
■旧棚POWER （Ver17.10以前），棚POWER 2011 以降 機能対比一覧表

2011 以降 機能名 詳細・備考
マスターメンテナンス

分類 商品分類・メンテナンス，棚割分類・メンテナンス
スプリットボタンの上/下の「メンテナンス」を選択
商品分類では階層分類の切り替えが可能

商品情報 商品情報・メンテナンス
スプリットボタンの上/下の「メンテナンス」を選択
個別情報は≪個別情報≫の押下が必要

商品情報・印刷
マスター管理情報 商品分類メンテナンス・［出力］ ［出力］押下後、設定画面の［詳細設定］内に件数出力チェックがあり
商品情報エラー情報/エラーリスト 商品情報エクスポート・［詳細設定］ エクスポート時の［詳細設定］ボタン内「詳細設定」（※出力する内容により場所は異なる）
簡易カタログ/棚ラベル 棚割帳票・集計帳票 簡易カタログ→商品カタログ に名称変更
新製品：発売中止 商品情報エクスポート・［詳細設定］ エクスポート時の［詳細設定］内「新製品/発売中止」（※出力する内容により場所は異なる）

商品情報・一括削除 商品情報・一括削除 絞込設定で商品の絞込みが可能/個別情報のみ削除も可能
商品情報・一括修正 商品情報・一括編集（基本/個別情報） 一括編集(基本)と一括編集(個別情報)があり
イメージ 商品画像・メンテナンス スプリットボタンの上/下の「メンテナンス」を選択
ＰＯＰ POP情報・メンテナンス スプリットボタンの上/下の「メンテナンス」を選択
売上情報 売上情報・メンテナンス スプリットボタンの上/下の「メンテナンス」を選択

什器 什器情報・メンテナンス
スプリットボタンの上/下の「メンテナンス」を選択
【新機能】 ひな台，吊下台

－ 詳細設定・使用分類 【新機能】
－ 詳細設定・ユーザー定義（商品項目） 【新機能】

データ移行/マスターメンテナンス
分類 マスターメンテナンス・商品分類/棚割分類・エクスポート/インポート 詳細設定にて、出入力項目の選択が可能

商品情報 マスターメンテナンス・商品情報・エクスポート/インポート 詳細設定にて、出入力項目の選択が可能

イメージ マスターメンテナンス・商品画像・エクスポート/インポート 詳細設定にて、出入力項目の選択が可能

ＰＯＰ マスターメンテナンス・POP情報・エクスポート/インポート 詳細設定にて、出入力項目の選択が可能

売上情報 マスターメンテナンス・売上情報・エクスポート/インポート 詳細設定にて、出入力項目の選択が可能

陳列状況 データ移行・エクスポート/インポート 棚割モデル情報出力時の詳細設定で「陳列状況」の選択が可能

支店展開 × 削除/商品情報コンバージョンを使用してやり取りは可能

什器 マスターメンテナンス・什器情報・エクスポート/インポート 詳細設定にて、出入力項目の選択が可能

ハンディ × 削除

カテゴリー マスターメンテナンス・カテゴリー・エクスポート/インポート 詳細設定にて、出入力項目の選択が可能

エクスポートウィザード データ移行・エクスポート

インポートウィザード データ移行・インポート

データ変換・業界データ データ移行・エクスポート/インポート エクスポート/インポート内で選択が可能

データ変換・テキストデータ データ移行・インポート インポート内で選択が可能

棚ＳＣＡＮ データ移行・棚SCAN 棚SCAN選択後、種類を選択

棚割操作
カテゴリー マスターメンテナンス・カテゴリー 詳細設定にて、絞込みが可能
モデル設定

モデル情報 （棚割モデル表示後）棚割操作・「基本情報」内「基本情報」タブ
ゴンドラ№ （棚割モデル表示後）棚割操作・「基本情報」内「ゴンドラ№」タブ
分析設定1 （棚割モデル表示後）棚割操作・「分析設定」 レジ通過人数は売上情報マスター内に保持（登録があれば使用可能）
分析設定2 （棚割モデル表示後）棚割操作・「分析設定」内「共通設定」 クロスABC分析は各機能内で選択できるよう変更
分析設定3 （棚割モデル表示後）棚割操作・「分析設定」内「詳細設定」
共通棚割 （棚割モデル表示後）棚割操作・「基本情報」内「棚割モデル割付」タブ
－ （棚割モデル表示後）棚割操作・「基本情報」内「棚割画像」タブ 【新機能】

商品リスト 棚割操作・商品リスト 棚割の右側に表示される/非表示時は棚割操作・表示設定「商品リスト」から表示可能

仮置き 棚割操作・仮置情報1/仮置情報2 棚割の下に表示される タブで1と2を切り替えが可能

フェイシング

旧棚POWER 機能名
メンテナンス

ユーティリティー

運用
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2011 以降 機能名 詳細・備考旧棚POWER 機能名
棚割操作

商品挿入 商品配置・商品挿入
［商品配置］左上の左詰め・右詰め・均等・自由（未選択時）から、挿入パターンが選択可能
棚内の商品上で右クリックしてメニューを表示、選択可能

商品複写 商品配置・商品複写
［商品配置］左上の左詰め・右詰め・均等・自由（未選択時）から、挿入パターンが選択可能
棚内の商品上で右クリックしてメニューを表示、選択可能

商品移動 商品配置・商品移動
［商品配置］左上の左詰め・右詰め・均等・自由（未選択時）から、挿入パターンが選択可能
棚内の商品上で右クリックしてメニューを表示、選択可能

商品削除 商品配置・商品削除 棚内の商品上で右クリックしてメニューを表示、選択可能

積上 商品配置・積上/積下・［積上］
積上は同一面、面指定、別商品から選択可能
同一面積上げは、棚内の商品上で右クリックしてメニューを表示、選択可能

積下 商品配置・積上/積下・［積下］ 棚内の商品上で右クリックしてメニューを表示、選択可能

面変更 商品配置・面変更
段指定→棚指定 に名称変更
棚内の商品上で右クリックしてメニューを表示、選択可能

配置調整 商品配置・配置変更
配置調整→配置変更 に名称変更
棚内で右クリックしてメニューを表示、選択可能

手前挿入 商品配置・手前挿入
投込 商品配置・投込商品
ダミー商品 商品配置・ダミー商品
未陳列 商品配置・フリー領域 未陳列→フリー領域 に名称変更/高さの指定が可能に
仕切板 商品配置・仕切板
什器設定 什器配置 什器配置内の一括編集にて、棚厚や台高が一括設定可能
什器編集 什器配置・詳細設定
－ 什器配置・カセット挿入 【新機能】
－ 什器配置・一括設定 【新機能】

在庫編集 商品配置・在庫編集
実在庫数量/陳列在庫数量の2種類の在庫数量が入力可能
棚内の商品上で右クリックしてメニューを表示、選択可能

商品詳細 商品配置・商品詳細
タブで各項目に分けられている
棚内の商品上で右クリックしてメニューを表示、選択可能

表示順位 商品配置・表示順序
ＰＯＰ POP配置
表示切替 棚割操作・ステータスバー フェイシング画面下のステータスバーの並びにボタンや倍率調整あり
一時保存 自動保存/呼び出しするため機能削除
印刷 棚割操作・画像出力
終了 棚POWERボタン（丸ボタン）より「閉じる」 画面右上の「×」からも可能（手前の方）

参照モデル 棚割操作・開く・読み取り専用で開く 読み取り専用で開くを選択すると上書き保存不可
オプション 棚割操作・オプション
分析検証

構成比率表 棚割操作・分析検証・構成比率表
分布表 × ハイライトと統合
トレンド分析 棚割操作・分析検証・トレンド分析 月管理・週管理のデータのみ使用可能
価格帯グラフ 棚割操作・分析検証・価格帯グラフ
価格帯ポートフォリオ × 散布図と統合/出力値に売価項目を選択して使用
バブルチャート 棚割操作・分析検証・バブルチャート
マトリックス分析 棚割操作・分析検証・マトリックス分析
散布図 棚割操作・分析検証・散布図

ゾーニング 棚割操作・ゾーニング
売上予測 棚割操作・売上予測 棚割モデルの表示後に可能
左右反転 棚割操作・商品配置・配置変更 フェイシング上で右クリック・配置変更・左右反転も可能
フェイス調整 棚割操作・フェイス調整 棚割モデルの表示後に可能
ハイライト分析 棚割操作・ハイライト 棚割の右側に表示される/非表示時は棚割操作・表示設定「ハイライト」から表示可能
陳列検索 棚割操作・陳列検索 棚割の右側に表示される/非表示時は棚割操作・表示設定「陳列検索」から表示可能
全画面 棚割操作・陳列検索 内「全体表示」 棚割の右側に表示される/非表示時は棚割操作・表示設定「陳列検索」から表示可能

棚割チェック × 削除（今後のバージョンで新機能として搭載予定）

運用

フェイシング・機能ツール
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2011 以降 機能名 詳細・備考旧棚POWER 機能名
棚割操作

３Ｄ表示 棚割操作・３Ｄ表示

－ 棚割操作・図形配置 【新機能】
モデル保存 棚割操作・棚割保存

帳票作成
棚割図 棚割図表系・棚割図 棚割表示時のみ「帳票作成」アイコン表示。それ以外は「一括出力」より出力。以下同じ
棚割図表 棚割図表系・棚割図表
棚割表 棚割図表系・棚割表
陳列情報 明細一覧系・陳列商品一覧表
オーダーブック 専用帳票系・オーダーブック
棚ラベル 専用帳票系・プライスカード
追加カット一覧表 追加変更系・追加変更一覧表
分析表 分析帳票系・商品集計表
クロス分析表 分析帳票系・クロス集計表
クロスABC分析表 分析帳票系・クロスABC集計表
使用棚情報 明細一覧系・使用什器一覧表
簡易カタログ 専用帳票系・商品カタログ
見積書支援 専用帳票系・見積書
追加変更棚割表 追加変更系・追加変更棚割表/棚割図/棚割図表 旧追加変更棚割表を図/表/図表に分割
仮置情報 明細一覧系・仮置商品一覧表
提案書 × 複合出力と統合
追加変更棚ラベル 追加変更系・追加変更プライスカード
ゾーニング表 分析帳票系・ゾーニング表
陳列ゾーニング表 分析帳票系・ゾーニング表 ゾーニング表の詳細設定で選択
－ 台別集計表 【新機能】
ユーザー計算式設定 帳票作成・詳細設定・ユーザー定義（出力項目） 帳票出力時は「ユーザー定義（出力項目）」より選択

一括編集/集計帳票/データ移行
モデル一括出力 データ移行・エクスポートより「棚割モデル情報」選択
モデル一括入力 データ移行・インポートより
モデル一括複写 棚割操作・一括編集・棚割モデル一括複写 一括編集は棚割モデルを表示している際はアイコン非表示
モデル一括削除 棚割操作・一括編集・棚割モデル一括削除
モデル結合 棚割操作・一括編集・棚割モデル結合
一括商品入換 棚割操作・一括編集・商品一括入換
－ 棚割操作・一括編集・仮置一括挿入 【新機能】
－ 棚割操作・一括編集・陳列在庫一括編集 【新機能】
フェイス調整 棚割操作・フェイス調整 棚割モデルの表示後に可能
パターン管理 棚割操作・一括編集・棚割モデル割付
モデル一括再分析 棚割操作・一括編集・棚割モデル一括再分析
モデル項目変更 棚割操作・一括編集・棚割モデル一括編集
モデル一括印刷 帳票作成・一括出力
モデル一括印刷（追加カット） 帳票作成・一括出力（追加変更）
追加カットモデル分析 帳票作成・集計帳票・追加変更集計表
提案書ウィザード 帳票作成・複合出力
星取表 帳票作成・集計帳票・星取表 設定画面内「一覧表示（店舗/モデル）」チェック有効
モデル分析 帳票作成・集計帳票・星取表 設定画面内「一覧表示（店舗/モデル）」チェック無効
モデル検索 △ 独立機能としては削除/棚割モデル選択時に「詳細設定」からJANコード検索可能
ダミー一覧表 帳票作成・集計帳票・「未登録商品一覧表」
モデル複合分析(モデル) 帳票作成・集計帳票・「棚割モデル集計表」
モデル複合分析(分類) 帳票作成・集計帳票・「商品分類集計表」
モデル複合分析(アイテム) 帳票作成・集計帳票・「商品集計表」
モデル複合分析(クロス分析) 帳票作成・集計帳票・「クロス集計表」

運用

帳票作成

モデル活用
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2011 以降 機能名 詳細・備考旧棚POWER 機能名
2011以降 POS分析

運用・POS分析 棚割操作・POS分析

データベース設定

接続設定 棚POWERボタン（丸ボタン）・環境設定・サーバー ODBCからファイル管理へ変更

テーブル作成 棚POWERボタン（丸ボタン）・テーブル作成 環境設定で｢SQL Server」「Oracle」を選択している時のみ表示

－ 棚POWERボタン（丸ボタン）・アップロードパスワード設定 【新機能】

テーブル初期化 棚POWERボタン（丸ボタン）・マスター初期化

メンテナンス マスターメンテナンス タブ

POS企業マスター 企業情報・メンテナンス スプリットボタンの上/下の「メンテナンス」を選択

POS店舗マスター 店舗情報・メンテナンス スプリットボタンの上/下の「メンテナンス」を選択

POS種別マスター × 削除/カテゴリーへ変更

週番号マスター 週番号・メンテナンス

メンテナンス マスターメンテナンス タブ

POS情報削除 売上情報・一括削除

レジ通過人数削除 レジ通過人数・一括削除

ユーティリティー マスターメンテナンス/データ移行 タブ

ユーティリティー・POS企業マスター マスターメンテナンス・企業情報・（エクスポート,インポート）　 データ移行（エクスポート,インポート）からも可能

ユーティリティー・POS店舗マスター マスターメンテナンス・店舗情報・（エクスポート,インポート） データ移行（エクスポート,インポート）からも可能

ユーティリティー・POS種別マスター × 削除/カテゴリーへ変更

データインポート・POS情報 マスターメンテナンス・売上情報・（エクスポート,インポート） データ移行（エクスポート,インポート）からも可能

データインポート・レジ通過人数 マスターメンテナンス・レジ通過人数・（エクスポート,インポート） データ移行（エクスポート,インポート）からも可能

POS分析 分析 タブ

分析実行・条件設定 新規作成～各種条件設定

ランキング／ギャップ分析
ランキング分析
ギャップ分析

ランキングとギャップを別々の分析項目として独立

クロスABC分析 クロスABC分析

グラフ分析 グラフ分析

時系列分析
時系列分析
前年比較

時系列分析内の「前年比較」を分析項目として独立

棚POWER ボタン内/データ移行/マスターメンテナンス
DBサーバーインターフェース × 一部をデータ移行・アップロード/ダウンロードに統合

自動DOWNロード データ移行・ダウンロード・自動設定 設定後は棚POWER起動時に自動ダウンロードのメッセージを表示

テーブル作成 棚POWERボタン（丸ボタン）・テーブル作成 環境設定・基本設定(1)の利用環境が「サーバー」の時のみ表示

テーブル初期化 棚POWERボタン（丸ボタン）・マスター整理・マスター初期化 環境設定・基本設定(1)の利用環境が「サーバー」の時のみサーバーデータを初期化

サーバーメンテナンス マスターメンテナンス・商品情報 サーバータブに切り替えて使用/参照・ダウンロードのみ可能

サーバーUP/DOWNロード・分類 データ移行・アップロード/ダウンロード 環境設定・基本設定(1)の利用環境がクライアントで「サーバー環境を使用する」有効時のみ表示

サーバーUP/DOWNロード・商品情報 データ移行・アップロード/ダウンロード 環境設定・基本設定(1)の利用環境がクライアントで「サーバー環境を使用する」有効時のみ表示

サーバーUP/DOWNロード・イメージ データ移行・アップロード/ダウンロード 環境設定・基本設定(1)の利用環境がクライアントで「サーバー環境を使用する」有効時のみ表示
サーバーUP/DOWNロード・売上情報 データ移行・アップロード/ダウンロード 環境設定・基本設定(1)の利用環境がクライアントで「サーバー環境を使用する」有効時のみ表示
サーバーUP/DOWNロード・POP データ移行・アップロード/ダウンロード 環境設定・基本設定(1)の利用環境がクライアントで「サーバー環境を使用する」有効時のみ表示
サーバーUP/DOWNロード・カテゴリー データ移行・アップロード/ダウンロード 環境設定・基本設定(1)の利用環境がクライアントで「サーバー環境を使用する」有効時のみ表示
サーバーユーティリティー × クライアント環境では使用不可に

サーバー

V17 POS分析
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2011 以降 機能名 詳細・備考旧棚POWER 機能名
棚POWER ボタン内/データ移行/マスターメンテナンス

ＤＢチェック 棚POWERボタン（丸ボタン）・マスターチェック

マスター整理 棚POWERボタン（丸ボタン）・マスター整理・マスター整理

インデックス再構築 棚POWERボタン（丸ボタン）・マスター整理・インデックス再構築

バックアップ・リストア処理 データ移行・バックアップ/復元

商品情報・イメージ削除 × マスターメンテナンス・商品情報・一括削除/マスター整理に統合

指定モデル外JAN出力
マスターメンテナンス・商品情報・一括削除
マスターメンテナンス・商品画像・一括削除

絞込設定・［指定モデル外共通商品コード］から

環境設定ファイル出力 棚POWERボタン（丸ボタン）・環境設定・出力

棚POWER ボタン内
環境設定 棚POWERボタン（丸ボタン）・環境設定

ＰＤＦ設定 棚POWERボタン（丸ボタン）・出力設定・PDF設定

Ｅｘｃｅｌ設定 棚POWERボタン（丸ボタン）・出力設定・Excel設定

ＰＴＳコメント出力設定 棚POWERボタン（丸ボタン）・出力設定・PTS設定 モデルコメント→棚割モデルコメントに変更し、こちらの機能は出力共通商品コードで対応

イメージ解像度設定 棚POWERボタン（丸ボタン）・出力設定・画像解像度設定

ＩＤ登録 棚POWERボタン（丸ボタン）・ID管理

初期化 棚POWERボタン（丸ボタン）・マスター整理・マスター初期化

その他設定 棚POWERボタン（丸ボタン）・その他設定 【新機能】

［2017年5月 改訂］

マスター管理

管理者に向けて
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