サービス契約

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。
i

非接触温度測定

高 品 質 な カ ス タマ ー ソリュ ー ション

サービス契約

1947年以来、AMETEK LANDは精密計測装置を製造
し続けています。

弊社は、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への応用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。

AMETEK Land では精度、再現性および信頼性において業界をリ
ードする非接触温度測定器の包括的な製品範囲を誇っておりま
す。

私たちは、
お客様のプロセスを最適化し最高品質の製品の生産
を保障するうえで機器が果たす非常に重要な役割を理解して
います。
任意の予定外ダウンタイムまたはデータ品質問題は、
お
客様の効率的にプラントを操業する能力に深刻な影響を与え
かねません。
弊社の AMECare®サービス契約は、
お客様の機器が製品の製品
寿命期間全体を通して最高工場性能レベルで操作できるよう

AMETEK LAND では品質、
トレ
ーサビリティーおよびサービス全
体を常に最優先しています

困難に挑む

AMETEK Land の機器は業界で最も過酷な一部の環境下で操
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、
いずれも年に 1 度の定期予防メンテナンスが標準で
付いている他、契約期間中、毎年自動的に保証が延長されま
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。

AMECare® サービス契約

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。

AMETEK Land 世界各地に大規模な設備を建設しました —こ
れらに含まれるのは英国内で公認の較正施設である UKAS (
英国認証機関)、
アメリカ国内の追跡可能試験場である ANAB
(米国的剛性認定機関) およびインドの施設である NABL (国立
試験・較正認証試験場認証機関)、
と上記にに付随する社内製
品サポート向けの複数のサービスセンターが挙げられます。
イギリス、
アメリカ、
インド国内にあるAMETEK Land 較正試験
場は国際基準 ISO 17025 の認証を受けています。

全ての新品および点検済み機器は国内基準に対し試験およ
び較正の実施後に認証され、公表仕様に準拠しています。
これ
により初日からの測定履歴が記録されますが、
このことはしば
しば高品質システム内での条件となっています。
UKAS, ANAB
および NABL の各認証 (ISO17025) も仕様および対案の温度
測定機器の不確実性から個々の差異を示す様式のものも利
用可能です。

機能

利点

無料
検査レポート

継続的点検に使用される
サービスからのキーポイン
トを含む

年に 1 度の工場オーバー
ホールおよび較正

お客様の機器が製品じゅ
も妙期間全体を通して工
場出荷時の最高性能レベ
ルで作動することをお約束

お電話/E メールによる技
術サポート

延長保証
複数の機器購入でさらに
節約

お客様の技術担当者の負
担軽減

機器の製品寿命期間のは
じめから終わりまで終始
安心

5 台以上の機器購入でさ
らに割引

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の製品
寿命期間の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

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

完全なオーバーホールおよび較正

AMECare®
シルバー

AMECare®
ゴールド

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

延長保証1

お知らせサービス
2

楽器ローン割引
AMETEK Land

3

保証対象外修理

試験証明書4
15%

追加の下取り値引き
国内追跡可能認証

5

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

AMECare®
ブロンズ

状況報告および適合証明書
返送

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

引き

6

✔

保証対象外修理 追加の3% 引き

✔

優先サービス7

✔

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。

2 - CPT インコタームズ
3 - 楽器ローン割引: ブロンズ 5%, 銀 - 10% ゴールド - 15%
4 - 500 度シースパン以内の顧客定義点での AMETEK Land 試験証明書
5 - 標準「下取り」
プログラムに追加割引
6 - イギリス = UKAS、
アメリカ = ANAB、
インド = NABL
7 - 優先サービス—機器をシステムを通じ高速追跡

性能を最適化し稼働時間を最大化

AMETEK Land は弊社の機器は最も過酷な産業環境下で使用されて
いると認識しており、
よって弊社では弊社製品の定期点検を推奨し、
出荷当初のレベルの動作を維持し、必ず最適なメンテナンス、点検が
技術の高い熟練専門家によって行われるようにしています。

AMECare® サービス契約には (標準として) 年に 1 度のオーバーホー
ルおよび較正の実施が含まれ、
お客様の機器を完全に分解、清掃、査
定したのち、出荷時の工場使用および状態に戻します。お客様の機
器は弊社の本職の技術者によって専門的に取り扱われ、弊社の専用
サービスセンターで弊社の本職用ツールおよびメーカー純正部品を
用いてメンテナンスを行います。

さらに、
オーバーホールからのキーポイントを詳細に記載したレポー
トを作成し、機械的摩耗または電気問題のような現場での技術問題
の特定を支援します。
この積極的なアプローチは顧客にとって継続的
なメンテナンス作業の一部として使用する強力なツールです。

WWW.AMETEK-LAND.COM

|

LAND.ENQUIRY@ AMETEK.COM

オーバーホールおよび較正の
構成：

 検査前観察を実施し点検で取り上げるべき
既知の問題を特定します
 初期技術鑑定

 徹底的な機器の清掃
 完全分解

 検査し、必要に応じ保証修理を実施
 工場較正状態に完全再建

 ファームウェアを最新版にアップデート - 機
器返送時にファームウェア修正技術通知を
提供
 光学のアライメント

 完全工場基準較正および適合性試験

サービス契約

機器範囲

AMECare® サービス契約には:
• 放射温度計
• 走査式放射温度計・熱画像システム
• ポータブル放射温度計
お客様の機器が一覧に記載されていない場合は AMETEK Land にお問い合わせいただき、
お客様指定の条件に合
わせ作成された契約をご用命ください。

AMECare® サービス契約のご購入

お近くの販売会社または地域営業所までお問い合わせください。
www.ametek-land.com/contactus

点検修理および較正のためのお客様の機器のご返送

機器を返送されるにあたり、次のリンクより弊社返送承認方針を参考および確認のためにご覧いただけます：
www.ametek-land.com/services/returns

弊社のその他のサービスもご覧ください

AMETEK Land のアウターセールスサービス全体について詳しくお知りいただき、
お客様の機器およびシステムから
最高の性能を得るためにお役立てください。
www.ametek-land.com/services/returns

幅広い非接触式の温度測定製品および燃
焼・放出関連製品がいかにして、
お客様の
プロセスに合ったソリューションを提供で
きるかについてご覧ください
WWW.AMETEK-LAND.COM

CONTACT US
www.ametek-land.com
land.enquiry@ametek.com
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