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冬季オリンピック開催。さらに棚割提案でお忙しい時期ですね。観戦による寝不足、多忙による疲労には
どうぞご注意ください。私たちもバージョンアップを控え、鋭意努力中です。

～ 次回バージョンアップ特集 第1弾 ～

棚 POWER

0120-987-571（通話料無料）

Ver13.02

2006.02.16

Ver14.00 今春出荷予定です

Ver14.00で進化する項目を大きく３つに分けてご紹介します

携帯電話等から TEL 06-6821-0904（大阪）
受付時間 10:00～12:00，13:00～17:00
土・日・祝祭日はお休みをいただいております。

E-mail iccenter@iconcept.co.jp
http://www.iconcept.co.jp/

一足お先に搭載予定の新機能をご紹介します

● モデル活用の機能がますます便利に！

Ⅰ．棚割や帳票作成の負担を軽減
棚割作成時に、「品種別にカット候補を探したい」「売上数量の多いものから棚に陳列したい」などといった
思い通りの切り口で商品を選定していただく事ができるよう仮置きの機能を拡張したり、作成済みモデルの陳
列商品入れ換えをまとめて行なえるようにする、100店舗以上の星取表を一度で出力可能にするなど、
ご担当者の「ひと手間」を減らすことを目指しました。

3. すべての機能で外部モデルが使用可能になります

Ⅱ．分析機能をさらに強化
売上情報を今以上に棚割の仮説・検証作業にご活用いただけるよう、売場生産性を表わす値を様々な帳票に
出力できるよう改善。フェイシング中に「価格帯別に見て適正な陳列量か」などを自社基準に基づいて自動判
定が可能に。また、市場と店舗の売上を比べる際の新たな切り口をご用意。提案書ウィザードも利便性を向上
しています。

4. モデル活用の処理数上限を緩和します

これまで、モデル活用のうち外部モデルを使用可能だったのは、【モデル一括削除】や【モデル結合】、【モデル一括
再分析】などでしたが、Ver14.00からは【一括商品入換】【モデル一括印刷】【星取表】【モデル分析】など、すべての項
目で使用可能になります。ご期待ください。

ここでは、上限が緩和される機能のうち代表的なものをご紹介します。
【現状】

【 Ver 14.00 】

【星取表】

100モデルまたは100店舗

Ⅲ．メンテナンス作業を効率よく
ご要望の多かった項目に、きめ細やかに対応しております。
「特定分類の商品だけを検索してすばやく商品を確認したい」「イメージを使いやすい形式で出力したい」
「データを整備しなおす際に初期化機能を使いたい」などのお声を反映し、より柔軟なシステムとなります。

プリンタ出力：用紙幅一杯
ファイル出力：Excelの上限である列数 255以下の場合可能

【モデル分析】

100モデル

プリンタ出力：用紙幅一杯
ファイル出力：Excelの上限である列数 255以下の場合可能

今回はこの中から、Ⅰについてご紹介いたします。

【追加カットモデル分析】 Excel,CSV出力時20モデル

● 棚割作業の手間を更に軽減！
1. 仮置き内の商品を任意の項目で並べ替えできるようになります
JANコードのコピーなど、バージョンアップごと
に便利になっていく仮置きですが、今回は仮置
き内の商品を【JANコード】【商品コード】【分類】
で並べ替えが可能。売上情報を登録していれ
ば、【売上数量】【売上金額】【粗利益】順で並べ
ることができます。
新しく「並べ替え」を追加。右の
一覧で仮置きの中の商品を並べ
替えられます。

エラーログも新設し、エラーがあれば、エラーロ
グビューアから確認できるようになります。
この他に仕切板の全台削除時に仮置き内の仕
切板も削除するようになります。

2．棚割表・棚割図表・追加変更棚割表に出力可能項目を追加します
①タイトルに【売上情報名】【クロスABC】【分析
期間】を追加することにより、どの売上情報を使
用しているかなどが一目瞭然となります。
②分析結果項目を追加します。右表は【クロス
ABC】を選択した結果です。日常的にお使い
の帳票で簡単に分析結果が出力できるように
なります。
更に【余裕率】が出力できるようになるなど、便
利な項目を多数追加します。

①

Excelの上限である列数255以下の場合出力可能

他に【モデル一括出力】が99モデルから無制限、【モデル複合分析】が99モデルから200モデルへ増加。【モデル検索】
や【パターン管理】などでも上限を緩和します。

5. 一括商品入換で複数のＪＡＮが指定可能になります
複数の商品の一括入換ができるだけでなく、商品コードでの検索や、陳列済
商品の挿入が可能になり、ほかにも挿入時にフェイス数を指定できるなど、
格段に機能を拡張。仮置きにも対応します。
さらに、今回新しく「1対n入換」機能を新設します。
【1対n入換】とは‥削除するJANコードを1商品、挿入するJANコードを2商品
以上、最大5商品まで設定できます。
たとえば、フェイス数の多い商品を陳列していた場所に、複数の商品を代わ
りに陳列するといった場合などに便利です。
各機能は、現在
複数のJANコードが入力可能。最大5商品
開発中のため、
の一括入換ができるようになります。
仕様を変更することが
あります。
ご了承ください。

*** 休業のお知らせ ***

来る 2006年03月10日（金） は、社内研修のため弊社全部門の営業時間を短縮させていただきます。
ユーザーの皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

②

－ 棚ＰＯＷＥＲ インフォメーションVol.60 －

営業時間
窓口：9：30～12：00 / サポートセンター： 10：00～12：00
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流通マーケティング講座 16

流通マーケティング講座 17

ＭＤ-ｉｎｇのまとめとして「５Ｒｓ要素」について説明しておきましょう。

今回から、商品構成について説明します。
商品構成（品揃え）を考える場合、まず始めに以下のように、その商品を構成する単位を決めることが重要に
なります。（部門構成が来店客数を決めてしまう）

ＭＤ－ｉｎｇで最も大事な要素
①
②
③
④
⑤
⑥

商圏内の誰を顧客とするのか
ターゲット顧客に対してどのような品揃えにするのか
どこから仕入・調達するのか
在庫維持をどのようにするのか
それをいくら（販売単位・金額）で販売するのか
販売結果を次の政策にどう活かすのか

1 ターゲット顧客に対して「適切な商品」‥Ｒｉｇｈｔ Ｇｏｏｄｓ
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。
小売業が獲得しようとする消費者のタイプや欲求に適合した商品の種類・ブランド・色・サイズ・スタイルなど。
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。

2 ターゲット顧客に対して「適切な価格」‥Ｒｉｇｈｔ
Ｐｒｉｃｅ
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。
ターゲットの顧客を誘引できるほど魅力的で、なおかつ投資に見合った利益が確保できる価格。
・セミナー&コラム →
流通マーケティング講座
3 ターゲット顧客に対して「適切な数量」‥Ｒｉｇｈｔ
Ｑｕａｎｔｉｔｙ

http://www.iconcept.co.jp/series/marketing/index.htm
消費者にとって購買しやすい、また使用しやすい数量に調整する事。小分けによる消費者の在庫負担を軽減し
たり、価格と消費量との兼ね合いから大量パックの販売をしたりする。
第16回の内容は 「MD-ingのまとめ「5Rs要素」について」 です。

4 ターゲット顧客に対して「適切な時」‥Ｒｉｇｈｔ Ｔｉｍｅ

業 態（ＳＭ・ＧＭＳ・Ｄｒｇ・ＨＣ・など）
↓
部 門（加工食品・衣料・化粧品・塗料・など）
↓
品 種（調味料・婦人衣料・女性化粧品・外壁用塗料・など）
↓
ライン（醤油・ドレス・メイクアップ化粧品・水性外壁塗料・など）
↓
品 目（丸大豆・パーティードレス・口紅・白の水性外壁塗料・など）
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。
↓
単 品（各ＳＫＵ）
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
次に、部門構成のポイントを上げますと、
ご参照ください。
①：商品部門は、完全に品揃えできる範囲に限定する。
・セミナー&コラム → 流通マーケティング講座
②：限定する以上は、最も効果の高い部門だけを選らばなければならない。
http://www.iconcept.co.jp/series/marketing/index.htm
③：以上を判断する基準は
第17回の内容は 「商品を構成する単位、部門構成について」 です。
ａ）消費量が多い。
ｂ）購買頻度が多い。

消費者が購買したい時に商品が提供されているかどうかで判定されるもので、営業時間・休日日数の設定は
大切な条件となる。

ｃ）知名度が高い。
ｄ）販売や準備の手続きが簡単。

5 ターゲット顧客に対して「適切な場所」‥Ｒｉｇｈｔ Ｐｌａｃｅ

ｅ）品質のブレがなく、管理しやすい。

店舗立地・商品構成・店舗レイアウト・棚割りなどで、

ｆ）成長性がある。

① 顧客を吸引しやすい店舗立地

ｇ）競合性が少ない。

② 買いやすい店舗設計・売場配置

ｈ）利幅が厚い。

③ 棚内のゾーニング

ｉ）シーズン性が高い。

以上の３つが“場所”から見た小売り競争の要点となる。

ｊ）店の個性が出る。
などになります。

サポートセンター トピックス No.45
棚POWER 対応OS変更のお知らせ
１． 棚POWER Ver14.00より動作保証対象外となるOSは以下の
通りです。

Windows 95 / Windows NT

棚ＰＯＷＥＲ導入数【
棚ＰＯＷＥＲ導入数【９６４社
６４社 ６,２８９セット】
２８９セット】
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）

※企業ライセンス版含む

食品ﾒｰｶｰ
食品卸

導入台数

日雑ﾒｰｶｰ

２． 棚POWER Ver14.00より対応予定のOSは以下の通りです。

Windows XP Professional x64 Edition
◆ 2のOSにつきましては、USBタイプのプロテクタのみの対応に
なります。プリンタポートタイプのプロテクタには対応しません。

導入社数

日雑卸

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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薬･ﾒｰｶｰ,卸
小売業
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