Risk Management
Budget Management

グループ
Operations Management

総合 メンテナンスサービス
・ 定期保守点検の実施

・交換部品および技術者の手配

・ S/R および S/E 検査のサポート

・各種情報およびデータの提供

・ 故障原因分析およびトラブルシューティング

・ サービス履歴の保管と活用

保守費用 の 比較
保守費用
非契約船の保守費用

契約船：事前点検や部品交換による
故障率の低下とコスト削減！

契約船の保守費用

船舶の安全運行管理の効率化
経過期間

Annual Maintenance Service
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Risk Management
Budget Management
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Operations Management

安全・円滑な船舶の運航管理や
安全・円滑な船舶の運航管理や保守費用等にかかる
保守費用等にかかる負担を
にかかる負担を
減らしたくありませんか？
減らしたくありませんか？

Efficient and Effective
Maintenance Management System

計画的なメンテナンス・迅速な故障
計画的なメンテナンス・迅速な故障対応
故障対応
偶発的に発生する故障に対しては、不具合が起こってからの保守管理対
応だけでは故障率の低下や機器の長寿命化への手助けにはなりません。
定期的な保守点検によって計画的なメンテナンスを行い、故障発生頻度
を低減させることで、故障の修理による船舶のダウンタイムを極力低減
させることができます。機器の信頼性向上を目指し、寄港地での確実な
作業を実施する、ＪＲＣマリンフォネットの総合メンテナンスサービス
を是非ご利用ください。

C o n tro ll e d Data
Total avoidance of equipment failure is our main
target, accomplished by our continuing databased management. Unlike conventional on-call
maintenance service, JRC Marinfonet offers the
unique proactive maintenance service based on
the accumulated service histories of equipment,
including inspection data of Safety Radio (S/R)

効率的な船舶
効率的な船舶運航と
船舶運航と大きな
運航と大きな安心
大きな安心を
安心を

and Safety Equipment (S/E) surveys.

年間契約による保守経費の固定化
年間保守による計画的なメンテナンスと事前点検や部品の交換に
よって、従来の個別修理依頼時と比較して故障率の低下と機器の
長寿命化が実現され、多大な修理コストが軽減されます。
また、年間契約により、ばらつきが多かった保守予算管理も容易
になります。

Pro p e r Ac ti o n
Even if an equipment failure is reported, the
JRC Marinfonet maintenance management
system works effectively to minimize risks. Our

JRC 製品のメンテナンスに特化されたサービス
日本無線株式会社（JRC）の 100％子会社としてメーカーから直接技術サポートを受けているので、船舶に搭載
された JRC 製品の保守データを統合的に管理することができます。また、JRC と提携する世界 130 社以上の正規
サービス代理店ネットワークを利用できるので、世界中で JRC 製品に対する包括的なメンテナンスサービスを
ご提供できます。さらに JRC により世界の主要港 26 カ所に配備された 59 機種 500 アイテムの補修用ファースト
エイドキット（FAK）の活用や、JRC の独自技術による船舶に搭載された航海機器の遠隔診断システム「リモート
メンテナンスシステム」により機器の状態を訪船前にチェックすることで、効率的な保守・修理業務を行います。

well experienced staffs analyze each and every
reported case swiftly and efficiently using all
available onboard and external past data,
arranging the quickest appropriate action, in
order to provide the most direct route to repair
work completion.

保守管理部門の負担軽減
JRC 製の舶用電子機器の故障修理に関する依頼窓口がＪＲＣマリンフォネットに一本化されることにより、
広範囲にわたる管理業務が必要とされる保守管理部門の手間と負担を大幅に省くことができます。
具体的には、主に次のようなサービスを提供いたします。
・総合的な保守点検が年一回実施されます。
点検時に機器の不具合などが発見された場合には、その修理に必要な部品や技術者を手配いたします。
・年次検査時において、GMDSS、EPIRB、AIS、VDR/SVDR、SSAS などの事前点検が実施されます。
その際、船級により承認された技術者を手配いたします。
・報告された機器の不具合原因を分析し、その結果に基づき対処方法をお知らせいたします。
その後、必要に応じて修理用部品や技術者を手配いたします。

Ti m e l y In fo rm ati o n
JRC Marinfonet will report to our clients on a
regular basis, at specified intervals, performance
of the contracted equipment and forewarn of
possible capital expenditure to reduce the
incidence of unbudgeted costs.

