サポートセンター

インフォメーション
今年の夏は節電対策の影響で例年にも増して猛暑だと感じます。
海水浴やプールに入ることでリフレッシュして、この猛暑を乗り切りたいですね☆

0120-987-571（通話料無料）
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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/

棚POWER 2011
Ver1.02

Ver1.02ダウンロード版ご提供と取引先ごとの売価やプライベートコードの登録・設定方法のご紹介
Ver1.02の追加機能について
7月4日より、Ver1.00の不具合の修正と、機能の追加を行なった棚ＰＯＷＥＲ Ver1.02をダウン
ロード版にてご提供しております。下記ユーザー様専用ページよりダウンロード、バージョン
アップを行なっていただくようお願いします。
【IConceptホームページトップ→サポートセンター→ユーザー様専用サービス
「ソフトウェア・資料のダウンロードはこちら」】
http://www.iconcept.co.jp/user/index.htm
*ダウンロードサービスのご利用には次頁のユーザーIDとパスワードが必要です。
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◆ 棚割編集画面で「総アイテム数」や「総在庫金額」の確認が可能に
「総アイテム数」や「総在庫金額」を確認しながら棚割編集作業が行なえます。
◆ ルーラーに数値を表示可能
ルーラーに数値を表示しているため、什器の高さや幅の確認・編集に活用できます。
◆ 圧縮率の一括設定が可能に
什器配置・「一括設定」内に「圧縮率」を追加しました。
全台一括で什器の「圧縮率」を、「可能」もしくは「不可」に設定できます。

取引先ごと, 店舗ごとの売価やコードの登録
従来の棚ＰＯＷＥＲ(Ver17以前)では、取引先の商品コードや売価を「売上情報」に登録して管理
していましたが、棚ＰＯＷＥＲ２０１１では売上情報ではなく「個別情報」に登録をします。
「個別情報」は、基本となる商品情報とは別に商品の各情報を持つ機能であり、同じ商品でも
取引先ごとによってプライベートコードや売価などが異なる場合に活用できます。
また、個別情報は 「企業単位」や「店舗単位」で各情報を管理することができ、商品サイズ以外
の商品情報項目を登録できるので、今まで1つしか登録できなかった「商品名」や「商品分類」
などの項目も取引先や店舗単位で登録することができます。
基本となる自社の情報は商品情報に、取引先ごとの情報は個別情報に登録しておくことで、取引
先別にデータを修正する手間を省略することができます。
※ 個別情報を何の基準(企業や店)で登録するかは環境設定で設定します。
［棚ＰＯＷＥＲボタン］-［環境設定］-［基本設定（3）］-「個別情報（商品情報）」から設定
を変更できます。

● 単品登録方法
① 1商品ずつ個別情報を入力する場合は、［マスターメンテナン
ス］タブ-「商品情報」 -「メンテナンス」から、登録したい
商品を呼び出します。
② 画面下部の「個別情報」をクリックすれば、「企業」または
「店舗」の一覧が表示します。
③ 個別情報を登録したい項目に、各情報を入力して≪登録≫を
すれば個別情報の登録は完了です。
－ 棚ＰＯＷＥＲ インフォメーションVol.93 －

● 一括登録方法（一括編集）
一括編集機能を使用して、個別情報の各項目を一括で
編集・登録ができます。
②
① ［マスターメンテナンス］タブ-「商品情報」「一括編集」-「一括編集（個別情報）」を選択します。
② 「企業」または「店舗」から登録したい分類を選択
します。対象となる商品を≪絞込設定≫から絞込み
ます（商品分類やカテゴリーなどから該当商品の
絞込みが可能です）。
③ 個別情報を登録したい項目に、各情報を入力して
≪登録≫をクリックします。

①

③

● 一括登録方法（ひな形ファイルを使用して一括登録）
個別情報のひな形ファイルを使用してExcelファイルなどから個別情報を一括で登録できます。
① ［マスターメンテナンス］タブ-「商品情報」-「エクスポート」を選択します。
② 「エクスポート情報の選択」画面で「商品情報」と「個別情報を処理対象にする」にチェックを
付けて、≪次へ≫をクリックします。
③ エクスポート条件の設定を行ない、個別情報出力形式は「個別情報のみ出力する」を選択します。
④ ひな形のファイルの加工をします。個別情報を登録する場合は必ず「個別情報コード」を入力する
必要があります。個別情報コードには、 「企業」または「店舗」コードを入力します。
最後に、加工したファイルを、［マスターメンテナンス］タブ-「商品情報」-「インポート」より
取り込みます。
※ 個別情報コードを選択していない場合は、基本となる商品情報にデータがインポートされるため
注意して下さい。

● 一括登録方法（売上データをそのまま取り込む方法）
ＰＯＳデータや従来の棚ＰＯＷＥＲから出力した売上情報をインポートし、個別情報を登録すること
が出来ます。
① ［データ移行］タブ- 「インポート」 からデータが保存されているフォルダを選択して、取り込
むファイルの設定を行ないます。
② インポート項目を「商品情報」にして、変換元と変換先の設定を行ないデータを取り込みます。
売上データのテキストインポートの詳細は、弊社HPの資料をご覧ください。
【IConceptホームページトップ→サポートセンター
→操作テキスト資料ダウンロード「2.V17から2011へのデータ移行」】
http://www.iconcept.co.jp/user/txt/index.htm

● 個別情報で登録した内容を帳票で出力
① 個別情報に登録した内容は、［棚割操作］タブ- 「基本情報」から
設定します。
② 「基本情報」の設定が完了すれば、取引先ごとの売価やプライベート
コードなどを帳票に出力することができます。
例えば、［陳列商品一覧表］で出力項目に売価を選択した場合は、
個別情報で登録している売価が反映して出力されます。

個別情報が設定されている
「企業」/「店舗」を項目から選択
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流通マーケティング講座 83

流通マーケティング講座 82

d) エンド強化・チェックポイント

c ) エンドの機能

計画面

誘導機能（マグネット効果）
顧客の目を引き、エンドへ引き寄せるとともに、
副通路への誘導を促進する効果と、定番売場との相乗効果機能。

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。
訴求機能 (コミュニケーション効果)

1 エンド計画は実施されているか
2 エンド計画をパートレベルまで熟知しているか
3 シーズン性の強いエンド展開になっているか
4 テーマ性のあるエンド展開になっているか
5 季節感を演出しているか
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。
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 主力商品はエンドで２分の１以上の陳列量になっているか
7 処分エンドになっていないか

演出面

下記、弊社ホームページよりユーザー様専用の
提案効果
ID・パスワードを入力の上ご参照ください。
新製品の認知促進

専用ID・パスワードはFAX送信させていただいております
料理方法・商品の使い方などを顧客に訴求し関連販売を図る
最新の「インフォメーション」をご参照ください。
情報効果
ナショナル・イベント、地域イベントを中心に、
生活密着型の訴求をし衝動買いを図る

・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

下記、弊社ホームページよりユーザー様専用の
量感はあるか
8 下記、弊社ホームページよりユーザー様専用の
9 ケースカットの高さは統一されているか
ID・パスワードを入力の上ご参照ください。
ID・パスワードを入力の上ご参照ください。
10 ダンボールは目立たないようになっているか
11 エンドの高さは統一されているか
専用ID・パスワードはFAX送信させていただいております
専用ID・パスワードはFAX送信させていただいております
12 エンドラインが統一されているか
最新の「インフォメーション」をご参照ください。
値付はされているか
13最新の「インフォメーション」をご参照ください。
14 価格は統一されているか（エンドとプロパー）
15 値付は決められた位置に付けてあるか
16 陳列技法に工夫が有るか
・セミナー&コラム
→ 流通マーケティング講座
流通マーケティング講座
比較し易い陳列になっているか
17 ・セミナー&コラム
→
18 関連陳列（商品の組み合わせ）を積極的に導入しているか
19 情報・提案性のあるエンドになっているか
http://www.iconcept.co.jp/series/marketing/index.htm
http://www.iconcept.co.jp/series/marketing/index.htm

イメージ効果

販売面

季節感や海山といった自然、あるいは健康などといったテーマ別に
第82回の内容は 「エンドの基本知識 3」 です。
同一イメージを持つ商品を集めて訴求し関連・衝動買いを図る
販売機能 (量販効果)
陳列の量感や演出による陳列によって価格訴求・買い上げ個数のアップを図る

棚ＰＯＷＥＲ導入数【１１６１社 ７８００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
その他

２０１１年０８月０１日現在

小売業

20 エンドの日販売量を把握しているか
第83回の内容は
「エンドの基本知識 4」
4」 です。
です。
「エンドの基本知識
販売不振エンドは場所・テーマ・販売方法を変えているか
21第83回の内容は
22 １週ごとにエンドを変えているか
23 週ごとの陳列商品・陳列量は確認しているか
24 商品陳列場所は計画どおりか
25 競合店調査は実施しているか
26 エンドの在庫は定期的にチェックしているか
27 追加発注はシステム化されているか
28 エンド切替日と人員配置は計画されているか
29 販売実績データの分析は実施しているか

チラシ連動面
30
31
32
33
34
35
36

チラシとエンドは連動されているか
ＰＯＰと商品が一致しているか
ＰＯＰの高さは統一されているか
ＰＯＰのサイズは統一されているか
ＰＯＰは汚れていないか・曲がっていないか
ＰＯＰ取り付け器具、取り付け方法は確認されているか
ＰＯＰが分かり易く、コメントの内容は適切か

その他
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*** 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.93 －

サポートセンタートピックス No.64
● Ｑ＆Ａのご紹介
ユーザーの皆様の評価を元にＱ＆Ａの更新や修正を行なっております。またＱ＆Ａは毎月追加
しており、追加したＱ＆Ａには「NEW」、更新したＱ＆Ａには「更新」アイコンを表示していま
す。カテゴリー別の構成なため目的のＱ＆Ａを簡単に見つけることができるため、棚ＰＯＷＥ
Ｒの操作で、不明点などがある場合は、是非Ｑ＆Ａもご活用ください。
■Ｑ＆Ａ掲載場所
【IConceptホームページトップ→サポートセンター→よくあるご質問Ｑ＆Ａ検索
「棚ＰＯＷＥＲ２０１１ご利用の方はこちら」】

http://faq.iconcept.co.jp/
※棚ＰＯＷＥＲの、[ヘルプ]-[Webページ]-「Ｑ＆Ａ」からも確認いただけます
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