WMFサービス
世界中で認められた
素晴らしい品質
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顧客志向

WMFサービス

顧客志向

顧客満足
コーヒーは世の中の人々にますます
重要な存在となってきており、中でも
コーヒー愛飲者は好みのコーヒー
に格別の品質と最適な濃さを期待し
ています。近年に見られる技術的進
歩が生み出した期待に確実に応える
ためには、お客様が要求したときに
サービスを提供できなければいけ
ません。

どんな問題も、
解決に導く。
「ホテルやレストランからカフェやコンビニ、そしてオ
フィスからケータリング会社にいたるまで、WMFはあ
らゆる形態やサイズの顧客との仕事をこなしていま
す。WMFはコーヒービジネスに生じる課題を理解して
いるからこそ、私にとってこの事業で成功を収めるた
めに欠かせないパートナーなのです。」
貴社の成功は

マシンの可用性

いつでも、お客様に美味しいコ
ーヒーをご提供。

コーヒーの品質

上質で常に一定の品質のコー
ヒーをお客様に提供。

ビジネスの成功
商業的な成功には非常に深い理由
があるもので、業務用コーヒーマシ
ンは、それを体現する製品です。適正
な財政状態を保ち、計画的なフォロ
ーアップ費用と購入製品のメンテナ
ンス等でビジネスプランをサポート
することが、投資に対する保護につ
ながります。

計画できるフォローアップ費用
予期せぬ出費の発生防ぎ、安定した
事業継続に適正なレベルの費用計
画を立案可能られます。

日々の業務オペレーション

ご購入いただく製品の保護
コーヒーマシンの耐用期間を
最大限に延長。
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操作スキル

マシンとスタッフが手を取り合い、顧
客満足を実現。

企業コンプライアンス

衛生、安全、セキュリティ、環境規制
に準拠。

コーヒーマシンのオペレーターが守
らなければならない規則や規制の
数は依然として増え続けています。
ス
タッフの異動／退職や補充等と相ま
って、日々の業務で求められる優れ
たサービスを提供することへの課題
を示しているといえるでしょう。
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サービス概要

WMFサービス

サービス概要
長期間耐久可能な
信頼に値するパフォーマンス。
ご 購 入 い た だく当 社 コ ー ヒー マ シン は 耐 用 期 間
中 、W M F の 最 新 鋭 の メン テ ナンス を 受 けられ ま
す。WMFが自社サービスポートフォリオを継続的に改
良し続ける中でも、IoTとデジタルプラットフォーム機能
の統合は最たる例です。そして、当社サービスはモジュ
ール化されているので、お客様が必要とする適切なサ
ポートをお選びになれます。

設置

メンテナンス

修理

設置

好調な売れ行きにふさわしいスタート

純正
パーツ
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消耗品

トレーニング

デジタル

予算のご相談
とリース

新しいコーヒーマシンが設置された初日は、その耐用期
間において最も重要な日となります。操作するスタッフや
顧客がマシンの評価を決める日だからです。言うまでも
なく、第一印象を与えるチャンスは一度のみ。確実に良い
第一印象を与えたいというご要望にお応えし、それを念
頭に設置サービスを設計しました。従来の機械中心の設
置サービスと比較して、当社の優秀な専門員は見通しを
立てて、運用面のエコシステムに適うようマシンを組込
みます。

メリット：
▪ 素早く問題のない起動
▪ 水質分析による設定の最適化
▪ 個別のトレーニングとアドバイス
▪ 顧客別の拡張機能追加
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サービス概要

WMFサービス

修理

お客様が必要とする時に対応できるサポート体制
最高の品質とはいっても、脆弱になる時はいつかやって
きます。
コーヒーマシンが、
まれとはいえ期待に沿えない
そのような状態になってしまったら、利用する顧客、
スタッ
フ、そして貴社のビジネス全体にどれほどストレスなこと
か、WMFは知っています。そうした時にマシンを動作可能
な状態に戻すには、
スピードと技能が重要な要素となりま
す。
そこで、バックアップによりマシンの利用再開をサポー
トするだけでなく、持続可能な修理により、新品のように
マシンを良い状態に保つことをWMFの使命としています。

メリット：
▪ 電話サポートによる時間の節約
▪ 熟練のオンサイト技術者
▪ 初回修理の高い成功率
▪ 計画的な点検、
クリーニング、
スケール除去

メンテナンス

安定した品質の秘訣

予期しないマシン停止やコーヒー品質の低下は売れ行
きを阻む危険因子となり、不満を感じるお客様や売上へ
の悪影響を生み出してしまいます。当社はこれを理解し
ベースとする、スマートな予防メンテナンスのサービス
コンセプトを立てています。長年の経験と綿密な研究に
基づき、マシンを検査して対象を絞った確実な方法で影
響を受ける部品を交換し、十全な状態に保ちます。当社
はこのメンテナンスプロセスにデジタル監視機能を活用
することで、
このサービスコンセプトの有効性を一段と高
いレベルに引き上げています。
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メリット：
▪ 高い可用性
▪ ご購入いただく製品の保護と予測コスト
▪ 品質を保証する先回りの点検
▪ 消耗品とパーツを簡単に発注
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グローバルな存在感 / サービスプロセス

WMFサービス

グローバルな存在感

サービスプロセス

世界で裏付けされた高品質
ローカルネットワークサービス

WMFサービスパートナーは、地域に
根付いたサービスネットワークを有
し、
グローバルサービスのポートフォ
リオに基づくサービスを提供するこ
とができます。

+

インフラのサポート

=

WMFのサービスパートナーは、
グロー
バルサービスコミュニティの一員とし
て、技術サポート、
デジタルサービス、
スペアパーツ、消耗品等の取り扱いお
よびトレーニングに精通しています。

お客様の持続可能な売上に貢献する設計

一貫した安定の品質

「私たちの使命は、あらゆる面でお客様を中心に据え、他社にはな
い特別な技術を提供することです。」

WMFのサービスパートナーは、世界
的なサービス基準・評価指標・パート
ナー監査を通じて、お客様のご要望
に応えるべき高品質のサービスを提
供します。
顧客

カスタマーケアセンター

物流

現場サービス

お客様はご存知ですか？

113

85,000

400

WMFのサービスネットワー
クは113か国にて展開されて
います。

世界中の85,000人以上のお客
様が、WMFサービスの専門的
技術に信頼を寄せています。

WMFのサービスエンジニアは、
最大400個のスペアパーツをサ
ービスカーに車載しています。

230

120万

100

WMFのコーヒーマシンは世
界中の230隻のクルーズ船
で使用されています。

WMFサービスの専門的技術は
120万台以上の現在稼働中の
マシンに裏付けされています。

WMFは100年以上にわたり、
コーヒーマシン事業を継続
しています。
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カスタマーケアセンター

現場サービス

物流

あらゆるサービスの窓口を一本化す
ることで、お好みの内容を現地の言
語で気軽にご相談いただけます。ご
相談内容を真摯に受け止め対処し、
ご満足いただけるサポートを提供す
ることで解決に導きます。

迅速かつ効率的なサービスを現地
で直接提供する当社の優秀な技術
者が、
コーヒーマシンの設置から、
メ
ンテナンス、修理までサポートいたし
ます。また、コーヒーに関する知識や
技術に基づき、貴社スタッフへのトレ
ーニング・アドバイス提供、そして上
質の飲料品質実現を支援します。

高品質の純正スペアパーツと消耗品
を世界中にお届けすることがWMFの
目標です。
スマートプランニングアル
ゴリズムと培った経験を組み合わせ
ることで、いつでもどこでもビジネス
をサポートいたします。
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一目置かれる素晴らしい品質

WMFサービス

一目置かれる素晴らしい品質

コーヒービジネスの成功にWMFが選ばれる理由
1. 随一の技術的専門知識

WMFの有能なサービス専門員が、幅広く豊富なノウハウに
基づきサポートを行い、いかなる問題をも迅速に解決いた
します。

2. 信頼できるグローバルパートナー
WMFのグローバルに展開するサービスネットワークは、品質
と信頼性に定評があります。WMFをご利用の際は、いつでも
このメリットをご期待ください。

3. 貴社の成功を念頭に
WMFは常に長期的な成功に向けて取り組んでいます。
この
地球上の素晴らしいコーヒービジネスにおいて、多くのお
客様と知り合えることに誇りを持っています。

4. 技術革新の推進
WMFは、ただ「良い」評価では不十分だと考えています。その
ため、お客様のコーヒービジネスを最適化する革新的な製
品とサービスを開発し続けています。

5. そして、私たちもお客様と同様にコーヒーが大好きです。
WMF製品をご利用いただくお客様の顧客に本当に美味しい
コーヒーを提供することは、WMFにとって仕事でもあり、消
えない情熱でもあります。
12

13

WMFカスタマーサービス

お問い合わせ
詳細について確認する
WMF Group GmbH（ドイツ）
Eberhardstrasse 35
73312 Geislingen/Steige

WMF Austria（オーストリア）
Langer Weg 28
6020 Innsbruck

WMF in Switzerland（スイス）
Allmendweg 8
4528 Zuchwil

services@wmf.com

+43 512 3302
gastro@wmf.at
www.wmf-kaffeemaschinen.at

+41 32 681 62 00
vertrieb.schweiz@schaerer.com

www.wmf-coffeemachines.com

SEB Professional BeLux BV
（デンマーク） SEB Professional Iberia S.A.（イベリア） SEB Professional UK Limited（英国）
Boomsesteenweg 608
Avda. Llano Castellano, 15
31 Riverside Way
2610 Antwerpen
28034 Madrid
UB8 2YF Uxbridge
+32 828 11 28
sales.belgium@seb-professional.com
www.wmf-coffeemachines.com/nl_be
SEB Professional France SARL
（フランス）
13 - 15 Rue Claude Nicolas Ledoux
94000 Créteil
+33 1 49 80 80 10
commercial-fr@seb-professional.com
www.wmf-coffeemachines.fr

+91 3341216
maquinasdecafe@wmf.es
www.wmf-coffeemachines.es
SEB Professional Nederland B.V.
（オランダ）
Gyroscoopweg 82-84
1042 AX Amsterdam
+31 20 480 80 85
business@wmf.nl
www.wmf-coffeemachines.nl

+44 1895 816100
sales@wmf.uk.com
www.wmf-coffeemachines.uk.com
株式会社 SEB Professional（日本）
〒104-0045
東京都中央区築地5-6-10
浜離宮パークサイドプレイス 13階
+81 3 3541 1941
wmfj@wmf-japan.co.jp
www.wmf-japan.co.jp

SEB Professional (Shanghai) Co., Ltd. SEB Professional LATAM & Caribbean SEB Professional North America
（上海）
（ラテンアメリカおよびカリブ海）
（北米）
1318 North Sichuan Road, ICP, Unit 1101 PH Brazil 405, Oficina 7D
15501 Red Hill Avenue, Suite 200
200080 Shanghai
Avenida Brasil
Tustin, California 92648
Ciudad de Panama
+86 021 2601 6288
+1 888 496 3435
Panama
coffeemachine@wmf-ap.com
coffee@wmfnorthamerica.com
www.wmf-coffeemachines.com
+507 60171520
www.wmf-coffeemachines.us.com
COliver@seb-professional.com
www.wmf-coffeemachines.com
本書の記載内容は、技術仕様の変更、記載情報の
誤字、誤りにより変更されることがあります。
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