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グローバルレスポンスセンター
製品・システムのサービス総合窓口
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24時間365日、
１秒でも速く確実な復旧を目指して。

グローバルレスポンスセンターは、
YOKOGAWAがお客様にお届けした全ての機器・システム・ソリューションに関する
さまざまなトラブルコールやお問い合わせをお受けする総合窓口です。
経験豊富なエンジニアが常時スタンバイし、現場で発生する問題やトラブルを的確に切り分け、迅速に対応します。
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●	復旧時間の短縮
	 エンジニア出動指示と代替品手配を同時に行うので、復旧時間を大幅に短縮できます。
　	 また、リモート保守サービスをご契約いただくと、さらに短時間での復旧が可能となります。

●	専用ランプのサインによる時間管理とチーム対応
	 サポート時間を短縮するため、専用ランプに
よってサポート時間を可視化しています。

	 専用ランプのサインは、コールを受けてから時
間経過によリ、緑色→黄色→赤へと変化します。

	 重要案件や時間を要する案件は、他のスタッフ
も加わって、チームで対応します。

●	担当営業・製品開発エンジニアとの連携
	 各製品の開発エンジニアとの連携体制を整えるとともに、早急に担当営業やサービススタッフにも状況を伝えるなど、
きめ細かなサポートに努めています。

●	データに基づく情報分析
	 コール受付時には、コールデータベースにて、お客様の保守契約と過去の履歴を認識し、お客様のデータを確認しな
がら案件を把握します。

	 また、トラブル履歴から最適な保全を提案します。

●	コールデータベースで一元管理
	 過去のトラブル履歴やお問い合わせ内容な
どを、お客様毎のコールデータベースとして
一元管理しています。

	 より細かな情報をもとにした対応が可能とな
りますので、安心かつ的確なサポートをお約
束します。

●	迅速な情報連携
	 コール受付時には、担当営業と担当サービス拠点に自動でメール通知しますので、迅速に情報連携できます。

●	ワールドワイドに展開するサービス
	 海外のお客様に対しては、各地域に設置されたサービス拠点が、それぞれの言語でお客様をサポート。
	 サービス拠点で対応できない案件は、現地の地域レスポンスセンターが対応します。

	 さらに、地域レスポンスセンターで解決できない問題は、24時間365日稼働しているグローバルレスポンスセンターが
サポートします。

●	お客様と同じ機種をスタンバイ
	 旧機種についても、実機にて解析できます。特にシステム製品については、歴
代機種がグローバルレスポンスセンター内に常にスタンバイしているので、サ
ポートおよびトラブルの調査解析作業も迅速・的確に対応します。

●	より高度な調査解析
	 トラブル内容によっては、リモートでの調査解析結果などをもとに、専門部署
へより高度な解析作業を指示します。

	 また、ご希望により、トラブル解決後に予防保全などを目的とした詳細な原
因究明も行っています。

●	専門エンジニアが現地をサポート
	 各機器について、より深い知識を持った専門エンジニアが常時スタンバイし
ています。	実際に問い合わせを受け付けた案件の多数は、グローバルレス
ポンスセンター内で解決しています。

	 また、現地に派遣したエンジニアと、モバイルツールを活用し、不適合部位の
映像や画像などを共有したサポートによって早期復旧を実現します。
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コールバック

●	グローバルレスポンスセンターの見学
	 ご来社いただいたお客様にYOKOGAWAのサービスを
実感していただくため、トラブル対応を行っている現場を
ご覧いただくことができます。

保守契約を締結いただいている	
お客様への特別対応

グローバルレスポンスセンターを活用していただくために保守契約の締結をお勧 めします。
グローバルレスポンスセンターでは、保守契約を締結いただいたお客様からのコール受付、トラブル対応およびお問い合わせを
最優先にお受けします。

リモートメンテナンスサービス

リモート保守サービス

保守契約の締結

コールバックサービス

●	専用フリーダイヤル
	 保守契約のお客様には、専用のフリーダイヤルを用意して
いますので、コールの際にお待たせいたしません。

●	オペレータによる一次受付
	 コールオペレータが一次受付するので、素早く丁寧な対応
が可能です。	なお、保守契約を締結いただいていない
お客様は、自動応答システムにて、一次受付いたします。

●	Contract	ID
	 コールの際には、保守契約ごとに発番されるContract	ID
をお知らせください。このContract	IDにて登録されたお
客様情報を確認することで、スムースな対応が可能です。

●	専用ランプ
	 保守契約のお客様からのコール時には、専用ランプが
点灯し、スタッフは最優先の対応をいたします。

●	リアルタイムに情報共有
	 コールオペレータ受付の際、エンジニアもリアルタイムに
情報を共有し、迅速な対応を行います。

●	24時間365日異常の見逃しを防止します。
●	アラーム受付の代行で、お客様負担を軽減します。
●	異常発生を瞬時にキャッチし、初動を支援します。

●	必要な情報が瞬時に得られるので、迅速な障害部位
の特定、原因究明が可能です。

	 適切なエンジニア出動指示と代替部品の手配を同時
に行えるので、復旧時間が大幅に短縮されます。

●	お客様システムと同じ画面をグローバルレスポンスセ
ンターで共有することで、障害箇所のスムースな特定
や、分かりやすい復旧支援が可能になります。

●	制御システムだけでなく、情報系システムにも対応し
ます。

リモートメンテナンスサービスは、お客様のプラントで稼働 中のシステムとグローバルレスポンスセンターをリモート接続することで可能となるサービスです。
高度なセキュリティ対策を施した、安全なネットワーク通信 環境を構築しているので、セキュリティに影響を与えることなく、高速リモート回線を利用した安全・迅速で的確な
対応を可能にします。

お客様システムから通知される緊急アラームを、グローバルレスポ
ンスセンターで常時受け付けます。
即時に、お客様への電話連絡を行い、保守サービスの要否を確認
します。

お客様システムの稼働情報を、リモート接続にてグローバルレスポ
ンスセンターが共有します。	異常発生時は、エンジニアが原因解
析のための情報を迅速に収集し、即座に原因究明と復旧対応を行
います。	365日、休日夜間も安心してお任せください。
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「グローバルレスポンスセンター」ウェブサイト

オランダ

バーレーン

インド

シンガポール

中国

韓国
日本 アメリカ

ブラジル

ロシア

レスポンスセンター

本社（グローバルレスポンスセンター）
サービス拠点
サービス拠点（代理店）　］約100ヶ所

YOKOGAWAでは、グロー
バルレスポンスセンターの
集中管理のもと、北海道か
ら沖縄まで拠点を設置し
て日本全国のお客様をサ
ポート。多くのエンジニア
が業務にあたっています。

YOKOGAWAは、世界中
に展開するサービス拠点、
サービスエンジニアと共に、
各国のレスポンスセンター
がお客様のあらゆる問題
に、迅速に対応できるグ
ローバルネットワークの支
援体制を構築しています。

全国に広がるサポート体制

信頼と安心のグローバルサービスネットワーク


