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開設！

※土日・祝日はお休みをいただいております

お問合せメールアドレス

tp-support@cyber-l.co.jp

☎ 0120-987-571
WEBで使い方を
いつでも確認！

で

棚パワー

検索

発行…

http://cyberlinks-portal.com/

一括設定で各段の棚高を設定可能に
棚高を設定する際は棚高移動か、什器の

お待たせしております。最新バージョンの棚POWER Ver 6.00を2017年 5 月下旬にリリースいたします。
今しばらくお待ちくださいませ。
また、バージョンアップに合わせて、新機能紹介を中心とした棚POWER SCHOOLも6 月中旬頃の開催予定です。
詳細は来月号でご案内いたします。
今月号から棚POWER Ver6.00 搭載予定の新機能についてご紹介いたします。

新機能紹介 第 1 弾！
複数の商品を投込陳列可能に

Ver6.00
では

10:00 〜 12:00 13:00 〜 17:00

当社の流通業界向けサービスをご紹介する「サイバーリンクス流通ポータルサイト」を
開設しました。棚割システム以外にも、ＥＤＩ、食品スーパー向け基幹システム、ネット
スーパーなど様々なサービスをご提供しています。ぜひご覧ください。

Ver6.00 リリースのお知らせ

今まで

受付
時間

今まで ［詳細設定］より各段ごとに変更する
必要がありました。

Ver6.00
では

［一 括 設 定］機 能 に よ り 各 段 の 棚 高 を
一 括 で 設 定 で き る よ う に な り ま す。
そのため、複数台の棚高を一括で変更
でき、段ごとに設定する手間が省けます。

圧縮陳列している商品の判断が容易に

投込商品として棚に並べるときは一つの商品しか選択できませんでした。
複数の商品を指定したジャンブル陳列が簡単に再現できるようになります。棚内で投込商品の配置場所を
選択すると、編集画面が表示され複数商品を選んで設定することができます。
なお棚割編集画面上には選択した先頭の商品の画像が表示されます。
投込商品を置きたい場所をクリック
すると、編集画面が表示されます。

表示面は優先面を表示
投込商品上に表示させる面は、
商品情報に登録されている優先
面を表示します。

棚内のどの商品が圧縮して
陳列されているのかを確認
することができるようになり
ます。
オプションの設定をする
ことで、棚割編集画面上の
商品に色を付けることが
できます。

圧縮陳列状態でも仕切板の一括挿入可能に
仕切板を一括挿入する場合、商品を圧縮陳列している状態でも最大値まで圧縮して挿入することができるようになります。

上面

正面

※現在、開発中のため操作画面は変更となる可能性があります。

今まで
Ver6.00
では

棚POWER で取込可能なモデルの形式は外部棚割モデル［＊.TPW ］
、棚割配置情報（PTS）
［＊.CSV］、
外部棚割モデル（旧）
［ ＊.MDL］でした。
店 POWER から出力された外部棚割モデル［＊.MPW ］のファイル形式も取込可能になりました。
また、インポートだけではなく外部モデルからの参照も可能です。

今年も東京ビッグサイトにて開催されます
『リテールテック JAPAN』
に出展致します。
当社のブランドコンセプト「LINK Smart」に基づいた最適な SCM 支援をご紹介
させていただきます。
棚割業務コーナーでは、棚POWER・店 POWER の製品紹介、他システムとの連携
などをご提案いたします。
昨年に引き続き、弊社スタッフ一丸となって、お客様のご来場をお待ちしております。

2017年 3月7日
（火）
〜3 月10日
（金）

サイバー
リンクス
寺岡精工様

東京ビッグサイト

日時 10:00-17:00（最終日のみ16:30） 場所 東 1.2.3 ホール

東芝テック様

日立グループ様
至 東１ホール入口

MPW 形式の棚割モデル情報も取込可能に

に今年も出展致します！

富士通様

NEC グループ様
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サポートセンターをご利用ください
受付時間

10:00 〜 12:00
13:00 〜 17:00

TEL

0120-987-571

よくあるご質問コーナー
?

棚POWER の操作に関する不明点や要望があればサポートセンターまでご連絡ください。
専任スタッフが皆様の作業をお手伝いいたします。

FAX

06-6350-5866

MAIL

tp-support@cyber-l.co.jp

ユーザーの皆様よりたくさんのお問合せをサポートセンターにいただいております。
このコーナーでは、その中からよくあるご質問を厳選してご紹介します。

Q.

取引先が棚POWER 以外の棚割ソフトを使っているのですが、モデル
情報と商品情報を送ってほしいと言われました。どのように出力すれば
よいですか？

A.

棚POWER 以外の棚割ソフトをご利用の取引先にも棚 POWER から情報を
出力して渡すことができます。以下に、手順をご案内します。

?

Q.
A.

棚割の編集画面では背景が黒になっているように思うのですが、棚割図を
出力した際には背景が白で印刷されます。黒で出力したいのですが
どうすれば良いですか ?

おそらく、背板色の設定が白になっているために、帳票で出力した際に白で
出力されてしまうのだと思われます。什器の設定で変更することが可能です
ので、下記に手順をご案内します。

操作手順

操作手順
1.［データ移行］−［エクスポート］を選択します。

1.［什器配置］−［一括設定］を選択します。
2.「背板色」を任意の色（ここでは黒）に設定後、
［一括設定］
ボタンを押します。
3.［帳票作成］−［棚割帳票］−［棚割図］を選択後、
「プレビュー」
ボタンを押して、背景が黒で表示されていることを確認し、
［実行］ボタンを押して、帳票を出力します。

2.［新規にエクスポートする］を選択し、［次へ］進みます。
3.［エクスポート情報の選択］画面で「商品情報 - 業界データ プラネット」と「棚割モデル情報」を選択します。
を
4.「エクスポート条件の選択」画面で［棚割モデル情報で絞り込む］
選択します。
5. 次の画面で、
任意の棚割モデルを選択します。
（複数選択可能です。）
選択後、［次へ］進みます。
［詳細設定
（1）
］
［
、詳細設定
（2）
］
6.［業界データ］の［詳細設定］ボタンを押し、
タブで、商品情報、商品画像が有効になっていることを確認します。

什器の背板色を設定しても棚割図の背板
色が変更されない場合は、[ 什器配置］
−
［詳細設定］−［台情報］タブを開いて、
［背板を出力する（３D 表示／棚割図）］の
チェックボックスを有効にします。

7. 棚割モデル情報の［詳細設定］ボタンを押し、ファイル形式を「棚割
配置情報（PTS）Ver2.0」を選択し設定します。
8.［実行］ボタンを押し、任意の場所にフォルダを作成し、そのフォ
ルダ内にエクスポート実行します。
棚割配置情報
（PTS）
は棚割ソフト間のデータ連携を可能にした
共通のフォーマットです。

棚POWER 事業室専用サイトでもよくあるご質問を公開しています。操作中にエラーが出た場合や不明点があればご活用ください。

Ver1.0…商品が棚のどの位置にあるかの配置場所や、フェイス数
などの「配置情報」に対応
Ver2.0…
「配置情報」に加え、
「台情報」
「棚情報」
（什器のサイズ）
などに対応
Ver3.0…Ver2.0に加え、手前挿入や別商品積上などの再現に対応

Q&A

http:// faq.tanapower.com/

棚POWER 事業室専用サイトトップ >> ユーザーサポート >> Q&A（よくあるご質問）

WEBで PDF 公 開中！

棚POWERをご契約いただいている正規ユーザー様のみ、棚POWER
事業室専用 WEB サイトにて
ユーザー ID：tp0316 パスワード：etyosn （いずれも全て半角小文字）
で 検索
棚パワーインフォメーション
正規ユーザー様のみに、閲覧に必要なユーザー ID とパスワードをお伝えしています。
「棚POWER インフォメーション」の PDFを閲覧・ダウンロードしていただけます。
※ユーザー ID・パスワードは、口頭にてお伝えすることは控えさせていただいております。
棚割シーズンになりました

閲覧には、ユーザー ID とパスワードの入力が必要です。

今年に入り、各地で記録的な寒さが続いていますね。棚割提案のシーズンになり、慌ただしく毎日が過ぎていく頃かと思いますが、お体にお気をつけてくださいませ。
棚 POWER 使用中にご不明点があれば何なりと、サポートセンターまでご連絡ください。

