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いよいよ2005年も残りわずか。いつもこの時期になると、あれもすれば良かった、これもしたかったと妙に後悔して
焦ってしまいます。皆様はどんな１年でしたでしょうか。どうぞ来年もよろしくお願いいたします。

－ 棚ＰＯＷＥＲ インフォメーションVol.59 －

Vol.59

棚 　　　 ｅラーニング分析編 12月7日より公開しています！POWER eラーニング内容・お申込手順・受講の流れなどの詳細をお知らせします

棚POWER eラーニング 分析編 のポイント ｅラーニング とは？

eラーニングのお申込から講座受講までの詳細につきましては、
下記URLにてご確認いただけます。

【よくあるお問い合せ】

・ 棚ＰＯＷＥＲのバージョンは？
　→最新のVer13.02で全て作成しております。
・ 棚ＰＯＷＥＲのインストールは必要？
　→いいえ、ｅラーニングの受講には必要ありません。
　ただし、課題を作成していただく際は必要になります。

・ チケット制とはどういうこと？
　→1チケット＝1ＩＤの発行となり、１講座１名につき、チケット１枚　
　が必要となります。例えば、5回チケットを購入された場合、 5ＩＤ
　を発行いたしますので、5人同時の受講も可能です。ただし、同
　じＩＤで同時にログインすることはできません。
　チケット料金（税別）は以下になります。
　　　1回チケット： ¥2,500  / 5回チケット： ¥10,000
　　　11回チケット： ¥20,000 / 30回チケット： ¥50,000

・ 受講可能な期間は？
　→ご指定いただいた受講開始日より 1ヶ月間となります。

http://www.iconcept.co.jp/user/el/index.htm

棚ＰＯＷＥＲ ｅラーニングは、効果的な研修方法です
・会場やパソコン設置の準備、集合のための移動コストも不要です。
・担当者毎に自分のペースで受講できます。

棚割シーズン前に基本操作の再確認をしましょう
・はじめての方でも棚割提案が可能になり、操作担当者の増員で
　ピーク時の負荷分散が可能です。

***　棚POWER 次回バージョンの重要なお知らせ　***

前回のインフォメーションVol.58でもお伝えしてまいりましたが、
棚POWER 次回バージョンより以下のOSは動作保証外と
させていただきます。

・ Windows 95
・ Windows NT

次回バージョンアップは、2006年春頃を予定しております。
時期の詳細、またバージョンアップ項目につきましては、
決まり次第お知らせいたします。

今回の「分析編」作成で気を付けた点は？

棚POWERの分析機能を一度も利用した事が無くても、ｅラーニング画面を読み進め
ると棚割のセオリーなどちょっとした知識を吸収しつつ、棚POWER特有の動作も習
得できるよう配慮して作成しました。

分析編はどのような人が受講対象者？

棚POWERで棚割作成をして棚割図表などを出力するまでの一連の操作はできるけ
れど、作成した棚割の分析はした事が無いという方、分析機能は自分なりに利用して
いるけれど、どの機能を使うとどんな事が見えてくるのか再確認したい方などに受講い
ただきたいと思います。

細かな部分で工夫したところは？

売上情報を取り込む場面で
は「ユーティリティー・データ
変換・テキストデータ」を案内
していますが、インポート作業
の前に今から取り込むデータ
ファイルを確認し、納得してい
ただいてから作業の案内に取
りかかるようにしています。

比較的新しい機能でまだまだ
浸透していない「ユーザー計
算式」ですが、“使える機能”と
して手順を追って詳しく紹介し
ています。計算結果は分析表
やその他帳票に出力が可能で
す。

【売上情報のCSVファイル】

他に何か特徴的なことは？

【ユーザー計算式設定画面】

ユーザー様専用
サポートセンター 無料ダイヤル

０１２０-９８７-５７１
携帯電話からは06-6821-0904へ

*** 受付時間のお知らせ ***

１０：００～１２：００
１３：００～１７：００

（土日祝日除く）

　ダウンロードページへのアクセス方法
　ダウンロードサイトへのアクセスにはパスワードが必要となり、バージョンアップ

ＣＤのお届けと同様、正規ユーザー様のみご利用いただくことが可能です。
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流通マーケティング講座 14、15

－ 棚ＰＯＷＥＲ インフォメーションVol.59 －
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サポートセンター トピックス

No.44
ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰへのお問合せが多い
項目や便利な機能のご紹介

以下の活動を実施していくことになります。

***　年末年始のお知らせ　***

年末は2005年12月28日（水）まで、年始は2006年1月4日（水）
より営業いたします。

Ⅰ.商品計画をし‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　A　商圏の把握
　B　顧客ターゲットの設定
　C　品揃戦略
　D　商品企画
　E　製造改革

↓

Ⅱ.商品を仕入れ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　A　調達方法の検討
　B　仕入チャネルの検討
　C　価格設定の検討

↓

Ⅲ.仕入れた商品を管理し‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　A　発注方法
　　　①　商品計画
　　　　　＊商品別予算の編成
　　　　　＊価格構成の決定
　　　　　＊品目構成の決定
　　　　　＊個別ＳＫＵの決定
　　　　　＊個別ＳＫＵ別の手持ち数量の決定

　　　②　仕入れ実施
　　　　　＊仕入れ計画の樹立
　　　　　＊仕入れ先の選別・開発
　　　　　＊個別品目の選択
　　　　　＊商談・発注

　B　検収方法
　　　①　受容・検収
　　　　　＊検収基準の決定
　　　　　＊品質・企画の検査
　　　　　＊数量のチェック
　　　　　＊送り状の検証・証印

　　　②　仕訳・値付
　　　　　＊部門別・商品系列別仕訳
　　　　　＊コード記載・カード作成
　　　　　＊値付け作業

　Ｃ　在庫方法
　　　①　在庫管理
　　　　　＊数量管理（ユニット・コントロール）
　　　　　＊金額管理（ダラー・コントロール）

　Ｄ　品質維持

　Ｅ　物流方法

Ⅳ.商品を売場に導入し、上手に区分・陳列し‥‥‥‥

　Ａ　売場配置
　Ｂ　陳列手法
　Ｃ　売上高
　Ｄ　利益高
　Ｅ　発注タイミング
　Ｆ　補充タイミング

↓

Ⅴ.売上登録をし‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　Ａ　売上/利益分析
　Ｂ　評価

↓

Ⅵ.ターゲット顧客のニーズ・ウォンツに答える事

↓

Ⅶ.ＭＤ-ｉｎｇ体系

益々、商圏内競争が激しくなる中で、ＭＤ-ｉｎｇの基本を押さえながら商
売をしていくことが重要になってきます。

商品計画

仕入れ管理

商品管理

販売管理

利益管理

この1年間にサポートセンターにお寄せいただいたお問い合わせの中でも、特に多か
ったものをご紹介します。 Q&AのURLもあわせて記載していますので、ご参照ください。

Q&Aは IConcept ホームページ → サポート → 棚POWER Q&A集内の「2.全文検索」　
の欄にキーワードを入力してのご利用が便利です。
URLはこちら → http://www.iconcept.co.jp/user/qa/index.htm 

•　インストールについて
　　棚POWERの新規インストールやバージョンアップに伴うインストールは、普段され
　　る作業でない分、ご不明点等も多いと思います。以下を参考にしてください。　
　　「インストールから稼動までの手順」　　
　　（ http://www.iconcept.co.jp/user/qa/z1100095.htm ）

•　データの移行について
　　古いパソコンから新しいパソコンにデータを移し換えたり、他の担当者にデータを
　　渡されたりと、状況は様々です。全データを移行する場合は、こちらを参照くださ　
　　い。 「他のPCに全データを移行したい」
　　（ http://www.iconcept.co.jp/user/qa/y2800018.htm ）

•　イメージ登録について
　　棚POWERでは商品情報の登録があれば棚割作成は可能ですが、やはりイメー　
　　ジの登録は重要な項目なので、問合せの多さも納得です。単品での登録と複数　
　　まとめての登録が可能です。こちらを参考にしてください。
　　「イメージ登録について」（ http://www.iconcept.co.jp/user/qa/m4100019.htm ）

•　商品リストに商品や新しい分類が表示されない
　　何が、どういう状況で表示されないのかによって、手順も異なってきます。カテゴ　
　　リーグループも重要な要素です。以下を確認してみてください。
　　「商品リストに属性が表示されない」
　　（ http://www.iconcept.co.jp/user/qa/u5800045.htm ）

•　　売上情報の登録について
　　分析機能をご使用いただくユーザー様が増えるにつれてお問い合わせを多くい　
　　ただくようになりました。登録には二通りありますので、以下を参考にしてください。
　　「得意先により商品コード，売価などが違う場合の対処法」
　　（ http://www.iconcept.co.jp/user/qa/m3800008.htm ）

•　星取表の作成について
　　商品毎の各店舗での取り扱いを一覧で出力可能な星取表。複数モデルを指定し
　　て取扱表を作成する場合にはモデル分析を使用します。作成方法などは下記を
　　参照ください。 「複数の店で取り扱いのある商品を一覧で出力したい」
　　（ http://www.iconcept.co.jp/user/qa/u9900007.htm ）

この他にもたくさんのお問い合わせをいただき、ありがとうございました。ご不明点や、
ご意見等ございましたら、どうぞサポートセンターまでお気軽にご連絡ください。

ＩＳＰ 情報システム

マーチャンダイジング戦術

商品構成 商品調達 販売方法 価格政策 ＩＳＭ

自社のマーケティング戦略

マーチャンダイジング戦略

内部情報 外部情報

流通マーケティング講座は正規ユーザー様へのサービ
スとなります。
　　　　　　　　
下記、弊社ホームページよりユーザー様専用のID・パス
ワードを入力の上ご参照ください。
専用ID・パスワードはFAX送信させていただいておりま
す最新の「インフォメーション」をご参照ください。

　　・セミナー&コラム → 流通マーケティング講座
　　　　　　　
http://www.iconcept.co.jp/series/marketing/index.htm
第14回の内容は 「マーチャンダイジング戦略に必要な
活動」 です。

流通マーケティング講座は正規ユーザー様へのサービ
スとなります。
　　　　　　　　
下記、弊社ホームページよりユーザー様専用のID・パス
ワードを入力の上ご参照ください。
専用ID・パスワードはFAX送信させていただいておりま
す最新の「インフォメーション」をご参照ください。

　　・セミナー&コラム → 流通マーケティング講座
　　　　　　　
http://www.iconcept.co.jp/series/marketing/index.htm
第15回の内容は 「マーチャンダイジング戦略に必要な
活動」 です。


