サポートセンター

インフォメーション
今年は、桜が咲きはじめた頃に雪が降るなど、なかなか春の陽気を感じることができません。
温暖化はひとまず休止中なのでしょうか･･･。暖かい日差しとともに行楽シーズンを迎えたいですね。
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商品情報やイメージを一括でメンテナンスする方法＆オンライン研修会公開のお知らせ
商品情報やイメージを一括登録する方法

●商品情報，イメージの一括登録についての操作資料・マニュアル

商品台帳や、カタログといったデータを流用し、商品情報やイメージデータを複数一括で登録する
場合、お手持ちのデータを棚POWERで登録できる形式に加工していただく必要があります。
準備したデータは、ユーティリティー機能を利用して簡単に棚POWERに登録可能です。

●商品情報を複数一括で登録する
商品情報とは、JANコードや商品名、サイズといった商品の文字情報です。
①雛形となるExcelファイルを出力します。
ユーティリティー・商品情報・［エクスポート］を選択し、エクスポート項目に必須項目と、
他必要な項目を選択し、Excelファイルを出力します。

【必須項目】
JANコード・商品名・カナ名・商品サイズ
（幅・高さ・奥行）・商品属性1・商品属性2

②
出力したExcelファイルを確
認します。自動的に出力さ
れた「TPOWER95 JM」と項目
名は残し、3行目以降の情報
を行毎削除後、登録する情
報を入力し、Excelファイル
を上書き保存します。

【IConceptホームページトップ→サポートセンター→Q&A・よくあるお問合せ→よくあるお問合せ】
「5.分類，商品情報，イメージ，売上情報の登録方法，削除方法」

http://www.iconcept.co.jp/user/toi/
【IConceptホームページトップ→サポートセンター→棚POWER操作テキスト→7.参考資料サイト】
「4.商品情報（Excelファイル）をExcelでメンテナンスする方法」
「23.イメージを一括で取り込む方法」

http://www.iconcept.co.jp/user/qa/qa̲sankou2.htm
オンライン研修会公開のお知らせ
●オンライン研修会「棚割活用編」を公開
これまでの「応用編」を「棚割活用編」と名称変更し、公開しております。更に内容を再構成し
て新しく変更し、Ver17.00までの新機能も追加しています。
内容や目次など詳細はホームページをご覧ください。
【IConceptホームページトップ→オンライン研修会→コース一覧】

http://www.iconcept.co.jp/user/el/mokuji.htm
●「棚割活用編」テキスト公開

③ユーティリティー・商品情報・[インポート]より②で作成したファイルを取り込みます。
インポート項目は、①で選択した項目と同じです。
【注意】
Excelファイルインポート時「Excel形式のファイルでないか、ファイルが既に開かれています〜」
メッセージが表示することがあります。こちらは、加工したExcelファイルが95より上位のバー
ジョンに更新されたため発生します。お使いのPCで使用しているExcelのバージョンでご使用いた
だくには、ファイル・出力設定・[Excel設定]より、「Excel97‑2003」を設定してください。

●商品イメージを複数一括で登録する
商品の画像を一括で登録する場合は、棚POWERで登録可能な「BMP」または「JPEG」形式の画像ファ
イルを用意し、画像の名称を「JANコード̲登録したい面番号.BMP（JPG）」に変更します。
商品イメージは、商品情報のJANコードと商品サイズに基づいて表示するため、予め商
品情報を登録しておく必要があります。また、画像の余白は切り取り、1フォルダ内に
まとめておいてください。その後、ユーティリティー・イメージ・［インポート］から
上記のフォルダを指定し、インポートします。

【正面】

【画像ファイルの名称例】
つぶつぶイチゴポッキー「JANコード＝4901005126473」の場合
正面→4901005126473̲1.BMP（JPG） 上面→4901005126473̲2.BMP（JPG）
側面→4901005126473̲3.BMP（JPG） など
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オンライン研修会の流れに沿って、画面付きで分かりやすく説明した棚POWER操作テキスト｢棚割活
用編」を2010年04月16日より公開しております。
作成した複数のモデルを有効に活用したいとお考えの方は是非ご利用ください。
【IConceptホームページトップ→オンライン研修会→メニュー・棚POWER操作テキスト】

http://www.iconcept.co.jp/user/txt/
ユーザー様専用
サポートセンター 無料ダイヤル

０１２０-９８７-５７１

*** 受付時間のお知らせ ***
１０：００〜１２：００
１３：００〜１７：００
（土日祝日除く）

ユーザー様専用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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流通マーケティング講座 66
２．今期の計画を作成します。
Ａ

数値目標
a ) 年間レベル
まず年間の達成すべき予算を「定番部分」と「特別
に売る機会の部分」に分けます。
売上高

構成比 粗利益高 構成比 粗利益率

「定番部分」
流通マーケティング講座は正規ユーザー様へのサ
「特売部分」 ービスとなります。
b ）半期レベルに落とす
c下記、弊社ホームページよりユーザー様専用の
）四半期レベルに落とす
d ）月レベルに落とす
ID・パスワードを入力の上ご参照ください。
e ）週レベルに落とす
専用ID・パスワードはFAX送信させていただいており
f ）スポットレベル
ます
g ）押さえるべき数値
最新の「インフォメーション」をご参照ください。
＊目標売上高
＊目標経費高
＊経費計画
・セミナー&コラム
→ 流通マーケティング講座
・全体の販促費
・ブランド別販売対策費
・チラシ協賛費
http://www.iconcept.co.jp/series/marketing/index.h
・設置料
tm
・リベート
・センターフィー
第62回の内容は
： 「セールスプロモーション3」 です。
etc
＊目標経費率（経費高／売上高ｏｒ粗利益高）
＊目標粗利益高
＊目標粗利益率（粗利益高／売上高）
＊目標消化率（実際の販売数量／目標販売数量）
＊達成率
＊伸長率
＊計画累計
＊実績累計
Ｂ

今期特売部分の実施内容を作成
a ）テーマ
＊年間テーマ
＊半期テーマ
＊四半期テーマ
＊月テーマ
＊週テーマ
＊スポットテーマ
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ｂ）小売の週の取り方の確認
ポイント：予算は、週単位で計算され、昨年との比
較で営業作戦が立てられている

b ）テーマ別内容
＊時期
＊期間
＊顧客ターゲット
＊メーカー数
＊商品（ブランド数）
＊価格／売価／納価
＊タイトル
＊陳列技術（場所／量／手法／時間／人工）
＊店頭ツール
＊残品処理対策
流通マーケティング講座は正規ユーザー様へのサ

＊月曜日スタート
：
etc
ｃ）「企画の立上がりは何曜日から・終了の曜日は」の
確認
ポイント：立上がりの前日にはＰＯＰなどのツール、
商品、陳列場所などの確認をし、終了日
には完売理由、残品理由と処理方法を
確認し撤収する

ービスとなります。
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＊水曜日立上がりの日曜日終了
＊木曜日立上がりの日曜日終了
：
etc

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。
３．セールス・プロモーション提案時に押さえておかなければな
専用ID・パスワードはFAX送信させていただいており
らないポイントについて説明します。
ます
最新の「インフォメーション」をご参照ください。
Ａ セールス・プロモーションの基本部分

ｄ）期間のパターンの確認
＊３日パターン
＊４日 〃
＊５日 〃
＊日替わり
：
etc

ａ）販促スケジュールのカレンダー化
・セミナー&コラム
→ 流通マーケティング講座
ポイント：地域の「ハレ」のイベントを押さえれば、
販売の機会となる
http://www.iconcept.co.jp/series/marketing/index.h
＊祭事･･･「秋祭り」など神事に関する内容
tm
＊催事･･･独自企画 ex：○○○フェアー etc
＊歳時･･･お盆・お彼岸など一年の内の人事百般
＊行事･･･父の日・母の日など恒例として行なう
第62回の内容は
「セールスプロモーション4」 です。
事柄
学校行事は重要
＊記念日･創業祭など記念すべき物事

サポートセンタートピックス No.57
●利用可能なOSについて
Windows 7には、棚POWER Ver17.00より対応しております。
＝対応OS一覧＝
Windows2000 Professional
WindowsXP Professional/Home
WindowsVista Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic
Windows7 Ultimate/Professional/Home Premium
*XP,Vista,7では上記に加え、64bit版にも対応しております。
対応OSについての詳細は下記Q&Aをご参照くださいませ。

棚ＰＯＷＥＲ導入数【
】
棚ＰＯＷＥＲ導入数【１１０５社
１１０５社 ７,７７９セット
７７９セット】
※企業ライセンス・ATW版含む

２０１０年０４月０１日現在

食品ﾒｰｶｰ

食品ﾒｰｶｰ
食品卸

食品卸

日雑ﾒｰｶｰ

日雑ﾒｰｶｰ

日雑卸

日雑卸

薬･ﾒｰｶｰ,卸

薬･ﾒｰｶｰ,卸

導入社数

小売業

小売業
その他

その他

Ｑ：棚POWER利用可能OSについて
http://www.iconcept.co.jp/user/qa/z1900040.htm
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