サポートセンター

インフォメーション
この度の東日本大震災において被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。
皆様のご健康と被災地の一日も早い復興をお祈り申し上げます。

Vol.91
2011.04.14

大変お待たせいたしました！
●

0120-987-571（通話料無料）

棚POWER 2011

ついに出荷開始いたしました！
新機能のご紹介

の出荷について

一部機能改善のため出荷を延期しておりました棚ＰＯＷＥＲ ２０１１ですが、4月12日(火)よりご
登録いただいている窓口ご担当者様宛てにCD-ROMの発送を開始いたしました。お待ちいただいてお
りましたユーザー様にはご迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。
従来の棚ＰＯＷＥＲから移行可能なデータに関しては、『現在の棚ＰＯＷＥＲデータの継続使用に
ついて』をご覧ください。

「誰もが簡単に操作できる」というコンセプトのもとにリボンインターフェイスを採用し、各タ
ブごとに機能を集約しました。帳票作成するにあたりモデル未選択時、選択時にはそれぞれ使用
できる機能に違いがあります。
【 棚割モデルを選択していない場合 】
複数の棚割モデルを対象とした帳票を出力できます。
「集計帳票」は棚割モデルを選択していない時に
のみ使用可能です。
星取表や、複数の棚割モデルを棚割単位で分析した
棚割モデル集計表、商品を任意に指定して出力でき
るプライスカードなどを出力できます。

この度の震災により亡くなられた方々に心からのお悔やみを、被害を受けられた方々に謹んでお見
舞いを申し上げます。被害にあわれた地域の一日も早い復旧・復興をお祈り申し上げますとともに、
弊社としてもできる限りのご支援を行なって参ります。震災により、プロテクターやインストール
CDの紛失など、何かお困りのことがございましたら何なりとお申し付け下さい。

対象となる棚割モデルを選択して帳票や3Ｄ表示、分析検証のグラフを組
み合わせてExcelまたはPowerPointのファイルを作成できます。

棚ＰＯＷＥＲ ＳＣＨＯＯＬ ２０１１のご案内
2年ぶりの開催となる棚ＰＯＷＥＲ ＳＣＨＯＯＬでは、新機能のご紹介や旧棚ＰＯＷＥＲからの
データ移行方法や、より直感的な操作が可能になった棚ＰＯＷＥＲ２０１１の魅力をユーザーの皆
様に講義形式でお伝えします。東京と大阪にて1日ずつ開催し、棚ＰＯＷＥＲユーザー様であれば
無料でご参加いただけますので、皆様のお申込みを心よりお待ちしております。

複数の棚割モデルを対象に帳票をまとめて出力できます。
【 棚割モデルを選択している場合 】
棚割編集画面で選択している棚割モデルを対象に各帳票を出力できます。
「棚割帳票」は棚割モデル選択時のみ使用可能です。
棚割図表や陳列商品一覧表、新旧の棚割モデルを比
較して新規やカット商品を確認する追加変更一覧表
などを出力できます。

お申込み方法は追ってお知らせいたします

● 開催日・場所
【東京】
開 催 日：2011年5月17日(火)
会 場 ：セルリアンタワー東急ホテル
アクセス：JR 山手線 渋谷駅より徒歩5分

ユーザー様専用
サポートセンター 無料ダイヤル

０１２０-９８７-５７１

【大阪】
開 催 日：2011年5月19日(木)
会 場 ：新大阪江坂東急イン
アクセス：地下鉄 御堂筋線 江坂駅より徒歩1分

*** 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。
－ 棚ＰＯＷＥＲ インフォメーションVol.91 －

～ 帳票作成 ～

● 直感的な操作で帳票作成可能に

● 東日本大震災特別対応について

● 棚ＰＯＷＥＲ ＳＣＨＯＯＬの開催が決定いたしました！

受付時間 10:00～12:00，13:00～17:00
土日祝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/

選択している棚割モデルを対象に帳票や3Ｄ表示、分析検証のグラフ
を組み合わせてExcelまたはPowerPointのファイルを作成できます。
選択している棚割モデルを対象に複数の帳票を出力できます。

● 台と台の間に陳列している商品の設定
連結している台と台の間に跨って陳列している商品を帳票に出力する場合、従来の棚ＰＯＷＥＲ
(Ver17以前)では、後台に出力する設定でしたが、棚ＰＯＷＥＲ２０１１では前台か後台のどち
らに出力するのか選択して帳票作成ができるようになりました。
(例)

帳票設定画面内の［共通設定］より、
「台跨り商品の扱い」を選択できます。

● 設定保存 (お気に入り) の活用
設定保存(お気に入り)を活用すれば帳票で設定した内容を、次回以降も繰り返し再現することが
できます。定期的に同じ設定内容で出力する場合や、取引先ごとに帳票のフォーマットが異なる
場合などに活用すれば必要に応じた帳票を簡単に作成することができます。
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流通マーケティング講座 78

流通マーケティング講座 79

ｆ ) 天候と商品の売れ行きについて

ｇ ) 景品表示法の基礎知識

日最高気温 35 度以上

ビール・アイスクリーム消費にストップがかかる。

日最高気温 30 度以上

アイスクリーム売れ行き 20 度の時の 2 倍、アイ
スクリームに変わってシャーベット類の売上が伸び
る。ビール・牛乳・水は爆発的に売れる。

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。
日最高気温
29 度以上 パラソルが売れる。

夏衣料・鰻の蒲焼・日焼け止めクリームが売れる。
日最高気温 28 度以上
下記、弊社ホームページよりユーザー様専用の
ビアホールの売上が急増する。
ID・パスワードを入力の上ご参照ください。

日最高気温 27 度以上

アイスクリーム・ところ天・すいかの売れ行きが急増。

日最高気温 25 度以上

清涼飲料・冷麦・水羊かんが売れる。

専用ID・パスワードはFAX送信させていただいております
日最高気温 26 度以上
牛乳・殺虫剤が売れる。
最新の「インフォメーション」をご参照ください。

日最高気温 18 度以下

おでんの材料が売れ始める。

日最高気温 15 度以下

スキー用品・長袖ブラウス・ガウン・鍋材料が売れ
始める。

日最高気温 13 度以下

手袋が売れ始める。

日最高気温 10 度以下

ダウンジャケット・防寒衣料・使い捨てカイロが売れ
始める。

日最高気温 8 度以下

オーバーが売れ始める。

７９３９セット】 ※企業ライセンス・ATW版含む
食品ﾒｰｶｰ

日雑卸

日雑卸

薬･ﾒｰｶｰ,卸
その他
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＊以下の5種類はベタ付けの規制対象外
となり、提供する物品などの景品額の
第79回の内容は 「セールスプロモーション最高額は規制されない。
16」 です。
①セット販売
①セット販売 ：2つ以上の商品を組合わ
②キャッシュバック
せ販売
③割引券
②見本の提供：市販商品の最小単位で
④見本の提供
”見本”と表示する
⑤同一商品の提供

● 棚ＰＯＷＥＲ ２０１１ ではマニュアル・Ｑ＆Ａも一新しています
従来の棚ＰＯＷＥＲ（Ver17まで） では、各機能別に参照できる「基本マニュアル」をご用意し
ておりましたが、棚ＰＯＷＥＲ ２０１１では、棚ＰＯＷＥＲ起動時の「ヘルプメニュー」内に、
「操作マニュアル」と「Q&A」をご用意しています。操作マニュアルは操作されるユーザー様の
視点に沿って、「データの登録や編集方法を確認したい」「在庫の編集を確認したい」など目的
別に参照できます。
また「Q&A」も一新し、各Q&Aを参照し易いように、カテゴリー別に分けて、ホームページ上に設
置しており随時更新しているため、常に最新の情報をご確認いただけます。
※共にホームページ上でも公開しています。
【マニュアル】→ http://www.iconcept.co.jp/user/manual/
【Q&A】→

導入台数

薬･ﾒｰｶｰ,卸
導入社数

小売業

＊メーカーなどとの小売共同懸賞の場合

［景品額の最高額］
専用ID・パスワードはFAX送信させていただいております
30万円
最新の「インフォメーション」をご参照ください。

サポートセンタートピックス No.61

出典：「気象状況活用マニュアル」
㈱日本能率協会総合研究所

食品卸

期間中取引額5000円以上･･･10万円

下記、弊社ホームページよりユーザー様専用の
［景品の総額］
抽選期間中の売上予定額の2%
ID・パスワードを入力の上ご参照ください。

商品販売1000円未満･･･200円

半袖シャツ・Ｔシャツの売上が伸びる。

日雑ﾒｰｶｰ

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。
抽選で進呈
取引に
クローズド ＊メーカー主催の場合
［景品額の最高額］
付随する
懸賞
期間中取引額5000円未満･･･20倍

商品販売1000円以上･･･取引価値の2%
http://www.iconcept.co.jp/series/marketing/index.htm

日最高気温 19 度以上

日雑ﾒｰｶｰ

消費者向け

［景品額の最高額］
・セミナー&コラム
全員に進呈 → 流通マーケティング講座
ベタ付け

「セールスプロモーション 15」 です。
日最高気温 20第78回の内容は
度以上 ビール・アイスクリーム・エアコンが売れ始める。

食品卸

＊上限は無し

抽選期間中の売上予定額の3%

日最高気温 23 http://www.iconcept.co.jp/series/marketing/index.htm
度以上 浴衣が売れる。
日最高気温 21 度以上 ポロシャツが売れ始める。

食品ﾒｰｶｰ

オープン
懸賞

［景品の総額］

日最高気温 24 度以上
水着が売れ始める。
・セミナー&コラム
→ 流通マーケティング講座

棚ＰＯＷＥＲ導入数【１１１６社

取引に
付随しない
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http://faq.iconcept.co.jp/

● 棚ＰＯＷＥＲ ２０１１ 専用ページのご案内
棚ＰＯＷＥＲ ２０１１ のお届けと共に、２０１１専用ページをホームページ上に開設しました。
こちらでは、上記Q&Aの他に、使用環境やバージョンアップ項目、主な新機能などを、従来の棚
ＰＯＷＥＲ（Ver17まで）と分けて作成しているため、目的に応じたサービスをすぐにご確認い
ただけます。
［アイコンセプトホームページトップ］→［サポート］

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