棚POWERインフォメーション
すっかり定着した感のある「Cool Biz」ですが、まわりを見ても電車の中でも、やはりスーツにネクタイ姿が目立ちます。
定着したというにはまだまだ遠そうです。皆様のまわりはいかがでしょうか？

アイコンセプトサポートセンター

0120‑987‑571（通話料無料）
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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/

棚 POWER バージョン 15.00 5月下旬より出荷しています。是非バージョンアップしてお使いください！
Ver15.00新機能 便利な「一括」機能を強化

他にもこんな新設機能があります

● モデル一括印刷に「追加カット一覧表」を追加しました

● メンテナンス・商品情報に「文字検索」を新設しました

2台のモデルを比較し、追加やカットなど変動のあった商品の情報を一覧形式で出力する「追加カット一覧表」
が、モデル活用・≪モデル一括印刷（追加カット）≫から出力可能になりました。モデル一括印刷は、複数モデ
ルの棚割図表や陳列情報といった帳票を一括で出力できる機能です。これにより、今まで出力対象のモデル
を選びなおして作成していた追加カット、追加変更系帳票が複数モデル対象に一括で出力可能となりました。

登録した商品を確認する際、一部のJANコード、商品名がお分かりであれば、検索して表示することが可能に
なりました。≪文字検索≫ボタンをクリックすると、画面左側に文字検索画面を表示します。
「JANコード」「カナ名」「商品コード」を選択可能です。
≪文字検索≫では、分類文字検索、商
品リスト・［検索］と同じように、ワイルド
カード検索（「*」「?」の使用）が可能です。

● モデルの名称も一括で変更可能。モデル項目変更の一括変更項目を追加しました
モデル作成時に≪モデル設定≫で設定したモデル名称やカテゴリーグループ、モデル種別などを、複数モデ
ル対象に一括で変更するには、モデル活用・≪モデル項目変更≫が便利です。モデル名称等を変更する場
合、従来の一括変更項目に、「挿入（前/後）」「置換」を追加。モデル名称の前後に追加したり、「春夏」を「秋冬」
に一括で置き換えて変更したりするなど、ますます活用範囲が広がりました。

イメージ登録状況が一目で分かるように、
イメージをサムネイル表示にしました。
画像をクリックすると、右上の画像表示
欄に大きく表示します。

一括変更
≪実行≫

● 星取表の作成も便利に。パターン管理で店舗を一括割り付け可能になりました
選択した複数モデルを対象に、陳列商品の取扱状況を一覧形式で出力できる「星取表」ですが、棚POWERで
は作成しているモデルの形態によって、使用する機能が異なります。
モデル形態 1モデルに複数の店舗（売場）を割り付けて作成
使用機能

モデル活用・≪星取表≫

1店舗（売場）毎に1モデルを作成
モデル活用・≪モデル分析≫

≪星取表≫を作成する際に必要なのが、「モデルに店舗を割り付ける」作業で、割り付け作業はモデル活用・
≪パターン管理≫から一括で行なえます。Ver14.00まではダブルクリックで割り付けていましたが、Ver15.00か
らは、複数店舗をShiftキーやCtrlキーを使用して選択し、一気に≪追加≫可能になりました。

● 「出力項目、選択可能項目」で複数項目を選択可能になりました
商品情報を出力（エクスポート）する際、また入力（インポート）する際、必要な項目を1つずつ選択するのが
面倒。 また、帳票作成時、出力項目を1つずつ追加していくのが面倒だと思われたことはありませんか？
Ver15.00は、これらの項目を複数一括選択し、まとめて設定可能です。
【エクスポートの場合】
「選択可能項目」でShiftキーやCtrlキーを使用し、
複数項目を選択します。
≪追加≫をクリックすると、複数選択した項目が
一気に「エクスポート項目」内に追加されます。
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≪一括削除≫も新設。
商品情報、商品イメージの一括削除が
行なえます。イメージのみ削除も可能。
イメージのみ削除の場合は、削除する面
を指定可能です。

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

≪印刷≫は、商品情報の印刷や、マスター管理情報、属性
エラー情報や未完成商品の一覧などを出力できます。
［商品属性エラーリスト］からは、サイズやイメージが未登
録の商品のみを出力可能で、Ver15.00からは、加えて「チェッ
クデジットエラー」商品も出力可能になりました。

*** 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利用いただくことが可能です。
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価格構成グラフの作り方の事例を見てみましょう。

次は価格について説明していきます。第一に「価格構成」です。
「価格構成」には

４００

① ゾーン
② ライン
③ ポイント
④ レンジ
の4つの構成要素があります。
① 価格ゾーンとは‥商品価格の上限と下限の範囲に入る全ての価格の事を言います。
この価格ゾーンの設定によって店のイメージ（格）が決まります。
つまり、大衆的な店、高級感のある店などといったイメージ。
ゾーンには「4種類のゾーン」があります。
注：商品カテゴリーによって、商圏内の業態・小売企業の競争環境
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。
によってゾーンの意味合いは変わります。
ａ）ポピュラー・プライス・ゾーン‥ 価格が低いゾーン
（Popular Price Zone）
誰でも購入できる低価格の範囲
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。
ｂ）モデレート・プライス・ゾーン‥ 価格が中位のゾーン
専用ID・パスワードはFAX送信させていただいております
（Moderate Price
Zone）
ポピュラーよりも高い価格の範囲
最新の「インフォメーション」をご参照ください。
ｃ）ベター・プライス・ゾーン‥‥‥価格が高いゾーン
（Better Price Zone）
モデレートよりも高い価格の範囲
・セミナー&コラム → 流通マーケティング講座
ｄ）ベスト・プライス・ゾーン‥‥‥
価格が最高のゾーン
http://www.iconcept.co.jp/series/marketing/index.htm
（Best Price Zone）
ベターよりも高い価格の範囲
第32回の内容は 「価格について1」 です。
② 価格ラインとは‥価格ゾーン内にある一つ一つの価格の種類の事を言います。
品質的統一感を見る事ができます。
1カテゴリー内に3ライン位が適当と言われています。
③ 価格ポイントとは‥ 価格ゾーンの中で店頭在庫量が一番多い価格（点）の事を言います。
店で一番のお勧め価格となります。
（売価は同じ、原価は異なる‥粗利MIX）
④ 価格レンジとは‥ 価格ポイントを中心とした両隣の価格範囲で価格ゾーンの中で
（ボリューム・ゾーン） 陳列量が特別に多い価格帯の事を言います。
商圏内競合店のある商品群の価格構成調査をする場合は
この「価格レンジ」を比較して見ます。
商品構成グラフが「価格ゾーン型」よりも、「価格レンジ型」になっている方が、
顧客にとっての価格イメージは明確になります。
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上記の図の場合、価格ゾーンは‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
１４０〜４００の間
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。
価格ラインは‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ７ライン
ボリューム価格(プライス・ポイントは)‥‥‥ ２３０
価格レンジは‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
２００〜２８０の間
下記、弊社ホームページよりユーザー様専用の
になります。
ID・パスワードを入力の上ご参照ください。
お客が買いやすい価格の条件は、
専用ID・パスワードはFAX送信させていただいております
① プライスゾーンの上限が下限の4～5倍。
最新の「インフォメーション」をご参照ください。
② 下限は、プライスポイントの半分ぐらい。
③ 上限は、プライスポイントの2倍程度といわれています。
具体的に言いますと
・セミナー&コラム → 流通マーケティング講座
下限が１００の場合
上限は、４００前後 http://www.iconcept.co.jp/series/marketing/index.htm
プライスポイントは、２００前後になります。
商品構成グラフの作り方は、第33回の内容は 「価格について2」 です。
① 各売場（カテゴリー）の
② 商品の売価（価格ライン）ごとに
③ 陳列数（店頭在庫数）を数え
④ 縦軸に在庫数を取り
⑤ 横軸に価格ラインを取ります
⑥ 価格ラインごとに在庫数を記入
⑦ 価格ラインごとの在庫数のポイントを線で結び、グラフにする
という手順で作成します。
自社のみならず、価格構成グラフを商圏内の競業店舗間で比較することで、
価格戦略の違いを発見できます。また、次なる作戦の参考にすることができます。

サポートセンタートピックス No.50
◆Windows Vista をご利用のユーザー様へ◆
導入台数

２００７年０６月０６日現在

小売業

WindowsVistaで棚POWERをご利用いただくにあたり、いくつかの注意点がございます。棚POWERのバージョンに
よっても対応状況が異なりますので、詳細は下記Q&Aをご参照の上、対処くださいますようお願いいたします。

Ｑ：Microsoft Windows Vista の動作確認について

http://www.iconcept.co.jp/user/qa/z1100107.htm
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