
ネットワーク経由で
入力項目を
自由に設定できる
ER-IC1100

●本冊子に掲載のタッチパネル画面は、すべてイメージです。 ●掲載の商品写真などは、印刷のため実際の色と多少異なる場合があります。
●仕様及び外観は、改良等の理由により予告なく変更する場合があります。 ● Mifareは、ＮＸＰセミコンダクターズの登録商標です。　● FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。　
● FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触 ICカードの技術方式です。 ●Windows8、Windows7、Windows Vista、Excelは、米国Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。
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●本カタログに関するお問い合わせ等は、マックス株式会社または右記取扱店までお願いいたします。

TIME DOC 紙 LAN　
ER-TC1000S

ハードウェア保守サービス

http://www.max-ltd.co.jp/op/

紙カード

に対応！FeliCa Mifare

対応カード：
FeliCa ／ Mifare のいずれか
（設定切替で対応）

外形寸法：H203×W136×D58㎜　
質量：1.3kg　
付属品：設定ツールソフトCD、USBメモリ1本、
ACアダプター、フェライトコア、タッチペン、
キャップ2個、鍵2個、取扱説明書、保証書
出荷／包装：1／1　
商品番号：ER90044　
JANコード：4902870767389

メーカー希望小売価格

￥15,000＋税
出荷／包装：1／1　
商品番号：ER90226
JANコード：4902870768829

商品番号：ER90134
JANコード：4902870759063

・壁に掛けて設置する際に必要
となります。

メーカー希望小売価格

￥15,000＋税
出荷／包装：1／1　
商品番号：ER90227
JANコード：4902870768836

ER-IC1100 ER-IC1100カベカケ ER-IC1100スタンド
壁掛けプレートTIME DOC［タイムドック］ 設置台

タイムレコーダ オプション品

～小人数拠点にお勧めします～

・紙カードで打刻ができます。
・ＬＡＮ経由で打刻データの収集ができます。

TIME DOC 商品仕様書

■設定ツールソフトとデータ収集ソフトの対象ＯＳ：Windows8 各バージョン／Windows7 各バージョン／Windows Vista 各バージョン

個人認証 入力媒体 FeliCa、Mifare

ユーザー
インターフェイス

表示部 3.5 インチ カラー LCD
データ入力 カラータッチパネル方式
音声 有

インターフェイス
LAN 10BASE-T／100BASE-TX
シリアル RS-232C（モデム用）

本体環境

時計方式 水晶・月差±15 秒
メモリー保持機能 フラッシュメモリで打刻データを保持
保持件数 32,000 打刻
環境条件 温度 0 ～ 40℃（結露なきこと）
消費電力 通常 5W以下、最大 35W以下
電源 AC100V 50/60Hz

メーカー希望小売価格

￥95,000＋税

保守サービスには以下のものが含まれています。

■24時間365日の障害受付
　 保守会員さま専用電話窓口で 24時間 365日の障害を受付けます。

■受付の翌営業日にお客さま先での訪問修理（注）
■マニュアル紛失・破損時の提供
（注）15時までの障害受付の場合。15時以降は翌々営業日対応となります。
※お客さまの過失による製品の不具合、雷・洪水などの自然現象による故障、地震など天災による故障は
保守契約の範囲外となります。

※詳しくはお問い合わせください。

メーカー希望小売価格

￥233,000＋税

お客さまに安心してご使用いただけるよう
「TIME DOCシリーズ」の保守サービスをご用意しております（有償）。

ホームページ

マックス　ネットワーク型タイムレコーダ［タイムドック］

にも対応！

メーカー希望小売価格

￥100,000＋税

～就業・勤怠管理システムとの連動に！～
打刻データ収集ソフト

 ・ タイムレコーダ内部に保存されている打刻データを、ネットワーク経由で
収集できます。打刻データは、自動または手動で収集できます。自動収集
のタイミングは、時刻指定、時間間隔指定をお選びいただけます。

 ・ 出力するデータ項目やデータの並び、形式（カンマ区切り、TAB 区切り、
区切りなし）を、自由に設定することができます。ご使用になる就業・勤
怠管理システムに合わせて出力レイアウトを変更し、指定場所に保存しま
す。

　※ 詳細につきましては、商品仕様書をご用意しておりますのでお気軽にお問い合わせ
ください。

～カードも承ります！～
FeliCaカード／Mifareカード

 ・ タイムレコーダに使用するICカードをご用意させていただきます。
また、お客様のご要望にあわせてICカード式社員証の作成も承り
ます。（別途有償）
詳しくはお問い合わせください。

オプション品

既存のシステムに組み込んで使える！

いろいろなカードで使える！

入力項目を自由に変 更できる！

自在に対応！
システムに合わせて



自由に連動！自由に設定！ 誤操作を防ぐ「安心仕様」。 

■ ｢設定ツールソフト｣（同梱）を使って、ネットワークや
USBメモリ経由でタイムレコーダの設定を変更できます。
本体のタッチパネルからも各種設定ができます。

■ 本体の設定を切替えるだけで、「FeliCa」「Mifare」どちらの
カードにも対応できます。

　 ※２種類を同時に使うことはできません。

■ パソコンがない場所でも、打刻データを記録できます。

■ 就業・勤怠管理システムの運用方法に合わせて、画面の表示内容（ボタン名称）やレイアウト
　（ボタンの数・色など）を変えられます。

■ 液晶画面に表示されるテロップは、時間帯で異なった内容を流せます。
　 ※文字数が10文字以内の場合には、テロップは動きません。

■ USBメモリを本体内部に挿しておけば、１日１回打刻データの自動
　バックアップを行います。

■ ネットワーク経由で、打刻データの収集ができます。

■ 時刻サーバと同期をとり、いつでも正しい時刻を表示します。

■ 別売の ｢打刻データ収集ソフト｣ を使えば、就業・勤怠管理システムと打刻データを連動させることができます
　（TIME DOCの記録データレイアウトと就業 ･勤怠管理ソフトの取り込みレイアウトを合わせる必要があります）。

 勤怠項目を選んで→打刻
勤怠項目を決定してからカードを
かざすので、記録間違いがありま
せん。

出勤

カード受付中

カード忘れ 戻る

記　録

AM 9 :00
記録しました。

（連続打刻の際の注意）
同じカードで設定した時間内に連続して打刻を
行うと、確認のメッセージを表示します。

打刻内容の確認
従業員さまが自由に打刻の履歴を確認できます。

カレンダーから、
確認する日を選択

選択した日の
打刻内容を表示

｢メニュー｣ → ｢打刻確認｣
をタッチ

ボタンを押さないで→打刻
出勤⇔退勤の時間帯が自動で切
り替わるので、カードをかざすだ
けで打刻ができます。

本体サイズ
高さ：203㎜
 幅  ：136㎜
厚さ：　58㎜

カラー LCDタッチパネル1  

ICカードセンサー部分3

スピーカー部分2

4 内部

システム構成

自在に
設定！

柔軟に
運用！

便利に
連動！

工程分析用途

画面レイアウト例
タイムレコーダ以外にも、お客さまの用途に合わせて、
ボタン名称やボタン数の変更ができます。

設定項目 本体タッチ
パネルで設定

設定ツール
ソフトで設定

1 LANまたはモデムの各種パラメータの設定 ○ ○

2 表示濃度・照明時間・音量等の設定 ○ ○

3 管理者 ID・パスワード等の設定 ○ ○

4 ボタンを押さないで打刻を行うための時間帯等の設定 ○ ○

5 時刻合わせのNTPサーバアドレスと取得時刻等の設定 ○ ○

6 テロップの内容と表示時間帯等の設定 × ○

7 ボタンの個数・名称・色・音声等の設定 × ○

8 チャイムの曜日と開始時間等の設定 × ○

設定
タイムレコーダの各種設定は、本体タッチパネルまたは
同梱の設定ツールソフトで行えます。

時刻表示
12 時間／ 24時間の切替が
できます。

｢設定ツールソフト｣ を使っ
て、お手元のパソコンからボ
タンレイアウトや色、入力項
目の名称変更ができます。

｢出勤｣ ｢おはようございます｣ などの音声や内蔵チャイムの音量を、
８段階で調整できます。

５方式の読み取り方法から１つを選んで設定できます。
・FeliCa MAXフォーマット　・FeliCa IDm　・FeliCa SSFC
・Mifare MAXフォーマット　・Mifare UID
お客様オリジナルエンコードの場合、レイアウトの開示が必要です。

テロップ
最大46 文字でメッセージ
を流すことができます。

メニューボタン
打刻履歴の確認や管理者
画面本体の設定、打刻デー
タの書出しができます。

外部チャイム端子

操作方法 操作状態を、画面と音声で確認できます。誤操作を防ぎ、安心して使えます。

USB 端子

LAN 端子

シリアル端子電源端子

32

4

1  

入力項目

項目をタッチ
「出勤」

カードをかざす
「カードをかざしてください」

テロップを確認

記　録
【出勤】

AM 9 :00
記録しました。

記録完了
｢出勤・記録しました｣

記録完了
｢記録しました｣

※画面はイメージです。

お弁当注文用途

※画面は一例です。

LAN／ VPN

電話回線

TIME DOC

［同梱］
設定ツールソフト

［オプション］
打刻データ収集ソフト

USBメモリ

就業・勤怠管理
ソフト

●LAN／VPN、電話回線（アナログ）を使って、TIME DOC
端末から、自由に打刻データの収集が行えます。＊1

● ネットワークの環境がない場合は、USBメモリに打刻データ
をエクスポートして、打刻データの収集が行えます。＊2

● TIME DOCで勤怠管理を行うには、｢就業・勤怠管理
ソフト｣ が別途必要です。

＊1：電話回線を使用する場合は、別途モデムが必要です。打刻データの収集
を行うためには、「打刻データ収集ソフト」（別売）が必要です。

＊2：USBメモリから取り込んだデータをExcel形式に変換するには、｢打刻デー
タ収集ソフト｣（別売）が必要です。


