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事 業 フィー ルド Ⅱ

産 業用事 業

Industrial Business

位置測位・運行支援・時刻同期

ヘルスケア

医療機器

インフラ・気象観測

インフラ維持管理・気象観測システム

無線LAN

無線LANシステム

日々の 暮らしの あらゆるシーンで 、

フルノの 製 品 が 活 躍しています 。

船舶用電子機器で培った技術を基に、社会インフラや車両に活用される位置測位・
運行支援・時刻同期などの商品やサービス、医療機器、無線LANシステムなどを提供。
より安全安心・快適で、人と環境に優しい社会の実現を目指しています。

インフラ・気象観測

気象観測システム
船舶用のレーダーを応用し、低コストで多地
点に設置可能な小型気象レーダーを提供し
ています。雨雲を観測してゲリラ豪雨の発
生を予測するなど、局地災害の被害低減に
向けて取り組んでいます。

インフラ・気象観測

地盤変位観測システム
GPS（GNSS）の精密測位技術を用いて、地
殻・地盤・構造物などの変位をとらえる装
置。火山活動や地すべりの監視のほか、高
層ビルの建設工事における安全管理や、周
辺への影響調査などに使われています。

ヘルスケア

生化学自動分析装置
血液中に含まれる酵素、脂質、
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糖分、タンパク質などを自動的

GPS（GNSS）基準周波数発生器

に精密測定します。

GNSS衛星の信号を受信することで、高精度
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な基準周波数とUTC（協定世界時）に正確

ETC車両管理ソリューション

に同期した1秒パルスを発生する装置。携

駐車場の入口や工事現場の入場ゲー

帯電話の基地局や地上デジタルテレビの放

トなどに設置し、ETC車載器と車両情

送中継局で活躍しています。

報などを送受信することで、スムーズ
な入退や安全性の向上、セキュリティ
の強化などを実現しています。

ヘルスケア

超音波骨密度測定装置
かかとの骨に超音波をあてる
ことで骨 密 度を測 定する装
置。安 全 でスピー ディーな
測定が可能です。
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ETC2.0 / ETC車載器
有料道路の料金所などを自動的に通過するため
の端末器。最近では、駐車場や工事現場での車
両の入退管理にも利用範囲が広がっています。
PNT

無線LAN

GPS（GNSS）受信機

無線ハンディターミナル

GPS（GNSS）衛星からの信号を受信・処理すること

無線LANシステムを使い、情報を一元
管理し、業務支援を行うための端末で
す。物流倉庫、ショッピングセンター、
生産現場などで、作業状態や商品デー
タをリアルタイムに管理し、作業の効率
化・スピード化を実現しています。

無線LAN

無線LANアクセスポイント
駅やカフェ、ホテルなど、街中でも無線でイ
ンターネットが使える環境を構築する装置。

で、世界中で現在位置を正確に知ることができる高
精度位置センサーです。カーナビや運行管理端末、
車車間通信端末といった車載機器のほか、携帯電
話などのモバイル機器にも組み込まれています。

携帯キャリアに関係なくインターネットに接
続できるので、学校や塾などの教育現場の
ほか、外国人観光客を迎えるホテルや観光
地などで需要が高まっています。
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事 業 フィー ルド

Ⅱ

産業用事業

Industrial Business

P NT事 業

ヘルスケア事 業

時刻同期

生化学分析装置・試薬

地上デジタル放送や5Gモバイル基地局・消防や警察などの業務用無線・電
力・証券取引所等では、ナノ秒〜マイクロ秒オーダーの時刻精度で設備が制
御・運用されています。
衛 星 からの 信 号 を用い
て、原子時計並みの時刻
情報を提供するのが時刻
同期用GNSS受信機の役
割。24時間365日停止す
ることが許されないこれ
らの 重 要 インフラの 運
営・維 持にフルノの高 精
度な時 刻同期 技 術が貢
献しています。

（型式：CA-800）

（5Gモバイル基地局）

車両管理ソリューション
FLOWVIS
高速道路のETCレーンと同様の仕組み
を使い、車両（ETC車載器）を「確実に」
検知・識別、車番認証でETC非搭載車
にも対応した車両入退システムです。
事業所や物流拠点のセキュリティを向
上させ、自動受付で省力・省人化を実
現します。ゲートや電光掲示板、バー
ス予約システム等との連携といった拡
張 性 を備え、物 流 デジタルトランス
フォーメーションに貢献しています。

安全で利便性の高い社会の実現のために
社会インフラや車両交通などで求められる「Positioning・Navigation・
Timing」
（位置測位・運行支援・時刻同期）に不可欠な商品・サービ
スを提供しています。「人・モノ・モビリティ」の位置と時間に、創造価

(車両入退システム)

値を加えることでグローバルにインフラと都市を支えています。

無線LAN・ハンディターミナル事業

（型式:CA-400）

（型式:CA-270）

生化学分析装置のラインアップ

健やかな暮らしを支えるために
場に寄り添った早期診断ソリューションを創造し、人々の健康と福祉
の向上に貢献する事業を展開しています。

無線技術を活かし、ネット接続の利便性を高める無線LANアクセスポ
イントや商品管理システムを提供しています。「快適無線」で、つなが
る、ひろがる社会の実現を目指しています。
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水資源管理

（シンガポール・PUB様に設置された小型気象レーダー）

ウェーブガイドLANシステム™
携帯電話が繋がらない高層階や地下でも、単管パイプを利用した弊社システム
を導入することでWi-Fi環境を簡単に構築できます。例えば、高層階での作業
中にスマートフォンやタブレットで外部とテレビ会議を行いたい場合や地下に設
置したクラウド型カメラでリモート監視を行いたい場合などに役立ちます。

（西宮市教育委員会の放送システム）

マンパワー有効活用による効率重視のセンター運営・進捗
管理・生産性の把握に有効な無線ハンディターミナルを活
用しています。
無線ハンディを用いたピッキング作業では、個人毎に作業実
績データを収集し、仮に誤った処理をした作業者には、即時
にその内容を指摘する仕組みを取り入れ、作業の生産性の
向上に貢献しています。
※フルノシステムズHPの株式会社サンリオ事例集から転載

（チャヤプームラーム病院（タイ）における
生化学分析装置の設置様子）

安定した水資源を確保する
ために、森や山、河川の保護
や回復など、水処理技術の
向上や水に関する災害の防
止、そして水資源の管理に
取り組む必要があります。
フルノの小型気象レーダー
は、精度の高い降水予測で、
降雨の効率的な貯水や活
用、洪水や都市型浸水の被
害軽減などに貢献します。

ハンディターミナル

さらに快 適で安 全な社 会 のために

フルノでは小型から中型の分析装置を開発・製造・販売しており、医療機関
での導入負担を軽減するとともに、質の高い医療の提供を支援しています。
また、東 南アジアにおい
ては、高品質・高性能の
装置、試薬を最適化した
上で提供しています。医
療 現 場 に寄り添って装
置と試 薬 両 面での現 地
サービスや学 術 活 動を
行 い、医 療 環 境 の 向 上
に貢献しています。

舶用分野で培ったセンシング技術により、病気の早期発見、治療の

西宮市教育委員会は、校内ネットワークとパソコン端末を組み合わせて手軽に
校内放送を実施できる
『一斉放送システム』
を用いて、全校朝礼や生徒会活動、
卒業式などの式典を中継配信できる体制を整えています。
動画伝送アクセスポ
イントを学 校の各 教
室、職員室、体育館に
配備することで、一人
一台の学習端末使用
を実 現する無 線LAN
環 境 に加えて『一 斉
放送システム』による
校内放送環境を実現
しています。
※フルノシステムズHPの
西宮市教育委員会事例集
から転載

（東南アジアにおける学術活動）

モニタリングを目的とした装置やサービスを提供しています。医療現

インフラ維持管理・気象観測システム事業

無線LANアクセスポイント

生化学自動分析装置はさまざま
な試薬との組み合わせで、血液
や尿などの検体に含まれる成分
を測定する装置です。健康診断
で測 定される血 糖、中性 脂 肪、
尿 酸、
γ-GTPなどのなじみの深
い項目から、腫瘍マーカなどの微
量成分まで幅広い項目を測定す
ることで、病気の診断や治療の経
過観察だけでなく、早期発見や
予防にも貢献します。

安 全・安 心な社 会を実 現するために

（ﬁnpad 900f）

“見えないものを見えるようにする” 技術、そしてフルノのコア技術で
ある “センシング（Sensing）、情 報 処 理（Processing）、情 報 通 信
（Communication）に、事業活動で培った知識・経験・スキル・ノウハ
ウを統合（Integration）する”ことで、暮らしの環境維持に貢献する事
業をグローバルに展開しています。
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