働くな。経験と技術力を自分自身の財産として身に付けよ」が合言葉であり、一
人々が人とは違う、自分に合った特徴ある技術を身に付け、社会に貢献出来ることで結果として
会社が発展する。と云う信条が経営の基本になっています。
株式会社アルトテクノロジーは、若いエネルギーが爆発するこれからの企業です。

皆様のご支援をよろしくお願い致します。
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会社概要
社

名

株式会社アルトテクノロジー

地

〒244-0003
神奈川県横浜市戸塚区戸塚町 118 番地
中山ＮＳビル 4F
TEL 045-865-4007 FAX 045-865-4923

ALTO TECHNOLOGY CO.,LTD.

所

創

在

業

資

本

役

平成 7 年 4 月 10 日

創 立
金

1,000 万円

員

代表取締役社長
取

締

役

山
樋

代
口

雄
正

幸
利

取

締

役

山

崎

裕

之

従

業

員 数

17 名(平成 27 年 4 月現在)

取

引

銀 行

三井住友銀行
横浜信用金庫

主 要 取 引 先

(順不同)

ハードウェア設計者
ソフトウェア設計者
検査業務従事者
経 理／営 業

：
：
：
：

7名
2名
5名
3名

戸塚支店
戸塚支店

株式会社アルティマ
ＮＴＴエレクトロニクス株式会社
コイト電工株式会社
コンピューターダイナミックス株式会社
セイコーエプソン株式会社
日本電計株式会社
日本信号株式会社
日信ソフトエンジニアリング株式会社
株式会社日立製作所
株式会社日立超ＬＳＩシステムズ
株式会社日立アドバンストシステムズ
株式会社日立ＩＣＴビジネスサービス
日立情報通信エンジニアリング株式会社
富士ゼロックスアドバンストテクノロジー株式会社
アシスト V 株式会社
株式会社ケイエスシー
株式会社エスイーシー
JX 金属商事株式会社

日本大学工学部
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沿

革
平成 7 年 4 月
平成 7 年 10 月
平成 8 年 10 月
平成 10 年 8 月

『有限会社 アルトテクノロジー』創立
資本金 500 万円
ソフトウェア設計部門を新設
株式会社に改組し『株式会社アルトテクノロジー』を設立
資本金 1,000 万円に増資
横浜市戸塚区戸塚町(現住所)に本社移転

営業内容
デジタル機器の開発
各種ＬＳＩ及び、大規模 FPGA の開発
言語記述設計 HDL（Verilog-HDL、VHDL）
回路図エントリー・シミュレーション
電子交換装置周辺機器の設計
音声・画像処理装置周辺機器の設計
放送・通信機器関連を中心とした、アナログ機器の設計
マイクロプロセッサ装置の設計
ＬＳＩ等のテストプログラム及び、評価装置の設計
プリント基板配置・配線・製造

高級言語、
アセンブラによるマイクロプロセッサ応用システムの開発
Ｃ、Ｃ++、C#、ALTERA NIOS、NIOS II、その他各種 MＰＵアセンブラ
MIPS、PowerPC、SH、x86、TMS320・・・
各種組み込み OS
Linux、μiTRON、Vx-WORKS、Thred X、Integrity・・・
方式検討、仕様作成から、システム試験まで。

コンピュータ応用ソフトウェアの開発
各種開発言語
Visual C++、Visual C#、Visual Basic、GCC、Lab VIEW・・・
ＨＴＭＬ、CSS、Java、Java script・・・
方式検討、仕様作成から、システム試験まで。

サービス業務(情報通信関連の各種サービス)
ネットワーク・システム設計に関する業務支援
技術翻訳(現役技術者によるマニュアル類作成支援等)
据付工事・品質管理・保守業務
労働者派遣事業 特 14-03-0049
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業務実績（抜 粋） ・・・上部：ハード設計、下部：ソフトウェア設計
平成 7 年
平成 8 年

平成 9 年

平成 10 年

平成 11 年

平成 12 年

DVD 書き込み装置開発(SYSTEM 開発)
各種鉄道車内表示装置 F/W 開発に参加(MELPUS、V40、8086、8051、8048)
放送局用マトリックス SW BOX F/W 開発(PIC)
MC68360、SH-2 ボード開発(CPU ボード開発)
半自動溶接機 F/W 開発(H8)
ATM セルリレー装置開発(SYSTEM 開発)
電話番号表示装置開発(SYSTEM 開発)
データターミナルセット(防衛庁関連)F/W 開発(TI DSP)
MUSES-C(小惑星探査機)データレコーダ開発に参加、F/W 開発(x86)
PCM 回線 I/F PKG 開発(PKG 開発)
フォント処理装置開発(SYSTEM 開発)
各種交換機 PKG F/W 開発に参加(MIPS、PPC、CPU32…)
電話番号通知装置開発(SYSTEM 開発)
W-CDMA 交換機開発に参加(LSI 開発)
大容量マルチエアコンの室外機 F/W 開発(H8)
MC68020、MC68040、SH-4 ボード開発(CPU ボード)
PCI-I/F ボード開発(PKG 開発)
ディジタル衛星放送(BS、110°CS)対応 STB F/W 開発に参加(Vx-WORKS、MIPS、ARIB
STD-B24、B25、B38…)

平成 13 年

平成 14 年

平成 15 年

平成 16 年

エレベータ管理システム開発(SYSTEM 開発)
HDLC-IP 開発(FPGA 開発)
UART-IP 開発(FPGA 開発)
SDRAM Contoroller-IP 開発(FPGA 開発)
ALTERA NIOS アプリケーション開発を開始
MP-3 プレーヤー開発(SYSTEM 開発)
ラジオチューナーボード開発(PKG 開発)
ボイスレコーダーシステム開発(SYSTEM 開発)
FM 文字放送受信装置開発(SYSTEM 開発)
地上波ディジタル放送対応 PDP F/W 開発に参加(Vx-WORKS、MIPS)
室内レーザーレーダ通信システム開発(H8、MS VC++)
CDMA-1X 交換機開発に参加(LSI 開発)
W-CDMA 受信検証装置開発(SYSTEM 開発)
共振ミラー搭載、2 次元測距システム開発(SYSTEM 開発)
フィルムカメラ純正アクセサリー(DATA Reader)F/W 開発(H8、File System)
2 次元測距システム開発(SH-4、MS VC++)
国産ルーターF/W 開発に参加(MIPS、Original OS)
ETC 駐車場システム F/W 開発に参加(SH-4、μiTRON)
次世代ディスプレイ検査装置開発に参加(SYSTEM 開発)
IP 高多重装置開発に参加(FPGA 開発)
システム制御用 A/D D/A ボード開発(PKG 開発)
バイポーラ定電流電源、エミッション電源開発(SYSTEM 開発)
1000base-T/SX 規格用ドライバ及び試験プログラム開発(Linux)
MIPS ベース MPU のサポート業務開始(MIPS、Linux、Vx-Works、μiTRON・・・)
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平成 17 年

平成 18 年

平成 19 年

平成 20 年

平成 21 年

平成 22 年

平成 23 年

2GHz サンプリング信号処理ボード開発(PKG 開発)
LSI 評価用ボード開発(PKG 開発)
画像処理用 Stratix II ボード開発(PKG 開発)
G-PON 同期系システム開発に参加(PKG 開発)
G-PON OLT/ONU F/W 開発に参加(PowerPC、Linux)
IA-64 サーバー向け SAF-TE 準拠 EMA F/W 開発(MIPS、Thread X)
踏み切り監視システム F/W 開発(MIPS、Linux)
ダイアグレコーダーF/W 開発(MIPS、Linx)
次々世代ディスプレイ検査装置開発に参加(SYSTEM 開発)
6GHz サンプリング信号処理ボード開発(PKG 開発)
高速信号処理用 A/D D/A ボード開発(PKG 開発)
ウィルス遮断装置開発に参加(FPGA 開発)
次世代ディスプレイ検査装置 F/W 開発に参加(PowerPC、jaluna、Integrity、Vx-Works6)
ガルバノ診断ソフト開発に参加(SH4)
新型ディスプレイ検査装置 F/W 開発に参加(NIOS-II)
FMD(Flash Memory Drive : SSD)F/W 開発に参加(NIOS-II)
トーン受信機 F/W 開発(TMS320C28x)
プリンタ検査装置用 PCI ボード開発(PKG 開発)
DSP 活用による位相シフト計測装置(研究開発用)開発(PKG 開発)
クレーンアーム用通信制御 FPGA 開発(PKG 開発)
DSP 活用による位相シフト計測装置(研究開発用)S/W 開発(TMS320C6713、LabVIEW)
その他、前年からの継続作業
医療用センサー制御ボード開発(PKG 開発)
インバータ制御用 FPGA 開発(FPGA 開発)
電気自動車用充電制御 FPGA 開発(FPGA 開発)
交換機電話端末試験装置、制御 S/W 及び F/W の開発(H8、MS VB)
その他、前年からの継続作業
光ケーブルによるデータ転送装置開発(PKG 開発)
2GHz サンプリング DA ボード開発(PKG 開発)
PCI Express １．１ケーブルによるデータ転送装置開発
ビデオルータ用 I/F ボード(E1/T1-10GMAC)F/W 開発に参加(PowerPC、Vx-Works6)
PCI Express 2.0 対応 I/F ボード用ドライバ開発 (Windows Vista x32)
双方向デジタル共聴コア装置 設定アプリケーションの開発に参加 (Windows MS C#)
広帯域無線測距通信装置 A/D、D/A 処理部開発(PKG 開発)
音響測深システム用マルチビーム測深器信号処理部開発(PKG、FPGA 開発)
ダム監視情報収集用ギガビットイーサー伝送システム開発(FPGA 開発)
書籍インタフェース付録基板開発及び記事掲載(PKG 開発)
共用ラインカードテスタシステムの開発に参加(Windows xp)
マルチネットワーク伝送装置 F/W 開発に参加(SH4、NORTi)
SSD F/W 開発に参加(NIOS-II)
SSD F/W 開発に参加(ARM、T-Kernel)
CCD ラインセンサカメラ用制御部開発(PKG、FPGA 開発)
自立型無人潜水機送受波信号処理部開発(FPGA 開発)
オンデマンド印刷機ヘッド制御部開発(FPGA 開発)
無線操作パネル開発 （システム開発)
Camera Link インタフェース⇔光データ変換部開発(FPGA 開発)
3G-SDI インタフェース⇔光データ変換部開発(FPGA 開発)
車載用アロマディフューザーF/W 開発
アロマランプディフューザーF/W 開発
PCI Express 対応 I/F ボード用ドライバ開発 (Windows 764bit)
共聴システム 一括設定アプリケーション及び、F/W 開発(Windows xp/7、C#)
タブレットコンピュータ用アプリケーション開発(Windows Windows Embedded、C#)

7

平成 24 年

平成 25 年

平成 26 年

平成 27 年

平成 28 年

ソーラー用カラーモニター改版 （PKG 開発）
広帯域無線側距通信装置開発 （PKG 開発）
データコンペア基板開発 （FPGA、PKG 開発）
PIN CONT FPGA 開発 （FPGA 開発）
多チャンネル OFDM 変調器アプリケーション開発
SSD F/W 開発
地中レーダー開発 （FPGA 開発）
音響即位装置開発 （PKG、FPGA 開発）
ePCI ボード開発 (PKG)
地中レーダーF/W 開発
電流センサ F/W 開発
自動染色装置開発 （PKG 開発）
次世代印刷機開発 （FPGA 開発）
長距離通信アダプター開発 （PKG）
地中レーダー開発 （FPGA 開発）
防蝕検査システム開発 （PKG 開発）
スイッチ制御用 GUI 開発
自動染色装置 F/W 開発
地中レーダーF/W 開発
電磁タブレット開発 （PKG 開発）
送受波基板 FPGA 開発 （PKG 開発）
地中レーダー開発 （FPGA 開発）
同期伝送ボード開発 （FPGA、PKG 開発）
半導体評価用ソフト開発
復調 LSI 及び IP ソフト開発
地中レーダーF/W 開発
DDR3,Pci-e 基板開発 （PKG 開発）
電気検査 BOX 開発 （PKG 開発）
印字検査機開発 （FPGA 開発）
IEEE1588 規格、時刻同期装置開発
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（PKG 開発）

組織
織体制
制
株主
主総会
株主
主総会

株社 長
株主総会

総 務
株主総会

経
理 部
株主総会
営
業 部
株主総会

設 計
株主総会

ハード設計部
株主総会
ソフト設計部
株主総会
検
査 部
株主総会

事業
業所案
案内
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〒244-0003 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町 118 番地
中山 NS ビル 4F
TEL 045-865-4007 FAX 045-865-4923
本

社

【交通のご案内】
JR 東海道線・横須賀線、横浜市営地下鉄線
戸塚駅下車徒歩約 5 分
※東京駅～戸塚駅：所要約 40 分
横浜駅～戸塚駅：所要約 10 分
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