
E C O L E A N  F L E X C A R E T M 
サービス契約約款

計画通りの生産を



3

過去の延長線上に
未来はありません

お客様のビジネスに最適なサービス ソリューションをカスタマイズしてご提供します

“サステナビリティとは、 責任のある 
ビジネスを長期的な視野で実践してい
くことです。 エコリーンは常にこの考 
えを指標にしています。 サービスの提 
供も例外ではありません。”
ジョニー・セイランド、エコリーン最高商務責任者（CCO）
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過去の延長線上に
未来はありません

お客様のビジネスの特徴はさまざまで 
す。 そのため、 一般的なサービス構成で 
は過不足が生じてしまいます。 その課題 
を解決するために、 私たちは Ecolean  
FlexCare™ を発表しました。 お客様が思 
い描いた生産を実現するために最適なサ 
ポート サ ー ビスを独自にカスタマイズ 
して提供します。

エコリーンでは、 柔軟性とサステナビリ 
ティを重視しています。 なにより、 お客 
様を一番に考えています。 お客様が計画 
通りの生産を達成しながらも、 品質と食 
の安全を確保するためのサポートをして 
います。

選ぶのはお客様
お客様の仕様に合わせたエコリーン サービスで計画通りの生産を実現
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• アップタイムの最大化

• コスト管理

• 優先サポート

• 心理的安全性の向上による安眠効果

• 市場と生産環境に最適なエコリーン設備 

• ビジネスの展開に合わせ、  
サービス契約約款を柔軟に最適化

Ecolean F lexCareTM のメリット

多様なニーズに応える
カスタマイズ サービスで生産を最適化

お客様との綿密密な連携を通して多くの 
ノウハウを構築してきました。 多様なビ 
ジネスニーズや環境に確実に応えていく 
ために、 お客様の設備が最高の状態であ
り、 計画通りの生産を行えるサポートを 
します。

Ecolean FlexCare™ はお客様の希望に応じ
たサービスを提供します。 アップタイム 
の最大化や運用コストの削減でしょう 
か? 理想としては両方かもしれません。 

お客様の日々の課題に積極的に耳を傾け
分析しながらビジネスに最適なソリュー 
ションをご提案します。 お客様は明瞭な 
コストで、 技術スタッフによる迅速な対 
応を含む積極的なサービスを活用できま
す。

Ecolean FlexCare™ は、 お客様のニーズを
叶える柔軟なサービスです。



5

多様なニーズに応える
カスタマイズ サービスで生産を最適化
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ライフサイクル全体におけるパートナーシップ
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ダウンタイムの代償 
ダウンタイムは生産能力の低下だけではなく、 原料の 
損失も招きます。 また、 復旧できない場合は、 生産能 
力を失い廃棄物の排出にも繋がります。 短時間の停止 
でも合算すれば大きなダウンタイムになりかねませ 
ん。 しかし、 生産ラインを最適化することでダウンタ 
イムは最小限に抑制できます。 

プロセスや製品の複雑性 
FlexCare™ サービスはお客様の充填ライン構成や製品 
の固有ニーズに合わせた運用を実現します。 製品の複 
雑性はダウンタイムの要因にもなりかねないため、 よ 
り柔軟なサービス契約を必要とします。 

生産拠点の立地特性 
遠隔地にある拠点や、 複雑な通関手続きが発生する可
能性のある地域では、 部品や専門の技術者を現場に配
置する需要が高まります。 コネクテッド サービスや  
リモート サポートを FlexCare™ に含めていただくこ 
とで、 より迅速なサポートが可能になります。

エコリーンとのデータ共有
データに基づいた考察は予知保全に役立ちます。 エコ 
リーンと設備データを共有することで、 より迅にリモ 
ートサポートの最適化を実現できます。

先を見据えた計画性 
設備のパフォーマンス データや包括的な分析、 リア 
ルタイムでの稼働情報を取得することで、 優れた予知 
保全に活かすことができます。 

離職率の改善 
生産拠点における離職率を把握し、 適切なトレーニン 
グを提供することで、 従業員の満足度や生産性、 工場 
のアップタイムを改善します。 トレーニングはオンサ 
イトでもオンラインでも実施可能です。
 
従業員の技術能力 
事業規模と従業員の技術能力のバランスは生産効率 
に影響します。 また、 そのバランスを保つために必 
要なサポート内容も適宜、 調整が必要です。 現場の 
需要に合わせた技術的トレーニングを把握し、  
Ecolean FlexCare™ に組み込みましょう。

目標達成度 
消費者は常に高品質な商品と信頼のおける生産を求め 
ています。 消費者の期待を裏切らない生産目標の達成 
は不可欠です。

  心理的安全性の向上による安眠効果
工場施設の特徴はさまざまです。 そのため、 保全計画を
一概に定義することは困難です。 設備、 立地、 事業はそ
れぞれに特徴があり、 ある施設にとっての最策策は他で
は通用しないこともあります。 
そのため、 お客様自身も状況を把握することが重要です。

  
Ecolean FlexCare™ は、 お客様が万全の状態で生産を行
い、 人材育成を続け、 パフォーマンス目標を達成し、  
消費者ニーズに応えていくための寄り添ったサービス 
を提供します。 FlexCare™ で心理的安全性を向上する 
ことで安眠効果も感じていただけるでしょう。

最適なサービス設計にむけて
ライフサイクル全体におけるパートナーシップ

エコリーンは実績のある充填ライン システムのサプライヤーとして、 お客様にとって最適 
な判断を合理的に行なっていきます。 ライフサイクル全体を通してビジネスを支えるため 
の的確なサービスを一緒にカスタマイズします。 エコリーンの専門性の高いチームと緊密
に連携し、 私たちの優れた部品を活用していくことで、 お客様は安心して高水準の食品安
全性と意欲的なパフォーマンス目標の達成を実現できます。

Ecolean FlexCare™ サービスを設計する際のチェック ポイント
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Ecolean FlexCare™ はカスタマイズ可能な 
サービスです。 お客様の固有ニーズに最 
適なご提案をし、 一緒にサービス構成を 
作り上げていきます。 多様な項目からサ 
ポート内容を選べます。

消耗部品 
消耗部品の摩耗変形はエコリーン充填ラ 
インの純正部品でメンテナンス。

補修部品 
パフォーマンスを維持するために必要な 
設備補修を保証。

計画保全 
安定した稼働で不意の出費を回避。

スペア部品の在庫管理
必要な部品を揃えてダウンタイム 
の削減に備えます。

改良保全 
実績を誇るエコリーンの熟練スキルで迅 
速に対応。

トレーニング 
生産性の向上のため、 オペレータ 
ーと技術者に現場とオンラインの 
両方でトレーニングを提供。

消耗部品の長期保証 
消耗部品の費用を固定化すること 
で予算全体を管理。

設備アップグレード 
生産性の向上のためにハードウェア 
とソフトウェアをアップグレード。

お客様のビジネスに最適な
サービス構成

E C O L E A N  F L E X C A R E T M  に含まれるサービス
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データ連携 
お客様の生産データを共有するこ 
とでプロセスとアップタイムの最適化 
を支援。

24  時間 365  日 サポート 
年中無休のフルサポートで迅速に問 
題を解決しダウンタイムを最小限に 
抑制。

WIN WIN WIN 
お客様と消費者が満足していれば 
私たちも安心です。

リモート サポート 
迅速なリモート サポートで安定稼 
働を守り、 出張サービス料を節約。

パフォーマンス評価 
諸問題の要因を解明、 対処し、  
パフォーマンスを改善。

技術者による現場サポート
生産量の最適化やメンテナンス 
計画の設計・実施をサポート。

お客様のビジネスに最適な
サービス構成

“私たちはエコリーンと
とても緊密に連携しており、
ビジネス パートナー以上 
の友人のようなパートナ 
ーシップで結ばれてい 
ます。”
A N ATO LY  LO S E V,
モルベスト グループ ゼネラル ダイレクター
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“エコリーンの充填ラインの特徴は、 コンパ
クトで、 信頼性が高く、 サービスがシンプル
で便利だということです。”
A L E X E Y  A N I S I M OV,  モルベスト グループ テクニカル スペシャリスト
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Ecolean FlexCareTM をご検討中の方のよくあるご質問をご
紹介します。

どのように最適な FlexCareTM サービスを設計したら良
いでしょうか? 弊社の営業担当とサービス マネージャー
が経験を活かして最適な内容をご提案します。

新規顧客は当初からサービス契約約款を作成する必要
がありますか? いいえ。 お客様の固有ニーズに合わせて
段階的に最適な設計を練っていくこともできます。

FlexCareTM サービスの契約には一定の生産量の確約も
必要ですか? いいえ。 一方で、 サービス料金は生産量に
応じて算出します。

FlexCareTM サービス契約の通常の契約期間を教えてく
ださい。 契約期間は適宜設定可能です。 サービス料金
は各地域の消費者物価指数（CPI）を基準に毎年算出し
ます。

契約期間の途中でサービス構成を変更することは可能
ですか? FlexCare™ の主旨はお客様が最適なサービスを
受けることです。 お客様が最適だと感じない場合は、 私
たちはより良いソリューションの提供に向けて改善に取
り組みます。

E C O L E A N  F L E X C A R E T M  よくあるご質問（ Q & A ）



 

エコリーンについて

Ecolean AB, Box 812, 251 08 Helsingborg, Sweden, Visiting Address: Landskronavägen 23  
Phone: +46(0)10 459 40 00, info@ecolean.se, www.ecolean.com

エコリーンは、 飲料、 乳製品および液状食品業界向けの革新的な包装
システムの開発・製造をしています。 エコリーンの最新の軽量包装は、  
チルドと常温流通のいずれにおいても消費者の利便性と環境への配慮 
に優れています。 エコリーンは、 スウェーデンに本社を置くグローバル 
企業です。 1996 年の設立依頼、 中国、 パキスタン、 ロシア、 そしてヨ 
ーロッパを最大の市場として、 30 か国以上で商業活動を展開してい 
ます。


