Candera CGI Studio
CGI Studio 3.10 は、車載向けハイブリッド 2D/3D グラフィカルインター
フェイス (HMI/GUI) を作成するCanderaの最新ソフトウェア開発プラット
フォームです。

Candera CGI Studio
「CGI Studio」は、スケーラブルで
ハードウェアに依存しないHMI設計
ソフトウェアです。
車載分野をはじめとするその他多く
の産業分野において、カスタマイズ
できる HMI の作成を可能にします。
ASIL をはじめ、MISRA や SPICE
といった高度な機能安全をサポート
し、高速スタートアップや小フット
プリントを維持しながら、
「CGI Studio」オープン・アーキテ
クチャにより、様々なワークフロー
に容易に適合し、自動化することが
できます。

Smart Importer
グラフィックファイルからフル機能
を備えたHMIに変換する方法を考えた
ことはありますか︖一般的な HMI
デザインツールでは、
インポートした
UI アートワークの各エレメントに
手動で機能を追加する必要があります
が、「CGI Studio 3.10」の注目機能
「Smart Importer」を使用すること
で、この作業を「自動的に」処理する
ことができます。Adobe®Photoshop
をはじめ、Sketch や Axure®RP など
でデザインした UI アートワークを
「CGI Studio」へインポートすること
で、プログラミングをすることなく、
フ ル 機 能 を 備 え た HMI を 簡 単 に
作成することが可能になります。

スキャンすると
動画をご覧いただけます。

Works with:

Canderaの「Smart Importer」は、
AI支援によるHMI作成を可能にします。

CGI Studio 3.10 - Key features

Applications
「CGI Studio」は、
メータークラスター
をはじめ、インフォテインメントシステム
(IVI) や ARヘッドアップディスプレイ
(HuD)など、
カスタマイズ可能な優れた
組み込み GUI ソリューションの作成
を可能にします。世 界中の多くの
自動車メーカーやサプライヤーの
お 客 様 に ご 利 用 い た だ い て お り、
5,000 万台以上の搭載実績があり
ます。

• AI 支援の「Smart Importer」
（Adobe® Photoshop
をはじめ、Sketch、Axure® RP、Adobe XD で作成した
マルチシーンのインポートをサポートし、基本プロ
パティを使用した自動マッピングやメモリ使用量を
最適化するためのレイヤーのマージ、ユーザーイン
ターフェイスの改善が可能です。）
• ユーザビリティの拡張（日本語での UI 対応を実現
し多言語表示が可能、新規ユーザー向け入門ガイド、
サンプル、そしてチュートリアルが更に拡充）
• 新たなハードウェアや開発環境のサポート
（NXP Semiconductors 社「i.MX8」や、MathWorks 社
Simulink TestTM やに Requirements ToolboxTM）
• Monotype Spark™のサポート ( 世界最大のタイプ
ファウンドリーである Monotype 社の
Monotype Spark™は、リソースに制約のある環境
に最適化されたフォントエンジンで、スマートフォン
並みの文字の表示品質を提供し、あらゆる文字サイズ
やディスプレイ解像度に対応できます。)

• リコー TrueType Font をサポート (6 言語︓日本語､
中国語簡体字、アラビア語、韓国語、タイ語、ベトナム語
のサンプルフォントをお使いいただけます。)

www.canderajp.co.jp/

Candera CGI Studio
CGI Studio 3.10 is Candera’ s latest software development platform for
creating automotive hybrid 2D and 3D graphical interfaces (HMI/GUI).

Candera CGI Studio

Works with:

Candera CGI Studio is a scalable
and hardware independent HMI
design software.
It enables the creation of brilliant
and customizable HMIs of all
kinds for the automotive area and
beyond.
The open architecture of the CGI
Studio toolchain allows deep
integration into your company’ s
work ﬂow. All this is accomplished
with one tool while still retaining
the necessities of fast bootup
time, small footprints and the
critical automotive standards and
regulations of ASIL, MISRA and
SPICE.

Smart Importer
Ever wondered how to turn your
graphic ﬁles into full functional
HMIs? Candera’ s Smart Importer
will do this job for you. This new
feature is part of CGI Studio 3.10
and has been developed in order
to support users without any
programming skills to easily
create stunning HMI solutions.
Smart Importer turns static
graphic ﬁles like Photoshop,
Sketch or Axure®RP into full
functioal HMIs, making complex
programming routines obsolete.

Scan to watch movie

Candera‘s Smart Importer
enables AI assisted HMI creation

Applications

CGI Studio 3.10 - Key features

CGI Studio enables the creation of
brilliant and customizable
embedded GUI solutions like
automotive clusters,
car infotainment systems, AR
head-up displays and many more.

• AI-assisted 'Smart Importer' (Supports
multi-scene imports created with Adobe ®
Photoshop, Sketch, Axure® RP, or Adobe XD.
You can use basic properties for automatic
mapping, merge layers to optimize memory
usage, and improve the user interface. )
• Expanded Usability (Display in multiple
languages or make use of our guides,
samples, and tutorials designed for new users.)
• Support for new hardware and development
environments (NXP Semiconductors [i.MX8]
and MathWorks' Simulink TestTM or
Requirements ToolboxTM)

Numerous automotive
manufacturers and suppliers
worldwide rely on this software.
At the moment there are already
more than 50 million cars with
CGI Studio on the road.

• Monotype Spark™ support(From Monotype,
the world's largest type foundry,Monotype
Spark™ is a font engine optimized for
resource-constrained environments which
provides smartphone-like text display quality and
is compatible with all font and resolution sizes.)

• Supports Ricoh TrueType Fonts(6 diﬀerent
languages sample fonts; Japanese, Simpliﬁed
Chinese, Arabic, Korean, Thai, Vietnamese can
be used)
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