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上記は一例です。
その他ご要望に応じて機能拡張も承ります。
詳しくはお問い合わせください。
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ライセンス情報 保守・サポート

■ ユーザー数に左右されないサーバライセンスでのご提供となります。
利用者が増加してもライセンスの追加費用は発生しません。
※アプリケーションサーバ単位での課金となります。

■ 有償のソフトウェアサポートメニューを用意しております。
■ メールによるサポートが基本となりますが、ご相談に応じて電話、リモートサービスによるサポートなどご対応可能です。
詳しい内容は、当社営業担当までご相談ください。

＋

HTTP/HTTPS
(ID/PW)

産業用機械、ロボット、食品機械、半導体製造、医療器械、輸送機器、重機、建設機械、
農業機械、ポンプ、計測器、溶接機、電子機器、精密機器、家電など　製造業その他多数

対象業種
修理受付業務、点検受付業務、修理手配業務、修理報告
サービスマン管理業務、作業員割当、保守契約管理など

用　途

直感的で使いやすい操作性！
豊富な標準機能でアフターサービス業務全般をシステムでカバー

「FieldPlanner」は、受付・見積・手配・修理と言った一連の業務の流れを統合管理することで、対応漏れを無くし
サービス業務全般のリードタイム短縮によるコスト削減及び顧客満足の向上に貢献します。

フィールドプランナー



顧客登録・検索機能

担当者検索機能 担当者アサイン機能 対応状況確認機能

問合せ受付機能 保守契約管理機能

突発的な修理依頼から定期的なメンテナンス業務まで、保守業務全般に関するオーダー情報を一元管理できる。Point

● 顧客検索機能で対象となるお客様を瞬時に特定。
● お客様の納入機器、設置場所、契約内容、過去の修理履歴等を参照、受付対応をしながらサービスオーダーを作成。
● 過去の修理履歴や契約内容を参照しながら、定期点検計画の立案も可能。

問合せ受付 受付のリードタイム短縮と適切な対応

現 場 作 業 現場作業の効率化

担当者アサイン サービスエンジニアの効率的な作業割り当てとスケジュール管理
● スケジュールの一覧表示で、メンテナンス稼働状況を可視化。
● サービスエンジニアの資格・スキル・過去の対応履歴や在籍拠点などの情報を加味しながら作業要員を割り当て。

修理・点検作業報告機器管理画面対応可否画面

● スマートフォンやタブレットの活用で、作業報告書作成などの入力を現地で行うことが可能。
● 作業対応可否の回答や機器情報について現場で閲覧が可能。

● ユーザアカウント管理
● アカウント権限管理
● 各種マスタ管理
● ロール管理
● 画面拡張

管理者機能 他システム連携事例

サービスエンジニアの稼働率を上げ、サービス対応件数を増加＝保守・メンテナンス業務の売り上げUPに繋がります。

アフターサービス業務のサービスレベル向上を支援！

保守点検・修理サービス管理支援システムフィールド
プランナー

SERVICE

オペレーター ディスパッチャー

Field Plannerの修理業務フロー紹介

サービスマンお客様

着 信 作業依頼 作業指示

修理実施 / 作業報告書作成二次受付一次受付

営業部門
開発・製造・
品質保証部門

作業担当者
サービスマン

受付担当
オペレーター

PDFPDFExcelExcel

対応状況確認
各種帳票発行
見積書 / 請求書

顧客情報 / 機器情報
問合せ登録 / メール通知
保守契約情報
引取修理手配
（代替機手配）

問合せ検索
技術スキル確認
予定（空き）確認
技術者割当 / メール通知

予定確認 / 対応可否登録
見積作成・登録 / 作業報告作成・登録
定期点検確認 / 作業報告書

障害分析 / 故障傾向（BI連携）
修理情報
サマリー出力

アフター
マーケット
市場の開拓

VOC活用

営業・開発・製造・品証部門

メンテナンス部門お客様

プロセスの
見える化

FAQ活用

修理履歴
分析

保守業務の
改善と効率化

顧客情報 / 機器情報
顧客対応履歴 / 保守契約

パーツ在庫

アサイン担当
ディスパッチャー

スマートデバイス
活用

問い合わせ・
クレーム

訪問修理・報告

攻めの保守へ

回  答

Point

サービスエンジニアが現地で仕事を完結でき、システム入力や報告の為に事務所に戻る必要が無くなる。Point

修理・点検状況の登録や写真のアップロード、
交換部品などの報告が可能です

※ スマートフォン対応はオプションです。

追加したい入力項目をドラッグ＆ドロップの
操作で簡単に追加できます。

GIS（地理情報システム)連携 パーツカタログ連携

顧客情報などのメンテナンスに関する情報をGoogle 
Mapsなどの地図上で確認できます。最寄りのサービス
拠点を瞬時に探し出せたり、GPS機能を利用する事で、
現在地から訪問先への最短ルート検索なども可能。

部品構成図とパーツカタログをビジュアルで確認しなが
ら手配部品の特定が可能。更にサービスマニュアルなど
のメンテナスに必要なドキュメントの一元管理が可能。
※画面は応用技術のWebパーツカタログ配信システム「PLEX」

カスタマイズ機能

顧客情報や製品情報の正確な把握が
可能になります

修理受付から作業完了に至るまでの
リードタイムを短縮できます

手配ミスや手配漏れが無くなり
顧客満足度の向上につながります

サービスマンのスケジュールや拠点間の
情報共有が可能になります

Field Planner 機能紹介  充実した機能と使いやすさで保守業務をサポート

企業名・電話番号などから
お客様を瞬時に特定します

問合せ内容を一括で
登録できます

修理内容を選択式に。
入力の手間を省きます

定期点検計画の
立案ができます

契約内容の
確認ができます

担当者の担当エリア、スキル
レベルで絞込み、最適な作業
員の検索が可能

担当者アイコンをドラッグ＆
ドロップの簡単操作で登録

アサイン後は担当者へ
メールで通知

ステータス毎に対応状況が
一覧で確認できます

詳細内容も同一画面上で
確認できます

対応可否を選択する
ことができます

修理・点検機器の
検索ができます 該当機器の部品を

検索できます


