アグサス・
ソリューション・センター

展示会・セミナーのご案内
開催日時：2020 年 1 月 22 日（水曜日）
10：00 〜 17：00
BCP（事業継続計画）対策は万全ですか？
BCP（事業継続計画）対策は万全ですか？
いよいよ 2020 年！オリンピックイヤーを迎えました。
イベントを狙ったサイバー攻撃の増加が予想されます！
また、昨今日本全国でいくつも起こった大規模の自然災害は、
決して他人事ではありません。
防犯対策、耐震･耐火･落雷対策、ウイルス･セキュリティ対策、バックアップ対策･･･等々

2020 年こそ！
本気で BCP 対策に取り組んでみませんか！
とは言っても･･･
「セキュリティ対策？うちはウィルス対策ソフトに入っているから大丈夫」
「BCP 対策？正直何から手を付けたらよいのか分からないなぁ」

そういった方のために！当日セミナーを開催いたします。

セミナーの詳細やお申込方法につきましては、別紙をご参照ください。

むべき BCP 対策

考えてみませんか？今取り組

2018 年の西日本豪雨で、南予は甚大な被害を受けました。
その際に、複合機もパソコンもサーバーも水に浸かり、データ復旧に膨大な費用と日数がかかりました。
いち早く再開、継続された企業さまは確実に社内データの保管をされていらっしゃいました。
毎年のように起こる自然災害はもう他人事ではありません。この機会に BCP を考えられてみてはいかがでしょうか。

■ ウイルス拡散防止セキュリティ対策「SubGate」
SubGate は、万が一外部から
ネットワークウイルスの侵入を許した際に、
不正な通信をブロックし、
二次感染を防ぐことで
被害を最小限に食い止めます。
危険な通信のみを排除するため、
業務への影響も最小限で対策が可能です。

正常通信
未知のウイルス
ック

二次感染

ブロ

未知のウイルス
からの通信

未知のウイルス

社内で感染した
ウイルスの被害拡大を防ぎます！

未知のウイルス

不正通信

社内詮索

■ バックアップ専用「Barracuda Backup」
Barracuda Cloud Control
（管理・ストレージ）
サーバー

データを
クラウドへ保管

バックアップ

暗号化行為をブロック

在宅勤務導入で
柔軟な働き方と
生産性を両立
テロや災害時、
システム障害等
緊急時の
BCP対策
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働き方改革の一つとして、時間や場所を有効に

外出先や
出張先での
モバイルワークで
生産性アップ

ਗল

ランサムウェア対策と
BCP 対策を同時に実現します！
活用できるテレワークが推進されています。

働き方改革
ソリューション
クラウストレージ
サービス
「HOME Type-SL」

ランサムウェア
感染 PC

Barracuda Backup は、
アプライアンスへのバックアップと
クラウドを利用したオフサイトへの
バックアップを実現できます。
また、遠隔バックアップを容易に実現します。
バックアップツールからのアクセスのみ
許可し、その他の通信は通しません。
そのため、ウイルスの脅威からも
バックアップデータを保護できます。

ていませんか？

“備えているつもり”になっ

防災の取り組みは、大きく 2 つに分けることができます。ひとつは「はじめる」=「防災を考える」ことです。
じめる」=「防災を考える」ことです。
もうひとつは「つづける」=「防災対策を維持・管理・発展させる」ことです。
です。
「はじめる」=「見直す」。
つづけることを見据えて「はじめる」。「つづける」なかでも、もう一度「はじめる」=「見直す」
簡単な質問にお答えいただくだけで、
働く環境を診断させていただきます。

サクッと stock

簡単な質問にお答えいただくだけで、
必要な防災用品を試算させていただきます。

本体】
NAS

データ損失を大幅に低減する「拡張ボリューム」 高信頼ハードディスク「WD Red」を搭載し、
を採用した 2 ドライブビジネス NAS
USB3.0 対応で超高速

急な停電でも
安全に
シャットダウン

）
】
UPS

】
HDD

I/ODATA 製
HDJA-UT2.0W（4TB モデル）
HDJA-UT4.0W（8TB モデル）

【無停電電源装置（

【バックアップ用

【

大切なものはいつもここに。

パソコンのデータを守ります！

I/ODATA 製
HDL2-H4（4TB モデル）
HDL2-H8（8TB モデル）

データまるごと
バックアップ

OMRON 製
BY35S
停電発生時に NAS にシャットダウン信号を
送り安全に停止

強化いたしませんか？

ネットワークカメラでセキュリティ

＜アグサス・ソリューション・センター 2F 事務所内カメラ画像確認用モニタ＞

■ 駐車場 ■

■ 1F エントランス ■

AXIS P1435-LE 使用

・赤外線 30ｍ
・屋外対応の固定カメラ

AXIS M3045-V 使用

・HDTV1080p の映像品質
・コンパクトな固定ミニドーム

■ 1F 倉庫 ■

■ 1F 倉庫 ■

AXIS M2025-LE 使用

・赤外線 15ｍ
・HDTV1080p の映像品質

AXIS M3027-PVE 使用

・360°パノラマビュー
・コンパクトな固定ミニドーム

ドローンをさまざまなシーンで活用いたしませんか？
ドローンの活躍分野はますます拡大を見せており、ビジネスの現場ではさまざまな
活用がされています。例えば、災害時の活用一つとっても、被害状況や危険個所の
確認、遭難者の捜索、避難指示、物資の運搬など、ドローンの役割が一気に広がり
ます。ドローンで限界を超え、業務の可能性を広げてみませんか。
●農林水産 ●土木・建築測量 ●不動産 ●観光
●メディア・映像制作 ●保険調査 ●倉庫管理
●設備メンテナンス ●防犯・監視 ●消防
etc.

Mavic 2 Pro / Mavic 2 Zoom

■ 水銀灯は製造禁止へ
LED 照明にすると･･･

約 1/4 の省エネ
＆
約 3 倍の長寿命

■ 蛍光灯は生産終了へ
LED 照明にすると･･･

約 1/3 の省エネ
＆
約 3 倍の長寿命

照明以外にも
電気に関わるお得な情報をご提供いたします！

「Web会議はどれも同じ」と思っていませんか？

基幹業務の法改正 対応はお済みですか？
〜OBC奉行シリーズで業務効率化と法改正対応〜

なら解決できます！

音が途切れる・遅延する・
音質が悪い・操作が難しい･･･

・独自技術による安定した通信
・CD レベルのクリアな音質 ・マニュアル不要の簡単操作
・1 ライセンス月額 3,000 円の定額制

最大 150 画面同時表示可能

外出先や現場からも接続が可能

スマートフォン・タブレット対応

働き方改革・BCP対策ツールとしても活用可能です！
テレワーク

バーチャルオフィス

遠隔現場支援

BCP対策

今後、経理・労務関係において、行政手続きの電子化・
クラウド化、働き方改革など、経理・労務業務を取り巻く
環境が大きく変わりつつあります。
どのような対応が必要なのか、どのように業務を効率化
できるのか、ぜひ！ご覧ください。

くるみ製本

封書作成

＜オプション＞

マニュアルやカタログなどをプリントから製本まで自動で。

世界最速の
プリントスピードを
実現する、
高い生産性と経済性に
優れた高速カラープリンター。
鮮やかで美しく豊かな表現力。
くるみ製本や封入封かんまで
自動化が可能になり、
印刷環境を改善いたします。

くるみ製本フィニッシャーモデル

帳票出力･大量プリント

＜オプション＞

請求書や DM などをプリントから封入封かんまで自動で。

メーリングフィニッシャーモデル

中綴じ小冊子･Ｚ折り

＜オプション＞

帳票やチラシ、物流伝票など、大容量業務を効率的に処理。

＜オプション＞

会議資料やチラシ作成を効率的に処理。

大容量給紙・排紙ユニットモデル

マルチフィニッシャーモデル

ご来場お待ちしております！

担当
↑
セブン
イレブンさま

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

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

ココ

＜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
↓

