AGUSAS BUSINESS PLAZA in 新居浜
2019 年BUSINESS
6 月 13 日（木曜日
)
AGUSAS
PLAZA
午前 10 時 00 分〜午後 5 時 00 分
in
新居浜
株式会社アグサス 新居浜営業所
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さまへ
ットワークカメラをご検討のお客
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アグサスでは、ネットワークカメラに関する機器だけではなく、
ǪȕǣǹƋǜƠǜǪȳȩǤȳǪȕǣǹǹǤȸȈ
データを保存する
NAS も含め、まるごと導入＆サポートができます！
！
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導入・保守

◆ ネットワークカメラ
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連携・録画設定

ƭƷȩǤǻȳǹư1HHKEGǢȗȪǱȸǷȧȳǛ
ǿȖȬȃȈǍǹȞȸȈȕǩȳƳƲư̅ဇưƖǇƢŵ



導入・保守
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◆ アグサス NAS
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作成簡単！ IC カードを社内で作成できます！
■ 外注コストが削減できます。
■ 急な異動や役職変更の際、外注のように
納期がかからず、即時対応できます。
■ 社内管理できるため外部に個人情報を
漏らす心配がありません。
■ 本人以外の打刻が不可能なので、
不正打刻を防止できます。

内製化した IC カードでそのまま勤怠管理ができます！
＜労務コストの削減機能＞

■ 手入力の必要がなく、自動でデータ化
されるため、集計作業時間を大幅に
削減できます。

カーデックスの IC カードなら様々な機能を持たせることができます

■ 毎月のタイムカード発行が不要のため、
コスト削減にもつながります。
■ カードの読み取りだけで記録できるので、
混み合う朝もスムーズです。
■ 本人以外の打刻が不可能なので、
不正打刻を防止できます。

出欠・勤怠管理
出欠・勤怠管理の
IC カードをリーダーにかざすことで、
他にも、
手軽に出欠・勤怠管理が可能です。
さまざまな活用方法が
ございます。
日付
氏名
8：45

シフト制であれば、
1 ヶ月の勤務状況を
勤務予定の照会機能が便利です。 週報で参照することができます。
図書館管理
バーコードや IC で本の貸出しの管理、
図書館の入館ゲートにも使用できます。

学生証
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8/10 8:45

ヤマダ ハナコ

8/10 8:40

タナカ ヒロキ

PC セキュリティ

IC
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パソコンにリーダーを取り付けることに
よって、部外者のアクセスを防ぎます。

※別途システムが必要です。
※別途システムが必要です

入退室管理
IC カードをリーダーにかざすことで、
ドアの開錠と入退室管理が可能です。

売店キャッシュレス

プリントアウト
複合機に使用することで、
セキュリティ強化とコスト削減に貢献します。

売店や食堂でのキャッシュレスで
現金による手間を省くことができます。

IC
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※別途システムが必要となります

コンパクトなのにハイスピード。オフィスに高い生産性を実現する、
経済性に優れた高速カラープリンター。仕事の効率を高めます！

小型化と高い耐久性

高い生産性と経済性
オルフィス FW5230/FW5231

〔本体幅従来比約 3 分の 2〕

A4 片面フルカラー
A4 片面モノクロ

1.52
0.41

円/枚
円/枚

970mm

オルフィス FW5230

120 枚 / 分

最高

775mm

オルフィス FW5230 分
A4 カラー 1,000 ページの
プリントにかかる時間

約

８分

ィスワークのおともに！
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会場に実物を準備しておりますので、ぜひ！実際に座ってみてください！

機能性インテリアグリーン

グリーンパトロール

虫を捕まえる機能があります！

急な停電でも
急な
急
な停電でも
安
全に
安全に
シャットダウン
シャ
シャットダウン

すべての展示品を、ぜひ！「見て」
「さわって」
「体験して」ご確認ください！

6 月 13 日（木）は・・・
アグサスビジネスプラザに
是非お越しください！！

アグサス新居浜
ライブ・オフィス
( 2 階建てビル )
コンビニ
ポプラ様

丸二ふとん様

元塚交差点

昭和通り

Ｐ

〒792-0017 新居浜市若水町 2 丁目 3 番 30 号
TEL 0897-34-9181 FAX 0897-34-9182
URL https://www.agusas.co.jp

〒若水
郵便局

元塚店様

駐車場は事務所裏
（南側）にありま す

至 市役所・文化会館

〔 楠中央通 り 〕

アグサス サーパス
新居浜 若水様

