
9703NFC Guard Patrol/Time Track/
Fixed Assets System

A-GTS(Guard Tour System)Offl ine/AGS(Active 
Guard System)Online Service tracking/guard pa-
trol is the system using android mobile phone with 
NFC which launched in June 2012 , with GPS loca-
tion we can prevent staff cheating time recording 
100% comparing with other system available in the 
market now which just recording time and location 
only. This system can make online update database 
server at head offi ce or in case house security own-
er of the house can access data through website 
and check online the status of the patrol. No need to 
waste time bring device to download data through 
computer and process for the report which is too 
late for any improvement for performance . In case 
use offl ine we can replace the old system and send 
data through email or download from computer but 
the difference is that the data has GPS Location for 
each record so it is impossible for staff to cheat time 
and place.

B-Offl ine use for assets tracking reading device by 
using NFC sticker recording the code and informa-
tion of the assets with GPS location and send back 
by Email or download using computer

C-Offl ine/Online for sales or service staff that work 
outside can record time with Gps comparing with 
the sales or service report preventing cheating from 
staff and can export to Time Recording Software 

D-Offl ine/Online for tracking time consumption for 
each department eg reparing car in color/engine/air 
condition department, how much time use for each 
department using WIFI 

 9703NFCサービスの追跡/ガード
パトロール
オフライン/オンラインサービスの追跡/警備パトロ
ールは、GPSの位置と、2012年6月に発
売さNFCのアンドロイド携帯電 話を使用しているシ
ステムです。私たちはスタッフの不正
行為 の時間の記録を現在市場で入手可能な他のシス
テムと比較して100％防ぐことができ
るだけの録音時間と場所のみです。このシステム
は、本社でのオンラインアップデートの
データベースサーバを作ることができる、または家
の場合は家のセキュリティ所有者に
は、Webサイトを介してデータにアクセスし、パトロ
ールのオンラインステータスを確認
することができます。それは処理するデータをダウ
ンロードする時間を無駄にしないで。
時間がかかり、修正するには遅すぎる。システムは
古いシステムを置き換えるためにオフ
ラインになっている場合。メールやコンピュータを
介して情報を送信します。しかし、こ
のシステムは、詐欺を防止するためにGPSシステムを
保存しています。 
9703NFCは、いくつかのアプリケーションに適用でき
ます。例えば 
•GPSの位置情報を持つコードとアセットの情報を記
録するNFCステッカーを使用してメールで返送する
か、コンピュータを使ってダウンロードによって読
取装置を追跡する資産について•オフラインで使用 
•作業外には、販売またはサービスレポートには、ス
タッフから不正行為を防止することと比較してGPSで
時刻を記録することができます販売やサービススタ
ッフのためのオンライン/オフラインで使用 
•各部門例えばカラー/エンジン/エアコン部門で車を
修復するための時間消費を追跡するためのオン
ライン/オフラインで使用、工場でWIFIを使用して、
各部署のどのくらいの時間使用
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