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Who is ANS Solves?

We are a Tokyo-based software technology company that provides innovative customized solutions to its clients. We mainly 
focus on the financial sector but we also offer consulting and solutions to small and medium size enterprises ranging from 
manufacturing to retail.

ANS Solves offers a complete range of services encompassing analysis, development, implementation and most importantly, 
post implementation support.

Our small size, focus on technology, local knowledge and diverse, in-depth experience means that we can provide efficient 
software applications that integrate well with existing and legacy systems. Unlike larger firms we are not constrained by 
complex and bureaucratic development processes: we are quick and flexible to respond to the needs of our clients without 
compromising on the quality of the deliverables.

Not only we are accustomed to work on well-established technology platforms, but we also offer our clients access to the 
latest developments and trends in technology. For example, solutions such as LAMP (Linux, Apache, MySQL, Perl/Python/PHP) 
can greatly reduce acquisition cost (being open source software) without compromising on quality, speed and reliability.

Engineers at ANS Solves have a diverse range of experience at leading financial companies providing front, middle and back 
office technology solutions.

We have in-depth knowledge and a long experience in Japan and Asia and adapting our development process to the needs of 
our local clients. 

We also built up a network of associated partners, which gives us access to a variety of highly 
specialised skills in both Japan and India.

エイエヌエス・ソルブズとは

私たちは、東京に拠点を置き、お客様に革新的なカスタム・ソリューションを提供するソフトウェア技術会社です。弊社は、主に
金融分野を中心に活動していますが、製造業から小売まで、
中小企業向けのコンサルティングやソリューションも提供しています。
　　　　　　　
エイエヌエス・ソルブズは、分析、開発、実装、そして最も重要な実装後サポートを含む幅広いサービスを行っています。

私たちの組織は小規模ですが、技術力と現地事情を重視し、幅広く詳細な経験を積んでいるため、既存およびレガシー・シス
テムと有機的に一体化する効率的なソフトウェア・アプリケーションを実現することが可能です。弊社は、大規模な会社とは異
なり、複雑で硬直した開発プロセスにとらわれることなく、同時に納入物の品質に妥協を許さず、
お客様のニーズに迅速かつ柔軟に対応致します。
　　　
弊社は、すでに確立された技術プラットフォームをご提供するだけでなく、最新の技術開発や技術動向もお客様にご紹介して
います。たとえば、LAMP（Linux、Apache、MySQL、Perl/Python/PHP）などのソリューションは、（オープン・ソース・ソフト
ウェアであることから）品質を犠牲にせずに、開発費を大幅に削減することができます。
　　　
エイエヌエス・ソルブズのエンジニアは、フロント、ミドル、
そしてバックオフィスの技術ソリューションを提供する大手金融会社において幅広い経験を積んでいます。
　　　
弊社は、日本およびアジアにおける幅広い知識と豊富な経験を活かし、
自社の開発プロセスを現地のお客様のニーズに適応させます。

さらに私たちは、関連会社とのネットワークを築いており、
日本とインドの両方で様々な高度技術にアクセスすることができます。



弊社が大切にしていること
　
透明性
私たちは、お客様とのあらゆるやり取りにおいて完全な透明性を確保します。
　　　
結果重視
私たちは、お客様の増収またはコスト削減に役立つ、真に価値のあるソリューションを提供します。
　　
お客様第一
お客様のニーズが最優先です。弊社の柔軟な開発プロセスにより、お客様に最適なソリューションを迅速にお届けします。
　
誠実と誠意
私たちは、最大限の誠実と誠意をもって業務に取り組んでいます。これは、弊社の社訓です。
　
弊社の経験
　
弊社は、2008年6月から日本で業務を行っており、日本と海外の大手投資会社および小口金融機関を含む、様々な分野の
お客様にサービスを提供しています。
　
私たちは、お客様からのご相談にお応えし、個々のお客様に合わせて、市場にある他社の統合製品をはるかに超える性能を
発揮する、最適な組み合わせのソリューションをご用意します。
　
また、弊社のソリューションが、お客様の既存のインフラストラクチャにスムーズに組み込まれるようにするための
統合コンポーネントも用意しています。
　　
最後に、私たちは、お客様が弊社のソリューションを全面的に信頼していただけるための保守サポートとトレーニングを
提供しています。

Our Values     
Transparency
We believe in complete transparency in all our client interactions.
    
Results Driven
We believe in delivering solutions that are really valuable to our customers, either helping them to increase their revenue or 
reduce their costs.
    
Client Focus
Our clients' needs come first; our flexible development process allows us to swiftly deliver the right solution to our clients.
   
Integrity and Sincerity
We believe in working with the utmost integrity and sincerity, this being the core guiding philosophy of our firm.
   
Our Experience
We are operating in Japan since June 2008 serving clients in various sectors, including large investment and retail banking 
institutions, both Japanese and foreign.
  
We advised our clients and provided them with tailor-made, best-of-breed solutions which delivered a significantly improved 
performance over competing integrated products available in the market.
  
We also provided integration components that allowed our solutions to be seamlessly plugged into our clients existing 
infrastructure.
  
Finally, we have been providing maintenance support and training that allowed our customers to rely on our solutions with a 
minimal effort.



Customized Solutions Investment Banking
  
  Equities Technology:      
  ● Trading Systems: Low latency, high frequency automated trading systems for Cash, Margin and Derivatives
  ● Hedging systems
  ● OEMs: order management and execution systems for equity traders
  ● Post-Trade analytics systems
  ● Integrated front office applications for sales and traders, including trade information, market data 
   analytics and statistical information
  ● Middle-office: Automated allocation, figuration and reporting systems including real-time feeds from 
   front-office systems and downstream feeds to settlement systems
     
  Fixed‒Income Technology: 
  ● Trading systems for both cash and derivatives
  ● Risk-management systems 
  ● Consultancy and analysis services to improve performance and reliability of existing systems
  
Customized Solutions Retail/Consumer Banking    
 ● Deposit Systems including fixed and savings deposits of various types
 ● Remittance Systems
 ● Transactions Processing including validation and authorization of customer transactions via multiple banking channels
   
Customized Solutions for the Retail Industry      
 ● Management Information System (MIS): statistical information and analytics systems for strategic decision making, sales and marketing   
 ● Logistics: Web-bases tracking, inventory and order management systems
 ● Finance Systems and HR management systems
 
Consulting     
 ● Work-flow Analysis: Providing expert consulting on a variety of business needs requiring well-designed, secure and simple but effective  

  technology solutions.

    Find out more about our services at http://www.ans-solves.com/

投資銀行業務向けカスタム・ソリューション
　　
  証券取引技術
　  　    

  ●
 取引システム: キャッシュ、マージン、デリバティブ向け低レイテンシー、高頻度自動取引システム

  ● ヘッジング・システム
  ●

 OEM: 証券トレーダー向け注文管理および実行システム
  ●

 ポストトレード（取引後）分析システム
  ●

 統合フロントオフィス・アプリケーション。セールスおよびトレーダー向け、取引情報、市場データ分析、
   統計情報を含む
  ●

 ミドルオフィス: フロントオフィス・システムからの自動フィードおよび決済システムへの下流フィードを含む、
   自動割り振り、コンフィギュレーション、報告システム　　 
  債券取引技術    
  ●

 取引システム。キャッシュおよびデリバティブ向け
  ●

 リスク管理システム
  ●

 コンサルティングおよび分析サービス。既存のシステムの性能および信頼性を改善　　 
個人金融業務向けカスタム・ソリューション・リテールバンキング     

 ●
 預金システム。各種の定期預金、貯蓄預金向け

 ●
 送金システム

 ●
 取引処理。複数の銀行業務チャンネルを通じた顧客取引の検査と認証　　    

小売業界向けカスタム・ソリューション　　
 ●

 経営情報システム（MIS）: 戦略的意思決定、セールス、マーケティング向け統計情報および分析システム
 ●

 ロジスティックス: Webベースの追跡、在庫、注文管理システム
 ●

 金融システムおよびHR管理システム       

コンサルティング    
 ●

 ワークフロー分析: 優れた設計の、セキュア、シンプルかつ効果的な技術ソリューションを
  必要とする様々なビジネス・ニーズに対応した専門家によるコンサルティングを提供
  

弊社のサービスについての詳細は、http://www.ans-solves.com/をご覧ください。

Products and Services  
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