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Vol.86

　最新版　　　 　　は大幅なリニューアルを行ない今年冬頃にリリース予定です！

四年に一度のサッカーの祭典が始まっています。今回は盛り上がりに欠ける等色々と言われていますが、
やはり話題となるのはＷ杯のことですね。開催期間内、大いに楽しみたいと思います。

1．リリース時期について
2010年の冬頃を予定しています。具体的な提供日については、追ってお知らせいたします。

例年は、この時期に棚ＰＯＷＥＲのバージョンアップを行なっておりますが、今年は通常のバージョンアップではなく、画面構成や仕様、機能などを再構築した新しい「リニューアル版」としての
棚ＰＯＷＥＲをお届けいたします。リリース予定の冬まで、当インフォメーション、ホームページを通じてリニューアル版の内容をお伝えして参ります。

画面・新機能についてリリース時期・方法について

インストール条件・プロテクタについて

データの互換性について

1．対応 OS

2．インストール方法

2．リリース媒体について
これまでと同じく、CD-ROM でお届けいたします。

3．価格について
通常のバージョンアップと同じく、無償で提供いたします。

Windows2000 Professional，WindowsXP Professional/Home Edition 32bit/64bit
WindowsVista Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic 32bit/64bit
Windows7 Ultimate/Professional/Home Premium　32bit/64bit

これまでのバージョンアップと同じく、画面の案内に沿って進んでいただく方法になります。

3．プロテクタについて
現在ご使用のプロテクタを引き続きご使用いただけます。

分類情報・商品情報・イメージの基本情報（マスター）は、リニューアル版の棚ＰＯＷＥＲで
もご使用いただけるよう、コンバージョン（変換）ツールをご用意いたします。

売上情報はいくつかの大きな仕様変更を予定しています。その中の1つが、「売価」です。
新しい棚ＰＯＷＥＲでは、売上情報の「売価」は、単価ではなく「売上金額」となります。
このような仕様変更にともない、移行項目、手順を現在検討中です。
詳細は確定次第、お知らせいたします。

1．分類情報・商品情報・イメージ

3．モデル情報

2．売上情報

内部モデル、外部モデル（MDL）ともに、商品情報等と同じく、コンバージョンツールを使用し
ての移行を予定しております。

使用する場面によって機能を再構成し、タブごとにまとめた画面へと変更します。

各仕様は現在開発中のため、変更する
ことがあります。ご了承ください。

今までの操作性は引き継ぎながら、同時に4モ
デルを表示、編集可能にするなど、これまで
実現しなかった新機能を搭載予定です。

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。

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）
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　ｅ）企画内容での必要項目の確認
　　　＊商圏特徴を良く理解する（ａの部分）
　　　　・商圏内の誰をターゲット顧客にするのかを決める
　　　　　：
　　　　　etc
　

　　　＊コンセプト
　　　　・なぜこの「テーマ」なのかの根拠が明確である
　　　　・根拠となる資料・データの用意
　　　　・必ず一つの売場に、一つのコンセプトを設定する
　　　　　：
　　　　　etc

　　　＊テーマ
　　　　・生活／イベント／商品／気温／価格／使用方法／
　　　　　ＴＶ話題性などに関する内容を設定する
　　　　　：
　　　 　 etc

　　　＊タイトル
　　　　・顧客の”心が動く内容 ”を選択する
　　　　・「心」が動けば、サービスや商品が売れる
　　　　・分かりやすい／斬新／心が楽しくなる
　　　　　：
　　　　 etc

　　　＊企画の背景説明のための各種データの用意
　　　　・社会情勢
　　　　・衣・食・住・遊のトレンド
　　　　・消費者の嗜好トレンド
　　　　・業界トレンド
　　　　・商品トレンド
　　　　　：
　　 　　 etc

　＊商品ＭＩＸ
　　　　・訴求商品が多数になる場合、粗利ＭＩＸを考慮する
　　　　・クロスＭＤ－ｉｎｇ（関連商品の選択）
　　　　　：
　　 　 　etc

　　　＊陳列場所
　　　　・定番
　　　　・エンド
　　　　・平台
　　　　・レジ前
　　　　・祭事場
　　　　・催事場
　　　　・駐車場
　　　　・主通路
　　　　　：
　　 　　 etc　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　
　

　　＊競合店との差異ポイントは
　　　・競合店舗への定点観測の実施と分析
　　　・競合店舗のチラシなど販促資料の収集と分析
　　　　：
　　 　 etc

　　＊企画のストーリー化ポイント（例：食）
　　　・生活シーン････家の中／外／朝／昼／夜／レジャーetc

　　　・テーマ設定････健康／団欒／コミュニケーション　etc

　　　・メニュー決定･･サラダ／和／洋／中／エスニック　etc

　　　・素材･･････････野菜／タレ／ドレッシング／缶詰　etc

　　　・価格構成を決定･･プライスゾーン／プライスライン
　　　
Ｂ　マス広告（ラジオ・テレビ・新聞・雑誌）

　　ａ）スケジュール

　　ｂ）量
　　＊ＧＲＰについては、月に２０００～３０００ＧＲＰが
　　　必要と言われている
　　　注：ＧＲＰ･･グロス・レーティング・ポイント
　　　　　　　 延べ聴取・視聴率。複数回ＣＭを出したと
　　　　　　　　　き、各回の視聴率を合計した値。
　　　　　　　　　例えば、一回の視聴率が１０％で１０回放
　　　　　　　　　送すればＧＲＰは１００ポイントである。
　　　　　　　　　また５％の視聴率なら、ＧＲＰ１００ポイ
　　　　　　　　　ントを上げるためには２０本のＣＭを流す
　　　　　　　　　必要がある。

　　ｃ）表現内容について

　　　＊ＳＰツールの種類と使用方法
　 　　・トップボード
　　　 ・スカート（ラウンドシート）
　　　・連続バナー

　 　　 ・プライスカード
　　　 ・リーフレット
　　　 ・シーリングＰＯＰ
　　　 ・シェルフＰＯＰ
　　　 ・短冊ＰＯＰ
　 　　 ・スタンドＰＯＰ
　　　 ・フロアＰＯＰ
　　　 ・レールＰＯＰ
　　　 ・Ｔ－ＰＯＰ
　　　 ・のぼり
　　　 ・スイングステッカー
　 　　・ポスター
　　　 ・メニューカード（シェルフトーカー）
　　　　・エクステンダー（突き出し什器）
　　　・ビデオ
　　　・サイドスタッフ（フロア段ボール陳列台）

　　　　・ジャンブルケース
　　　・プッシュイントレー

　 　　　 ：
　 　　　 etc

　　　＊大陳列売場づくりの手法と参考事例
　　　　・事例の収集
　　　　・陳列技術の開発
　　　　　：
　　 　　 etc
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２０１０年０６月０１日現在

棚ＰＯＷＥＲ導入数棚ＰＯＷＥＲ導入数【【１１０８１１０８社　社　７７,,８７２８７２セットセット】】
　　　　　　　　　　　　　　　 　

サポートセンタートピックス No.58

※企業ライセンス・ATW版含む● 棚POWER 操作テキスト「データ登録・移行編」

もうすぐ到来する棚割シーズンに向けて、他のPCにデー
タを入換えたり、また新商品の登録や、不要商品の削除
などデータ整備を行なったりと、データを扱う機会が多
い時期だと思います。

その際に活用いただける操作テキスト「データ登録・移
行編」をVer17の新機能を追加し、更新しております。
どうぞご活用ください。

◆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」ページ内

http://www.iconcept.co.jp/user/txt/

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68回の内容は 「セールスプロモーション5」 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69回の内容は 「セールスプロモーション6」 です。


