アグサス・
ソリューション・センター
竣工記念

内覧会・展示会のご案内

弊社は、お客さま、並びにお取引先各位の暖かいご支援に支えられ、かねてより建設中の
新社屋「アグサス・ソリューション・センター」の竣工を無事迎えることとあいなりました。
「アグサス・ソリューション・センター」は、お客さまに最新の働き方をご提案できる
「ライブオフィス」
としてオープンいたします。
12月10日の正式オープンに先がけて、
日頃特にご愛顧いただいております
お客さまにご覧いただきたく、12月4日・5日・6日に内覧会を開催させていただきます。
生産性の向上・コスト削減に資するソリューションやコンプライアンス・情報セキュリティ対策などの
ワークスタイルの変革事例をご紹介、展示いたします。
また、合わせまして、情報機器メーカーによる多様な新製品をご紹介する展示会も開催しますので、
ぜひとも、
ご来場賜りますようお願い申しあげます。
株式会社アグサス 社員一同
↑

＜開催日時＞

至旧北条市

レデイ薬局
新空港通り店さま

新空港通り

← 至松山空港

至 JR 松山駅 →

よつば循環器科
クリニックさま

ご来場お待ちしております！

ココ

中央浄化センター

矢印の方向からお越しいただくと、
おわかりになりやすいです。
松山生協
斎院店さま

フライブルク通り

2018 年 12 月 4 日（火）11:00 〜 17:00
12 月 5 日（水）10:00 〜 17:00
12 月 6 日（木）10:00 〜 15:00

セブン
イレブンさま

＜アグサス･ソリューション･センター＞
住所：愛媛県松山市南斎院町 1093 番地

至松山南環状線
↓

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

理想科学工業株式会社

富士ゼロックス四国株式会社

社内内製化とモバイル活用で効率化推進、
売上拡大の仕組み作りをサポートします。
キヤノンのクラウド対応電子化･セキュリティ･
文書管理ソリューションをご提案します。

理想科学工業は「世界に類のない
ものを創る」開発型企業です。
お客さまに新しいソリューション
をご提供いたします。

Smart Work Innovation
複合機、クラウド、ソフトウェアを
連携し、多様な働き方を
ご支援いたします。

オフィスツアーコーナー
次のページへ →

株式会社アイ･オー･データ機器

アマノ株式会社

サンワサプライ株式会社

大型の液晶モニタを使ったサイネージ
（電子黒板）と、縦表示液晶など
付加価値のある液晶モニタを
ご案内いたします。

働き方の多様化による、
複雑化している労務管理に対応する
勤怠管理システムを展示しております。

アライドテレシス株式会社

株式会社クマヒラ

シャープマーケティングジャパン株式会社

世界初のハイブリッド・ワイヤレス
システム「AWC Channel Blanket」を
開発。チャンネルブランケット方式 &
セル方式を 1 台の AP へ搭載。

管理ソフト 1 つで、入退室の
ログ管理から、映像・鍵の管理まで
対応。セキュリティ強化と管理者の
負担軽減を同時に実現します。

BIG PAD による会議スタイルの変革や
デジタルサイネージによる効果的な接客のあり方を
ご提案します。
AI 機能搭載のロボホンも展示します。

サイボウズ株式会社

Sky 株式会社

ジャパンメディアシステム株式会社

「スマホの業務活用」には
サイボウズクラウドがピッタリ。
社外からの、稟議決裁や顧客情報の
確認などが可能になります。

IT 資産管理・ログ管理・デバイス管理
など「情報漏洩対策」と「IT 運用」に
必要な機能を搭載したクライアント
運用管理ソフトウェアです。

経費削減・時間短縮による業務効率化など
さまざまな効果が見込めます。
100% 国内自社開発で最高品質の
Web 会議システムです。

セミナーコーナー 別紙へ

【2 階】

働き方改革、BCP 対策、この 2 点でお困りの場合は
ぜひブースへお立ち寄りください。
定番のサプライ品から最新、ニッチなものまで
取り揃えております。

ソニーマーケティング株式会社

東芝テック株式会社

ダイワボウ情報システム株式会社

法人向けブラビアやデジタル
ペーパーで、会議の運用の効率化や、
会議準備の工数を削減。
働き方改革へ貢献できます。

2019 年 10 月の消費税増税に
関連して軽減税率対応商品を
展示いたします。補助金申請が
可能な機種となっております。

旧来のコミュニケーションから新しい
コラボレーションへの進化。ビジネスメッセージ、
Web 会議・ビデオ会議によるビジネスをつなぐ
コラボレーションを展示・デモいたします。

エプソン販売株式会社

株式会社バッファロー

バルコ株式会社

インクジェットプリントヘッドや、プロジェクターの
光学エンジン等、独創のコアデバイスを自ら開発し
お客さまの期待を超える価値ある製品・サービスを
ご提供いたします。

業務を止めないファイルサーバー
「アグサス NAS」、業種別に選べる
無線「AirStation シリーズ」を
ご紹介いたします。

おもしろき ことなき会議を
おもしろく
世界で支持されている
ワイヤレスプレゼンターシステムです。

エレコム株式会社

ピー･シー･エー株式会社

株式会社富士通パーソナルズ

作業・点検シートなどをご利用の皆さまに、
作業方法の見直し→作業時間短縮→働き方改革実現
のご提案をさせていただきます。

PCA クラウドで基幹業務をクラウド化
しませんか？会計、給与、販売管理、
勤怠管理等豊富なラインナップを
揃えております。

ついに 800g を切った最高のモビリティ
を実現した超軽量モバイル PC。
最新のテクノロジーを駆使し
静音性を実現した静音サーバ。

レノボ･ジャパン株式会社

株式会社ワイズマン

レノボの持つ多様なスマートデバイス
働き方改革を成功させるための
ソリューションをご紹介いたします。

2025 年地域包括ケアに向けて進む
業界の変化に、安心実績のワイズマンが
新たなご提案をさせていただきます。

【1 階】

株式会社オービックビジネスコンサルタント
勘定奉行の OBC より、働き方改革・消費税改正
への対応と合わせて、企業の生産性を向上する
「奉行クラウド」をご紹介いたします。

受付

株式会社日本 HP

福井コンピュータ株式会社

京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社

株式会社アグサス

株式会社沖データ

プロフェッショナルのニーズに応えた
先進のウェアラブル VR ワークステーション
「HP Z VR Backpack」をご紹介いたします。

建築専用 3 次元 CAD のベストセラーで
営業支援から設計支援までトータルにサポート。
土木は 3 次元測量で、建設業界で進んでいる
iCONSTRUCTION を協力支援いたします。

「IT 管理者の負荷軽減」、「業務の効率化」、
「セキュリティ対策」が実現できる
スキャニングソリューションです。

空中、水中ドローンの実機展示や事例紹介、何にでも
組み合わせが可能なオリジナル NAS ソリューション、
自社開発の販売管理パッケージ「商人 2」など、業務
効率改善につながるソリューションをご紹介します。

弊社指定の消耗品使用環境にて 5 年間無償保証、
メンテナンス品 5 年間無償提供をご利用
いただけます。5 年間における経費削減ならびに
安心使用をご提案いたします。

アグサスでは、業種を問わず企業の課題となっているコスト削減や生産性の向上、
コンプライアンスや情報セキュリティなどに対するさまざまな取り組みを行っています。
今回、アグサス・ソリューション・センターでの新たな取り組みを、
「オフィスツアー」を通じてご紹介させていただきます！

■ 実際に抱えていた課題例と改善に向けた取り組み
【事務エリア】

【営業部エリア】

【会議室エリア】

課題▶

課題▶

課題▶

業務が個々に分散し連携不足。
他業種社員と意思疎通が
できていない。

組織改変のたびに行う
レイアウト変更へのコスト。

壁に囲まれた閉鎖的な空間。

取り組み▶

取り組み▶

コクヨのサークル型テーブル
を採用。
フェイストゥフェイスの関係
を構築。

フリーアドレスを採用。
キャスター付きテーブルにより
さまざまなワークシーンに
対応したレイアウト変更が可能。

取り組み▶
オカムラのガラスパーティション
を採用し、開放的な空間を演出。
可動間仕切りを採用し、
目的に合った
レイアウト変更が可能。

■ オフィスツアーの流れ
取り組みの

オフィス見学

質疑応答

ご紹介
所要時間：約 30 分

■ 開催日時

（定員：各回 5 名）

12 月 4 日（火） 1 回目：11:00 〜 2 回目：13:00 〜 3 回目：14:00 〜 4 回目：15:00 〜
12 月 5 日（水） 1 回目：11:00 〜 2 回目：13:00 〜 3 回目：14:00 〜 4 回目：15:00 〜
12 月 6 日（木） 1 回目：10:00 〜 2 回目：11:00 〜 3 回目：13:00 〜 4 回目：14:00 〜
※ 予約制になります。別紙にて事前にお申込ください。

