サポートセンター

インフォメーション
気力も体力も奪われるような暑さだった2010年の夏。そのためか涼しくなったと感じていますが、
例年に比べればまだまだ高温。今年は厳冬だということですが‥にわかには信じられない暖かさです。
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リリース時期変更のお知らせとオンライン研修会無料化のご案内

のリリース時期について
今年6月発行の「棚ＰＯＷＥＲインフォメーション Vol.86」において、棚ＰＯＷＥＲの最新バージョンとなる「棚ＰＯＷＥＲ 2011」のリリース時期を、2010年の冬頃とお伝えいたしましたが、
2011年3月とさせていただくこととなりました。お待ちいただいている皆様には大変申し訳なく、またこの時期のご案内となってしまったことを深くお詫び申し上げます。
新しく使いやすい棚ＰＯＷＥＲをお届けするべく社員一同日々努めておりますので、なにとぞご容赦いただきますよう、よろしくお願いいたします。

は直感的なユーザーインターフェイスを採用

「

現在の棚ＰＯＷＥＲは、機能が多いためボタンが多く「どこから何をすれば良いの？」というお声をいただいておりました。
最新版では、「棚割操作」「帳票作成」というように行ないたい作業を表に出して、またタブで切り替えることで、すぐに
希望の作業をいただけるよう、機能構成を一新し、名称も分かり易いものへと変更します。
起動画面からすぐに希望の機能へと移ることができ、更に棚割
編集をしながら分析検証を表示したり、データ修正を行なった
りと、別機能も使用できます。

ニュース」のご案内

棚ＰＯＷＥＲ ２０１１は、「誰もが使用できる環境」「誰もが活用できる
システム」という棚ＰＯＷＥＲ開発当初からのコンセプトに基づき、数百
にも及ぶ機能をユーザー視点で再検討、活用シーンに適した姿に再構築し
ています。
これから３月のリリースまで毎月、棚ＰＯＷＥＲ ２０１１のことを知って
頂くために、弊社ＷＥＢサイト上で「棚ＰＯＷＥＲ ２０１１ ニュース」
を発行します。第一回目は、さらに直感的になったユーザーインターフェ
イスを中心とした機能のご紹介とユーザーの皆様向けにデータの継続使用
についてのご説明などをお伝えします。下記よりぜひご確認ください。

http://www.iconcept.co.jp/tpower2011/

棚割操作の「開く」
から、既存のモデル
を選択します。

フェイシング画面

棚割作成時は、作成シーンに応じてメニューや機能を
再配置します。商品陳列、什器編集など、目的別にメ
ニューが切り替わるので、機能の選択がしやすくなり
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。

オンライン研修会 無料公開のご案内
2005年より有償サービスとしてご提供してまいりました「棚ＰＯＷＥＲ オンライン研修会」を、
2010年10月19日より、無償で公開させていただくこととなりました。
棚割作成、帳票の設定、棚割分析、複数モデルを使用して一括で処理する機能、データの登録や
修正など、それぞれ細かい項目に分けて数分で確認いただける内容にしております。
この機会にぜひご利用ください。
※閲覧いただくには、右記のユーザーID/パスワードが必要です。

[アイコンセプト ホームページトップ] → [オンライン研修会]

[アイコンセプト ホームページトップ]
↓
[製品案内]
↓
[棚POWER 2011
の最新情報]

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ます。
IDとパスワードはFAXでお送りしているインフォメーション、またはメール配信でご確認下さい。

http://www.iconcept.co.jp/user/el/
− 棚ＰＯＷＥＲ インフォメーションVol.88 −
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流通マーケティング講座 72
７．具体的内容を作成する場合のポイント
ａ）提案背景と主旨
①．テーマの設定と訴求ポイントを確定する
②．「なぜこのテーマなのか」を説明・説得する為の資料の収集と整理
③．対象商品を決定（関連販売商品含む）
④．販売計画数量の決定
⑤．目標売上高の決定
⑥．目標経費高の決定
⑦．目標利益高の決定
⑧．使用ツールの決定
⑨．代替案は用意しているか
⑩．プレゼンのストーリー化（画面構成の検討）
イ･･資料の作成
ロ･･資料の表現（グラフ・チャート化）
ハ･･画面ごとに、訴求項目をセリフ化しておく
ｂ）提案内容チェック
①．タイトル・目次･･････・・内容が一目で理解できるか・独自性があるか
②．主要な対象・･････････メニュー・催事の対象顧客が絞り込まれているか
③．企画コンセプト･･････・企画意図・基本方針・全体構造に一貫性があるか
④．企画背景・･･･････････社会的背景・現状分析・食のトレンド・地域習慣が盛り込まれているか
⑤．企画概要････････････具体的内容・実施組織・販売計画は明確か
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。
⑥．実施スケジュール
･･･提案時期の確認と実施手順の日程に無理は無いか
⑦．提案ポイント････････・分かりやすい内容である事
イ･･展開内容が具体的数字で表現されている
下記、弊社ホームページよりユーザー様専用の
ロ･･展開の具体的写真がある
ハ･･他との違いが明確ID・パスワードを入力の上ご参照ください。
ニ･･相手企業のＭＤ政策を押さえている
専用ID・パスワードはFAX送信させていただいております
ホ･･儲かる事
最新の「インフォメーション」をご参照ください。
ｃ）実施内容
①．販売促進実行時期
②．販売促進実行期間 ・セミナー&コラム → 流通マーケティング講座
③．顧客ターゲット http://www.iconcept.co.jp/series/marketing/index.htm
④．参加メーカー数
⑤．商品名（ブランド数）
第70回の内容は 「セールスプロモーション 9」 です。
⑥．価格（納価・売価）
⑦．タイトル
⑧．陳列技術（場所／売場・量・手法・時間・人工）
⑨．陳列ツール
⑩．支援策
イ･･陳列応援
ロ･･マネキン手配
ハ･･売場メンテナンス
ｄ）結果（量＆質）
①．売上高
②．経費高／率
③．利益高／率
④．消化率
⑤．残品処理高

⑥．残品処理方法
⑦．成功要因
⑧．失敗要因
⑨．反省点
⑩．今後の課題（次回改善する点）

流通マーケティング講座 73
８．販売促進企画時のアイデア
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。
ａ）プロモーション・テクニック
試し購入促進

継続購入促進

ターゲットに直接商品を試させる機会を提供
下記、弊社ホームページよりユーザー様専用の

サンプリングテクニック

ID・パスワードを入力の上ご参照ください。
◎

商品サンプル
モニター企画
デモンストレーション

◎

専用ID・パスワードはFAX送信させていただいております
◎
最新の「インフォメーション」をご参照ください。
プレミアムテクニック
非価格的な特典を提供して購入を促進
① 必ず貰える
◎
・セミナー&コラム
→◎
流通マーケティング講座

封入プレミアム
プレミアム容器
応募もれなくプレミアム
自己精算式プレミアム

○

◎

○
○
○
http://www.iconcept.co.jp/series/marketing/index.htm
○

② 抽選で当たる

○

第70回の内容は 「セールスプロモーション 10」 です。

応募抽選プレミアム
その場当り型プレミアム
オープン懸賞

○
○

プライステクニック

○
○

○
◎

一時的に商品価格を値下げし、試し買いを促進

① 通常品割り引き
ク ー ポ ン (割り引き券)
現金払戻

◎
◎

◎
◎

◎
◎
○

◎

◎

② 非通常品割り引き
お試し価格特別パック
お試しサイズ品
増量パック

◎

特定のサービスを販売制度に組入れ商品価値を補強

制度型 テ ク ニ ッ ク
会員制度
トレーディングスタンプ
サービス制度

◎
◎
◎

※◎は効果あり・○はやや効果あり

棚ＰＯＷＥＲ導入数【
棚ＰＯＷＥＲ導入数【１１１０社 ７８９８セット】
７８９８セット】
食品ﾒｰｶｰ

※企業ライセンス・ATW版含む

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

導入台数

薬･ﾒｰｶｰ,卸

導入社数

小売業

２０１０年１０月０１日現在

小売業
その他

その他
0
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まとめ購入促進
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