お客様の機器の製品寿命中において最高の性能
と投資に対する最大限のリターンをお約束。

高 品 質 カ ス タマ ー ソリュ ー ション

1947 年以来、AMETEK LAND は精密計測装置を製造
し続けています。
当社は、非接触式温度測定および燃焼モニタリングを専門に扱う企業です。
製鋼
およびガラス製造、発電、セメント製造といった様々な産業を横断して応用いただ
ける製品をご提供しています。

2006 年以来 AMETEK のプロセス分析機器部門の一部として、
世界的な AMETEK
の販売およびサービスチームがお客様に製品やサービスをご提供しています。

弊社は下記によって上記を提供いたします。

Commissions/Field Service

Repair Service Center

現場でのサービス

AMETEK Land Service

Commissions/Field Service
Commissions/Field Service

Repair Service Center
Repair Service Center
Remote Connectivity
Commissions/Field
Service

トレーニング

ServiceService
Contracts/
Repair
Center
Extended Warranty

サ ー ビス 記 号 表

AMETEK LANDのAMECARE® 性能点検はお客様の機器の製品寿
命中において最高の性能と投資に対する最大限のリターンをお約
束します。

す。
弊社の専門サービスセンターチームおよびオンサイト
（
現場内）技術者は試運転、
メンテナンスおよびアフターセー
ルス・サポートの最高基準を提供できるように研修を受け
ています。

AMETEK Land Service
AMETEK Land Service

AMETEK Land Service

• 積極的にお客様の機器の保守を行い可用性を最大化。
• ソリューションを最適化し、
お客様特有の機器応用に対応。
• 	製品およびアプリケーションの専門家へのアクセスを提供するこ
とによるユーザーのスキルを向上。
ユーザースキルの向上。

Spares
Factory Calibration

Remote Connectivity
Remote Connectivity

Service Contracts/
Service Contracts/
Extended
Warranty
Remote
TrainingConnectivity
Extended
Warranty

Spares Contracts/
Service
Extended Warranty

技術サポート
Training
Training

Spares
Spares
Rental
Training

認証および較正
Commissions/Field Service
Rental
Rental

Repair Service Center
Factory Calibration
Factory Calibration
Rental

サービス契約

Factory Calibration

AMETEK Land のグローバルサービスネットワークはほかにはないア
フターセールス・サービスを提供し、
お客様の AMETEK Land 製品か
ら最高のパフォーマンスと価値を得ていただくことをお約束いたしま

AMETEK Land Service

Remote Connectivity

サービスセンター

Service Contracts/
Extended Warranty

Commissions/Field Service
Training

Repair Service Center
Spares

AMETEK Land Service

Service Contracts/
Factory Calibration
Extended
Warranty

Spares

Commissions/Field Service
Repair Service Center

AMETEK Land Service

現場でのサービス

AMETEK LAND では、
お客様のプロセスを最適化し最高品質
の製品の生産を保証するために機器が果たす非常に重要な
役割について理解しています。
Remote Connectivity

Service Contracts/
Extended Warranty

Spares

弊社の社内サービスセンターでは一通り全ての点検修理を提供していま
すが、弊社の熟練技術者を直接お客様の現場へと出向させ定期メンテナ
ンスおよび緊急時の故障に対応させることも可能です。
Training

弊社製品はどれも、
ユーザーガイドにスペア部品のリストおよび消耗品
の一覧と共に記載の通り定期メンテナンスが予定されており、製品の正
常な動作の維持を行います。
Rental

Factory Calibration

AMECARE® サービス

Remote Connectivity
Rental

Training

Rental
Factory Calibration

現場での較正および点検修理

弊社は較正施設をお客様の作業場まで拡張し、現場での較正*
を実施し、
お客様の機器からの最大の運転効率および高品質

パフォーマンス基準の実現をお約束します。
試運転

有資格技術者のチームが AMETEK Land 機器すべての試運転の
サポートに対応可能です。
試運転は、満足のいく長期パフォーマ
ンスにおいて非常に重要な側面であり、生産プロセスの連続性
がシステムの確実性に依存する場合においては特にそうです。
遠隔サポート

弊社技術サポートの一環として、
お客様のシステムに直接接続
が可能であれば遠隔サポートを提供し、起こり得る問題の解決
を遠隔地からお手伝いします。
*特定の場所限定。

AMETEK Land Service
Remote Connectivity
Service Contracts/
Extended Warranty

Spares

Training

トレーニング

アプリケーション、製品および測定の「ノウハウ」
は、AMETEK LAND が保証する高い基準の製品品質およ
びサービス同様に重要なものです
Rental

Factory Calibration

弊社では基礎から中級の知識レベルまでの派遣者集団の
ニーズに合わせたトレーニングコースを提供しています。

トレーニングは、機器全種類のすべての応用を包含する実
地訓練の支援のための製造、較正および試験施設と並ん
で設立されている弊社の専用研修センターおよび AMETEK
Land サービスセンター、
または弊社の世界各地からのお客
様の現場で実施されます。
弊社のトレーニングでは、赤外線、燃焼効率および排出監
視測定理論を取り上げ、教室またはウェブセミナーを介し
た基礎コースとして遠隔環境で提供します。

トレーニングに包まれている製品タイプは固定式およびポ
ータブルスポット温度計、応用特化温度計、査定型温度、熱
画像システム、
ソフトウェア、気体分析装置、
プラント保護機
器および燃焼効率器具類です。

据付け、点検、修理、較正および認証を自ら実施したいと望
まれるユーザーのみなさまに対する修理、点検、較正、据
付、試運転、
ソフトウェアおよび予防メンテナンスの実地トレ
ーニングを提供します。
また、較正機器の使用、
トレーサビリ
ティーおよびコンプライアンスを含めることも可能です。

AMETEK LAND では品質、信頼性およびサー
ビス全体を常に最優先しています
Commissions/Field Service

トレーニングサービス
Repair Service Center

技術サポート

AMETEK Land Service

Remote Connectivity

Service Contracts/
Extended Warranty

Training

Spares

万が一危機に問題が生じた場合または不明な点が見つかっ
た場合、弊社の技術サポートチームにお問い合わせいただけ
れば対応いたします。
Rental

Factory Calibration

弊社のチームは次に関するお客様からのお問い合わせに喜ん
でお答えします：
•
•
•
•
•

据付け
試運転
設定
操作
コミュニケーシ
ョン

•
•
•
•
•

ソフトウェア
較正
認証
スペア部品
文書

WWW.AMETEK-LAND.COM
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• アプリケーショ
ン
• 保証
• トレーニング
• 修理
• アップグレード

お客様の製品についてのご質問または技術サポートの要請は、次
からサポートチケット陸エスをとを開いてください：
www.ametek-land.com/services/technicalsupport

注記: サポートチケットを開くにはご登録のうえログインしていた
だく必要があります。

トラブルシューティング

製品またはソフトウェアの問題のトラブルシューティングのサポー
トをするために、弊社のユーザーガイドはすべてウェブサイトから
ダウンロードしてご利用いただけます。
www.ametek-land.com の
製品専用ページ内の文書タブをご覧ください。

LAND.ENQUIRY@ AMETEK.COM

AMECARE® サービス契約
Commissions/Field Service

Repair Service Center

AMETEK Land Service

Remote Connectivity

Service Contracts/
Extended Warranty

弊社のAMECARE®サービス契約は、
お客様の機器が製品
の耐用年数全体を通して工場出荷時の最高性能レベルで
操作できるよう専門家によって保維・較正されることを保
障するために特別に構想されています。
Spares

Training

Rental

Factory Calibration

AMETEK Land の機器は一部の業界で最も過酷な環境下で
操作できるよう設計されています。
度の機器をお選びにな
っても、弊社の総合サービス契約がお客様にお客様個人
の要求に合わせた多数の利点を提供します。
弊社の
AMECARE® サービス契約はどれも、
お客様に年に1度の定
期予防メンテナンスが標準で提供されます。

設計者および製造業者として、私たちのお客様の機器に
対する理解、ならびにお客様をサポートする熟練の専門サ
ービスセンター技術者チームは他とは比較になりません。
私たちはにお客様の機器をお任せいただき、
お客様は本
当に重要なこと―中核事業―に集中なさってください。

利用可能：

非接触温度測定
•

Cyclops ポータブル放射温度計

•

System 4 固定式放射温度計

•
•

SPOT 固定式放射温度計

SoloNet および IQ 温度計

燃焼および環境モニタリング
•

4500 MkIII 不透明度監視装置

•

Millwatch および Silowatch 一酸化炭素監視装置

•
•

9100 および 9200 一酸化炭素監視装置

FGA900 および FGAII 連続排出監視システム

AMECARE® 契約が提供すること

1: 最適な性能
定期的な修理点検および較正により製品寿命
全体を通して毎回測定するたびに格段の信頼
度と再現性を提供

2: 計器およびファームウェアの無料アップグ
レード
最新ファームウェア改善点をすべて採用し計器
を最新状態に維持

AMECARE®サービス

3: ISO 9001基準を満たす認証品質
ISO 17025基準も利用可能

4: 専門的技術点検およびアドバイス
お客様の技術担当者の負担を軽減R - 弊社の
AMETEK Land 製品スペシャリストがお手伝
いすべく待機

5: お得
計屋には複数の割引品目が含まれており、
より
優れた規模の経済を提供
6: 固定の所有コストおよび予算管理
固定の点検、認証および較正コスト

4500 MkIII

9100/9200

MILLWATCH/
SILOWATCH

FGA

定期メンテナンス

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

必要に応じ現場人員の再トレーニング

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

完全なシステムおよび機能性確認
1

ゼロおよび高水準較正の実証

ファームウェアアップデート

料金は旅費および滞在費込み

状況報告

電話サポート回数無制限

契約料金は毎日の修理点検料金以下

不定期修理点検10%引き

複数年契約で追加割引

スペア部品

5%

引き

追加の下取り値引き

光学アライメント検査
外部光学部分の清掃

US EPA（米国環境保護庁）手順3試験および報告 2

✔

フローチェック

探針およびフィルター検査

燃焼および環境モニタリング

1 - 使用された部品は含みません。
2 - 年1回の定期訪問ですべての試験が完了します。四半期ごとに定期訪問が設定され
ている場合、
そのうち 1 回の訪問にすべての試験が含まれ、後の3回の訪問では手順
3 で要求されている四半期試験のみが含まれます。

完全なオーバーホールおよび較正

非接触温度測定

AMECare®
ブロンズ

AMECare®
シルバー

AMECare®
ゴールド

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

状況報告および適合証明書
延長保証

1

お知らせサービス
返送

2

AMETEK Land

保証対象外修理

試験証明書3
15%

追加の下取り値引き

国内追跡可能認証

4

引き

5

✔

保証対象外修理 追加の3% 引き

✔

優先サービス6

1 - シリアル番号による機器の延長保証、譲渡不可。* 延長保証は正規メーカー出荷から 10 年または製品廃用のい
ずれか先の方と定義されています。保証は標準の AMETEK Land 保証の拡張であり、年 1 度の定期点検修
理を前回の点検および較正から14か月以内に実施される必要があります。機器の返却がない場合、AMETEK Land
は弊社の自由裁量にて適用サービスに要する費用の請求を行う権利を有します。
サービス契約の実行は機器が良
好な使用状態であることを仮定しています。AMETEK Landは最初の査定後現状がこの例ではない場合において契
約を取り消す権利を有します。

WWW.AMETEK-LAND.COM
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2 - CPT インコタームズ
3 - 500 度シースパン以内の顧客定義点での AMETEK Land 試験証明書
4 - 標準「下取り」
プログラムに追加割引
5 - イギリス = UKAS、
アメリカ = ANAB、
インド = NABL
6 - 優先サービス—機器をシステムを通じ高速追跡

LAND.ENQUIRY@ AMETEK.COM

✔

認証および較正
Commissions/Field Service

Repair Service Center

AMETEK Land Service

Remote Connectivity

Service Contracts/
Extended Warranty

AMETEK LAND認証は公認のその部類において最高の
サービスを提供し、
お客様の測定能力の精度を向上さ
せつつ、
また国内および国際品質基準にも適合させつつ
お客様の温度測定システムから最適な操作性能を得る
ことを保証します。
Spares

Training

Rental

Factory Calibration

弊社の世界各地に存在する認証試験所はそれぞれ
国際基準、ISO / IEC17025:2005 (および較正試験所
に対する一般要件) に合わせて運営しており、赤外線温
度計、熱画像器、
スキャナーおよび黒体源認定に対する
総合サービス提供において国内認可組織の公認を受け
ています。

弊社認証サービスはある時点におけるお客様の機器の
精度をエラーの量を定めることで実証し、
その結果報告を
国内公認認定書で行い、ISO / IEC 17025:2005 の要件
を満たしていることを確証します。

追加サービス

トレーサビリティー
お客様の温度測定機器類に対するトレーサビリティー
の取得において何が最善の方法化を決定します - お客
様自身の認証試験所の設立、独立技術者に定期的な現
場での点検/検査を実施してもらう、
または認証にむけ
てお客様の機器類を弊社に返送していただく。
放射率確定
測定面の放射率を確定します – 必要な機器を購入する
かまたはこの重要なパラメーターの測定を弊社に用命
します。

AMECARE® サービス

認証の理由

測定能力
お客様の機器の測定エラーを定量化してこれらのエラ
ーを補正して本計測での不確実性を改善していただけ
ます。
継続的コンプライアンス
定期的に追跡可能認証を実施することで、
お客様の機
器のコンプライアンスを守り、
お客様の機器に対する長
期的性能についてのより明確な洞察を与え、
プロセス
の安定性を支援し、品質改善および費用の最小化に繋
げます。

国内および国際基準までのトレーサビリティー
計測値が置換え可能であるためには、計測値が共通
基準に関連している必要があります。
温度計測の場合
においての基準は ITS-90 - 1990 年の国際温度目
盛であり、
トレーサビリティーは ITS-90 と一致する
機器の性能に結びつく一連の計測値の事を指していま
す。
ISO / IEC 17025:2005 基準のもとでの認証は、彼ら
の機器認証が追跡可能であることを利用者に保証し、
計測値の置換え可能状態に対する継続的信頼感を提
供します。

再認証お知らせサービス
全ての機器類に対する認証日を記憶しておきます。
プロ
セス計装の多くの品質基準では下請け業者の機器類の
認証頻度を指定します – 弊社の認証お知らせサービス
がお客様に紙面にて温度計測機器の任意の項目が認
証を受ける期限が近づきましたことをお知らせします。

弊社の認定試験所

弊社の研究施設はすべて ISO / IEC 17025:2005
機関による承認を得ています。

基準のもとで認可されており、弊社の技術的能力、公明正大さおよび実績を評価する国内認定

認証サービス範囲

AMETEK Land

赤外線放射温度計、温度
計、熱画像器およびスキャ
ナー

国内認可
D
D

英国

UKAS (英国認定機関)**

アメリカ合
衆国

ANAB
(米国適合性認定機関)

インド

NABL (国立
試験・較正試験所認定機関）

証明書番号 CC-2041

|

その他
メーカーの機器

✔
-10 °C～1600 °C
14 °F～2912 °F

✔

✔
0 °C～2300 °C
32 °F～4172 °F

✔
-10 °C～1600 °C
32 °F～2912 °F

✔

✔
0 °C～1600 °C
32 °F～2912 °F



✔

較正施設

WWW.AMETEK-LAND.COM

黒体
源

✔
-10 °C～2500 °C
14 °F～4532 °F

**注記：欧州認定協力機構 (EA)、国際試験所認定協力機構 (ILCA) および国際認定フ
ォーラム (IAF) を通しての一致- UKAS は世界 90 か国以上で公認されている機関
です

AMETEK LAND

機器類

LAND.ENQUIRY@ AMETEK.COM

ISO/IEC 17025:2005 基準の
もとでの認証取得。
お客様の機
器の認証のトレーサビリティーを
お約束します。

世界各地での技術サポートおよびサービスを
AMETEK land 全製品対象に展開しています

サービスセンター
Commissions/Field Service

Repair Service Center

AMETEK Land Service

Remote Connectivity

Service Contracts/
Extended Warranty

AMETEK LAND サービスセンターの国際ネットワーク：
Training

Spares

米国
150 Freeport Road,
Pittsburgh, Pennsylvania, 15238
United States of America
電話：
+1 (412) 826 4444
E メール： land.enquiry@ametek.com

本社 / 英国
Stubley Lane, Dronfield
S18 1DJ
United Kingdom
電話：
+44 (0) 1246 417691
E メール： land.enquiry@ametek.com
Rental

Factory Calibration

中国
Part A1 & A4, 2nd Floor Bldg. 1
No. 526 Fute 3rd Road East,
Pilot Free Trade Zone 200131 Shanghai, China
電話：
+86 21 5868 5111 内線 122
E メール： land.enquiry@ametek.com

ドイツ
Rudolf-Diesel-Straße 16 D-40670
Meerbusch
Germany
電話：
+49 (0)2159 9136-540
E メール： land.enquiry@ametek.com

インド
Divyasree N R Enclave,Block A,
4th Floor, Site No 1, EPIP Industrial Area
Whitefield, Bangalore- 560066 Karnataka, India
電話：
+91 - 80 67823240
E メール： land.enquiry@ametek.com

イタリア
Measurement Div. Via De Barzi 20087
Robecco Sul Naviglio Milano
Italy
電話：
+39 02 94693853
E メール： land.enquiry@ametek.com

返送

保証、修理、較正/認証または定期メンテナンス作業の
目的で機器を返送される場合は、下記リンクより[RMA
に関するご説明]をご覧ください：

製品は完全に試験を行い適合認定書をつけて返
却いたします。
ご要望いただければより包括的な
認証/較正認定書を取得いただけます。

www.ametek-land.com/services/returns

弊社のその他の関連文書についてはよりご覧ください：
ENSURE PEAK PERFORMANCE AND MAXIMIZE RETURN
ON INVESTMENT OVER THE LIFE OF YOUR EQUIPMENT

TEMPERATURE CERTIFICATION
AND SERVICE CENTRES
AMETEK LAND HAS BEEN MANUFACTURING PRECISION MEASURING EQUIPMENT SINCE 1947.
WE ARE SPECIALISTS IN NON-CONTACT TEMPERATURE MEASUREMENT AND COMBUSTION
MONITORING WITH APPLICATIONS ACROSS DIVERSE INDUSTRIES SUCH AS STEEL AND GLASS
MAKING, POWER GENERATION AND CEMENT MANUFACTURE.

お客様の機器の製品寿命中において最高の性能
と投資に対する最大限のリターンをお約束。

As part of AMETEK Process & Analytical Instruments Division since 2006, our customers benefit from the worldwide
AMETEK sales and service team.

WORLDWIDE CERTIFICATION AND SERVICE CENTRES FOR
NON-CONTACT INFRARED TEMPERATURE MEASUREMENT SYSTEMS
AMECare® Certification offers an accredited best in
class service to ensure you are obtaining the optimal
operating performance from your temperature
measurement systems, improving the accuracy of your
measurement capability and meeting required
national and international quality standards.

AMECARE® サービス契約
高 品 質 カ ス タマ ー ソリュ ー ション

Our worldwide certification laboratories are each
certified to the international standard ISO / IEC
17025:2005 (General requirements for the competence
of testing and calibration laboratories) and by

national accreditation bodies to offer a comprehensive
service for the certification of infrared thermometers,
thermal imagers, scanners and blackbody sources.
Our certification service verifies the performance
accuracy of your instrument at a given point in time by
quantifying its errors and these are reported in a
national accreditation certificate confirming it meets
the requirements of ISO / IEC 17025:2005.

KEY BENEFITS
WHY CERTIFY?

非接触温度測定 / 燃焼および環
境モニタリング

Improved Measurement Capability
Quantifying your instrument’s temperature measurement errors, allows
you to apply these errors as compensation to improve your practical
measurement uncertainty.
Continued Compliance
Routinely performing traceable certification confirms compliance of
your instrument, giving an improved insight into your instrument’s
long-term performance, aiding process stability, leading to improved
quality and minimising expense.
Traceability to National and International Standards
For measurements to be interchangeable, they must relate to a
common standard. For temperature measurement that is ITS-90 The International Temperature Scale of 1990 and traceability refers
to a chain of measurements linking an instrument’s performance to
ITS-90. Certification under the ISO / IEC 17025:2005 standard assures the
user that their instrument’s certification is traceable, giving continued
confidence in interchange of measurement.

• Extensive temperature
range for non-contact
infrared thermometers
and blackbody sources –
-10 °C to 2500 °C
(14 °F to 4532 °F)*
• Certification for both
AMETEK Land and
other manufacturer’s
instrumentation*
• Specially manufactured
standards enable the
accurate reporting
of measurement
uncertainties

• Fully trained technicians
use approved and
traceable certification
equipment
• All international
laboratories certified
to ISO / IEC 17025:2005
with relevant national
approvals

* Note: Minimum and maximum temperature
range and instrumentation coverage
may vary by laboratory.

QUALITY CUSTOMER SOLUTIONS

温度認定およびサービ
スセンター

幅広い非接触式の温度測定製品
および燃焼・放出関連製品から、
お客様のプロセスに合ったソリュ
ーションをご紹介いたします
WWW.AMETEK-LAND.COM

CONTACT US
www.ametek-land.com
land.enquiry@ametek.com
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インドで適用

英国で適用

米国で適用
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