機器の寿命期間にわたって、最高のパフ
ォーマンスと最大の投資収益率を実現

全体像を
把握

高速で正確なウェブ検査とモニタリングを実現する
自動表面検査のリーディングパートナーです。

surfacevision.info@ametek.com
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検査システムの
未来を守る

AMETEK Surface Visionは、世界をリードする表面検査・モ
ニタリング製品を専門家によるサポートサービスで強化
し、
お客様のシステムが全寿命にわたって最適なレベルで
動作できるようお約束します。

このクラス最高の24時間365日対応グローバルサポート
は、AMECare Performance Servicesを通じて提供いたしま
す。
システムの可用性を最大限まで高め、可能な限り最高
の投資収益率を実現することを目的として設計された、比
類のないアフターサービスです。

AMECare Performance Servicesは、初期インストールとセ
ットアップ以降システムの継続的な使用期間を通じて、必
要なときに必要な場所でプロセスの稼働時間をサポート
します。

産業界は当社の自動検査システムに依存しており、多くの
場合、自動検査システムなしでは稼働できないことを当社
は理解しています。
高額なダウンタイムを回避するため、24
時間体制のグローバル緊急サポートを整えました。

当社の専門知識は、安全な方法でお客様のシステムにア
クセスしてリモートで、
また、必要に応じて現場での提供
が可能です。
その裏付けは、
お客様のシステムのメリットを
最大限に引き出すためのトレーニングコースや、稼働を維
持するための迅速なスペアサポートをご用意することで証
明しています。
AMECare Performance Servicesの専門サービスセンターチ
ームとオンサイトエンジニアは、試運転、保守、
アフターセ
ールスサポートを最高レベルで提供するためのトレーニン
グを受けており、
お客様の AMETEK Surface Vision システム
から、現在そして今後も引き続き最高のパフォーマンスと
価値を引き出すことをお約束します。

設置と設定

AMECare Performance Servicesは、
お客様の AMETEK
Surface Vision 検査システムの設置、
アライメント、
キャリブ
レーション、設定をサポートします。

このサービスは通常システムパッケージ一式の一部とし
て提供されます。
お客様の要件に合わせ、選択した製品に
対応して検査レシピを個別に作成し、既存のプラントシス
テムとシームレスに連携するよう通信を設定します。
その結果、製品の品質とプロセスのパフォーマンスに必要
なあらゆる情報を提供する、
カスタマイズされた統合検査
システムとなります。
当社のサービスには、システムユーザーや保守担当者を
対象にしたオンサイトまたはリモートで実施されるトレー
ニングも含まれます。

お客様のシステムを製品寿命期間にわたってサポート: ameteksurfacevision.com/services
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サポート契約

AMECare Performance Services のサポート契約は、
お客様
に必要なレベルのオンサイトおよびリモートカバレッジを
お約束します。
システムにどのような問題が発生しても稼
働時間を最大化できます。

各地のテクニカルサポートセンターは、電話、電子メール、
安全な専用リモートアクセスを通じて、必要なときにいつ
でも専門知識をご提供します。
サポート契約により、当社の24時間365日対応グローバル
システムを含む、
ご希望のレベルのサポートをいつでもご
利用いただけます。
サポートは迅速で費用効果の高い方
法でご提供いたします。

また、当社チームが現場に滞在するオンサイトディを設け、
ソフトウェアの更新、
メンテナンスや問題防止にも対応し
ています。
スタンドアロンタイプのソフトウェア更新契約も
提供しています。
お客様のシステムのニーズに合わせてサポート契約のお
見積もりをいたします。
セールスアカウントマネージャーま
でお問い合わせください。

詳細は: ameteksurfacevision.com/services
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予防保全

発生し、大きくなりつつある問題を早期に特定することで、
プロセスに深刻でかかるコストも大きいダウンタイムが発
生する前に解決策を見つけることができます。
当社の予防保全サービスは、
お客様のシステムを通常動
作中に遠隔で監視、保守します。

このサービスは、システムメンテナンスを支援してパフォー
マンスを最適なレベルに維持し、
そのレベルを下回ると事
前にユーザーに警告する設計です。
システムスペシャリストがお客様のシステムを定期的に確
認し、
メンテナンス上の問題、潜在的な問題、推奨される
解決策をまとめてレポートとしてをお送りします。

詳細は: ameteksurfacevision.com/services
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この結果、深刻な問題が生じる前に対策を講じることがで
き、以下のような大きなメリットがあります。
システムのダウンタイムを削減
パーツ部品不具合の減少
メンテナンス時間の短縮
安定性のある検査性能

また、最新のソフトウェア設定をバックアップし、PCに障害
が発生しても迅速な復旧が可能です。

AMECare Performance Services の予防保全は、1か月また
は3か月の一定間隔で実施され、検査システムや生産ライ
ンのダウンタイムが不要です。
会社のデータを保護し、
セッ
トアップも簡単である、
安全なBomgar ネットワーク接続を
使用します。

テクニカルサポート
AMECare Performance Services.のテクニカルサポートサ
ービスは、製品知識、
トラブルシューティングのアシスタン
ト、
アプリケーションに関する相談などお客様にお気軽に
ご利用していただくためのものです。

AMETEK Surface Visionの専門家による安全なリモートア
クセスにより、オンサイトサービスで発生する費用や遅延
なしでお客様に直接システムサポートを提供することがで
き、システムは常に最適なレベルで動作することを保証し
ます。

これには、遠隔視覚支援ソフトウェアを使用してお客様を
リモートでリアルタイムにサポートする、次世代ビジュアル
コラボレーションサービスも含まれます。
システムの初期インストールと試運転時には、関係するフ

ィールドエンジニアリングスタッフと連携するテクニカル
サポートをご利用いただけます。
その後、電話または電子
メールでテクニカルサポートに連絡を取り、
タイムリーで
効率的なヘルプを受けることが可能です。

通常営業時間の内のサポート、
または、最先端のリモート
アクセス、
バーチャルコラボレーション、
テレコミュニケーシ
ョンツールを使用して、世界中の専門家を集めた動的資源
から24時間体制でテクニカルサポートを受けることができ
る、24時間365日対応グローバルサービスの購入オプショ
ンをご用意しています。

サポート契約がまだお済みではお客様は、通常の営業時
間中にサポートラインまでお問い合わせください。
サポー
ト契約の締結については、担当のセールスアカウントマネ
ージャーに転送されます。

AMECare Performance Services テクニカルサポートの通常営業時間と連絡先情報:

グローバル
電話：+1 510 431 6767
フリーダイヤル: +877 926 4639
ファックス: +1 510 431 6730

北米、中米、南米
電話：+1 877-926-4639
電子メール: SurfaceVision.SV-Support-Americas@
Ametek.com
営業時間: 6:00am-4:00pm (PT) 太平洋時間

ヨーロッパ、
アフリカ、中東
電話：+49 721 627267-0
電子メール: SurfaceVision.SV-Support-International@

Ametek.com
営業時間: 8:00am-5:00pm (CET) 中央ヨーロッパ時間

日本
電話：+81 3 4400 2351
電子メール: SurfaceVision.SV-Support-Japan@Ametek.
com
営業時間: 9:00am-5:30pm (JST) 日本標準時間

アジア
電話：+86-21-5868 5111 – 172
電子メール: SurfaceVision.SV-Support-Asia@Ametek.
com
営業時間: 9:00am-5:00pm (CST) 中国標準時間

連絡先の詳細: ameteksurfacevision.com/services
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スペア部品

お客様の表面検査システムを最高の効率で稼働させるた
めに必要なスペア部品は、簡単なオンラインお問い合わせ
フォームから、迅速かつ簡単にご注文いただけます。
AMETEK Surface Visionには豊富な在庫があり、交換、修
理、システムメンテナンス、
アップグレードのためのスペア
部品を世界中に迅速に配送する準備ができています。

新しくシステムを導入するときは、不測のハードウェア障
害に対処するために必要な最小限のスペア部品など、初
期に必要となるスペア部品を準備するようお勧めします。

直接交換できるスペア部品だけでなく、現場で交換可能な
アップグレード用部品が利用可能になった場合はそれも
在庫として確保し、
お客様のシステムのハードウェアサポ
ートを長年にわたって提供し続けています。

モジュラー設計が当システムのカギです。
当社のアップ
グレードには下位互換性があり、最小限の労力で既存
AMETEK Surface Visionシステムに統合することができま
す。

必要なスペア部品のご依頼は、
次のお問い合わせフォームをご利用ください: ameteksurfacevision.com/services

アップグレード

技術の進歩に従って、
お客様ができるだけ簡単に利用でき
るようにすることを目指して、当社では引き続き新機能の
開発やソフトウェアのアップグレードを行っていきます。

コンピューティング能力、
カメラの速度と解像度、LED照明
における進歩はいずれもシステム性能の向上に貢献しま
す。

お客様が段階的なアプローチでアップグレードを組み込め
るようにすることで、時間枠や予算に見合う最適な方法で
システムを改善できるようにします。

必要なアップグレードを実施ameteksurfacevision.com/services
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トレーニング

AMECare Performance Services は実践的な学習を提供し、
お客様のシステムの強みや機能をすべてご理解いただくよ
う努めます。

社内またはオンラインのワークショップを通じて提供される
当社のトレーニングパッケージによって技術的な習熟度を
積み重ね、
オペレーションの生産性を向上させてシステム
の稼働時間を最大限まで引き出すことができます。

これらの綿密なトレーニングコースでは、
システムのセット
アップ、
ライブプロダクションの検査、
欠陥やプロセス状態
のレポート、
システムを良好な状態に維持する方法などを
学びます。

それぞれのコースはAMETEK Surface Visionシステムのコア

な点をカバーし、
お客様とお客様のスタッフを念頭に置い
て準備しています。

専門トレーニング担当者がお客様の質問にお答えし、
当社
の製品、
システム、
アプリケーションへの理解を深めていた
だきます。

コースは、
リモートによるオンライントレーニング、
米国、
ドイ
ツ、
中国、
日本にある当社施設、
どちらでも実施可能です。
一
部のセッションは特定の業界に焦点を当て、
議論を最適化
し、
協調点が明確になるようにデザインされています。

トレーニングのスケジュール、
コースパンフレット、
予約情報
は、
当社のウェブサイトでご覧ください。
スペースに限りがご
ざいます。
参加お申込みには事前登録が必要です。

トレーニング参加者のレビュー
...ラボについて詳しく学
んだことでSmartviewシ
ステムを熟知でき、
その
おかげでこれらのシステ
ムについて学び、理解す
ることが容易でした。

...素晴らしい1週間のト
レーニングでした。情報
が豊富で役に立ちまし
た。ありがとうございま
す。.

...今回のトレーニング
で一番良かった点は、
授業も実習も実践的で
実用的だったことです。

今すぐご予約: ameteksurfacevision.com/services

7

AMETEK SURFACE VISIONについて
AMETEK Surface Visionは、自動オンライン表面/ウェブ検査およ
びモニタリングソリューションの世界的リーダーです。
当社の幅
広い製品は、
ウェブや表面のモニタリングと検査、
プロセス監視ア
プリケーションに最適です。

SmartView 製品ならびにSmartAdvisor 製品は、世界中で2500以上の
導入実績があり、
さまざまな業界にわたって継続的な生産プロセスを実
現すする堅牢で柔軟性のあるソリューションを提供します。

当社のシステムは、産業プロセスにおける効率の向上、業務の合理化、製品
の品質改善、廃棄物の削減、
コストの抑制に不可欠なものとなっています。
金
属、紙、
プラスチック、不織布といった業界のメーカーが、世界中の生産施設で
表面の傷や欠陥を検出し、
プロセス効率を最適化するために、当社のソリューシ
ョンを頼りにしています。

当社は引き続きイノベーションを目指し、高精度の欠陥データ、高解像度ビデオ、
イン
テリジェントなグレーディング、
アーカイブ、詳細なレポートを提供する最先端テクノロ
ジーと世界クラスのテクニカルサポートをお届けしていきます。
AMETEK Surface Visionの
サービスをご利用のお客様には以下のような利点があります。

運用コストの削減
廃棄物の削減
プロセスの最適化
製品の品質を改善
生産量の最大化
材料をより綿密、客観的に等級付け
欠陥の検出、分類、視覚化
手作業による検査の必要性を最小限に抑える
必要な検査報告書を使用できる形式で提供

AMETEK Surface Visionは、米国カリフォルニア州ヘイワードを拠点として、世界各地にオフィスと販売代理店を
展開しています。
当社は、電子機器および電気機械装置の世界的な大手メーカーである AMETEK, Inc. のプロ
セスおよび分析機器部門の一部です。

世界のSURFACE VISION
米国: +1 510 431 6767

アジア: +6620127500

ヨーロッパ: +49 721 627267-0

日本: +81 3 4400 2350

中国: +86 215868 5111 172
インド、韓国、台湾:
+82 31 888 5225

© 2021, by AMETEK Surface Vision. 本書に記載されている情報は、事前の予告なく変更する場合があります。
SmartView、SmartAdvisor、SmartLearn は AMETEK, Inc. の登録商
標です。
その他の商標はすべて、
それぞれの所有者に帰属します。
All rights reserved. AMSV-AN-PPE-V4-JA(10-2021)

品質、
信頼性、
スピードを向上: ameteksurfacevision.com
または以下のメールアドレスからお問い合わせください:
surfacevision.info@ametek.com

