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Alfa Laval –　ブランド力の高さ

世界各国のマーケットリーダー、プレミアムブラ 
ンド

 • 製品、サポート、サービス、コストパフォー 
マンスの高さで定評のある会社

 • 大口顧客と納入データベースを確立 

 • パートナービジネスを推進するための強力なマ
ーケティング

Alfa Laval –　パートナーと共に歩む会社

40年以上にわたる熱交換器販売の流通文化

 • 明確なパートナーシップ体制
 • T透明性のある価格ガイドライン
 • 熱交換器販売量 70％以上がパートナー経由
 • アルファ・ラバルは、販売代理店が設立され活動

している場合、パートナーに代わって直接販売を
行うことは決してありません。

 • お客様からの問い合わせを代理店へ紹介
 • 10社以上の代理店と40年以上のパートナー関係

Partner Quote

”アルファ・ラバルはGPHEで最高のブランドであり、
私の顧客は製品の品質を認めているからです。“
Andrés Sustayta – Goelbra Industrial S.A. de C.V.
www.goelbra.com

Partner Quotes

“明確なルール、素晴らしい品質、組織”.”
Alexandre Martins – Gamatermic Técnica e Comércio Ltda.
www.gamatermic.com.br

“アルファ・ラバルの製品は、私たちに自信を与え
てくれ、常に私たちと共にいてくれるからです。.”
Ufuk Toku – DEĞİŞİM ISI TEKNİK ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER MAKİNE 
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
www.degisimisiteknik.com



Alfa Laval –　最新の製品ラインナップ

次世代熱交換器は、お客様のニーズと最新の仕様
に応え、効率を考えて開発されています。

 • 最も新しく、効率的、省エネで環境に優しい製
品群

 • 顧客メリットに応じた様々な利点
 • ガスケット、ろう付け、融着、溶接など、あらゆ

る熱交換器製品のワンストップショップ

Partner Quote

“最高の効率、優れた価格、多くのサイズの機器、 
短納期、最高の技術と絶え間ないイノベーション.” 
Andrés Sustayta – Goelbra Industrial S.A. de C.V.
www.goelbra.com



Alfa Laval –多種多様なパートナーのビジネスニーズを理解

100以上の拠点とスタッフを有する卸売業者であっても、地元のお客様にソリューションを提供するエンジニ
アリング会社であっても、アルファ・ラバルはお客様のビジネスの成功を支援するために、適切なパートナー
へのアプローチと販売ツールを提供します。

熱交換器を扱うエンジニアリング会社 
顧客との深い信頼関係、カスタマイズされたソリ
ューション、深いアプリケーションのノウハウを提
供すること。アルファ・ラバルはエンジニアリング
企業として、お客様にサービスを提供するための
適切なツールとアプローチを持っています。私たち
は、時間をかけてお客様をサポートし、市場で力
を発揮できるようにします。
 • アルファ・ラバルの製品およびアプリケーショ

ンに関する徹底的なトレーニング、対面式、画
面共有、オンラインによる24時間

 • 365日体制のアカデミー
 • グローバルな成功事例の共有
 • 電力、熱回収、稼働時間におけるお客様の節約

を実現するサステナビリティアプローチ
 • オンラインROI（投資/回収）計算ツールで顧客

に提案書の提出
 • 現地語版販売資料

卸売り業者
広範な顧客基盤、社内EDI、在庫、物流、スピード
と実行力に対する価値、アルファ・ラバルは、お客
様にサービスを提供するための適切なツールと対
応策を持っています。私たちは、タイムシェアとマイ
ンドシェアにおけるお客様の課題を理解し、それ
に対応していきます
 • 標準化され、事前に構成されている製品群
 • 標準的なアプリケーションに対応する製品
 • Sオンライントレーニングの簡略化
 • 在庫を活用した迅速なサービス
 • オンラインデジタルツールから素早く選択可

能 - 製品ガイド
 • アルファ・ラバルPIM（製品情報管理）に

よるデジタルEDI接続(Product Information 
Management)

 • 一括注文で輸送コストを最小化
 • 他の保有製品よりも高い利益率 

Partner Quote

“良い製品とそれを理解する人たち”. 
Bertil van Santen – Ubel / Technische Unie
www.technischeunie.nl

Partner Quote

“最強のブランドと優れた技術サポート。”
Jackapon Udomsintorn – Winawin Engineering Co., Ltd
www.winawineng.com



Alfa Laval – 取引しやすい会社

 • オンライン eビジネス Alfa Laval いつでも選
択、設定、注文、追跡ができるツール

 • 在庫数、納期、お客様の割引、譲渡価格、注
文のトレーサビリティはすべて即座に更新さ
れます。

 • 標準テンプレートの使用により、最適な提案
が可能

 • 翌日配達の「エクスプレス・オーダー・ライン」 
（別料金）。

 • 何を、どこで、どのように販売するか、顧客に
サービスを提供するためのオンライントレー
ニングが24時間365日提供されます。

Alfa Laval –　業界の最新動向をリードし
ている

 • 生涯コスト、持続可能性、環境を考慮し、エンド
ユーザーを保護するAHRI性能認証

 • 電気代、熱回収、稼働率など、お客様の節約に
つながる投資/回収の提案のできるサステナビ
リティのためのソリューション

 • すべてのガスケット式およびほとんどのろう付
けプレート式熱交換器のBIMモデリング

 • データセンターなど急成長するアプリケーショ
ン

 • SEO対策を施した専用ランディングページ
 • デジタルプレゼンス、分析、パートナーとの共有

Partner Quote

“...我々はこれなしではやっていけない！冗談は
さておき：我々はALがパートナーに望む対応に
非常に満足している、我々はこの事がこれからも
続きていくことを見続けたい。“
Dario Ghezzi  – hintec srl
www.hintec.it

Partner Quote

“「時代の先端を行く優れた企業。常に開発に投
資している。市場における技術の参照。環境に常
に配慮している。パートナーとのビジネスに関し
ても、常に存在感を示し、長期的な関係の発展
に尽力している企業。”
Alexandre Vieira – TECSUL Equipamentos e Serviços Ltda
www.tecsul.com.br



Alfa Laval – 販売ツールによるパートナ
ー支援

 • プレートの機能をコスト削減としてお客様にメ
リットとして伝える方法

 • 製品の特長をを最もよく説明するための、より
分かりやすい資料

 • 使いやすいカットアウト(プレートサンプル)販
売キット

 • 見込み顧客のためのユニークなパートナー
URLの製品ガイド

 • コンサルタントツールを備えたHeating and 
Cooling Hub

 • オンライン熱交換器交換計算ツール

Alfa Laval –　サービスと部品供給

 • 予備品・交換品 部品販売で最大の設置台数
 • InTouchは、G-predictツールを備えた使いやすい

オンラインインストールベース情報
 • ほとんどのグローバルブランドの交換用ガスケッ

トやプレートをオールブランドで利用可能
 • 世界のアルファ・ラバルサービスセンター、製品お

よび業界の専門家
 • 熱画像性能監査VCA

 • 熱交換器ごとのQRコード 
- InTouchと統合され、自動的に入力される 
- QRランディングページにパートナーの連絡先デ
ータを掲載

Partner Quote

“より良い品質の製品、戦略立案の支援、強いコミ
ットメント、製品選択に関する専門的な分析、プ
ロセスへの注力など.”
Rama Chandra Murthy – Surya Sankara Trading Pvt. Ltd.
www.suryasankara.com

Partner Quote

“アルファ・ラバルは、市場価格が高いにもかか
わらず、長寿命で性能が保証された品質を持っ
ています。また、サービスの満足度も高いです。”
Se-Ho Kim – ALFA ENGINEERING CO.
www.alfaenggsolutions.com



アルファ・ラバルは、販売代理店と
協力して業界リードしていきます。

Partner Quote

“過去10年間、アルファ・ラバルと楽しく仕事をしてきましたが、今後もアルファ・
ラバルが私たちをリードして、より多くの価値とパフォーマンスを生み出してくれ
ると信じています。“
Fan Jiayu – Guangzhou Kaiyan Mechanical & Electrical Equipment Co., Ltd.

2021年3月～5月に実施したパートナーのアンケートより
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アルファ・ラバルとは 
アルファ・ラバルは、エネルギー、船舶、食品飲料の各
分野において、約 100 カ国のさまざまな業界で専門知
識、製品、サービスを提供しています。当社はプロセスの
最適化、責任ある成長の実現、進歩を促す活動に全力
で取り組んでいます。お客様のビジネスそして持続可能
性目標の達成を可能にするために、常に前進していま
す。

アルファ・ラバルの革新的な技術は、材料の浄化、精
製、再利用に貢献し、天然資源のさらなる利用に取り組
んでいます。これにより、エネルギー効率と熱回収の改
善、より優れた水処理、廃熱の削減に寄与しています。
その結果、アルファ・ラバルはお客様はもとより、ヒトと
地球にとっても、より迅速に成功を実現します。日々より
良い世界を造るためにこれらすべて、アルファ・ラバルが
進める Advancing better™ です。

アルファ・ラバルの連絡先 
当社のウェブサイト (www.alfalaval.jp) では、当社連絡先
の最新情報を公開しています。


