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ＭＩＴ Ｅ Ｏ Ｓ（ ミ テ オ ス ）活 用 事 例

メーカー・卸売業間で手軽に発注・仕入データの双方向通信を実現できる新サービス「ＭＩ
ＴＥＯＳ」を各社ではどのように活用し、
評価しているのか。卸売業、
メーカーそれぞれの立場から見たＭＩ
ＴＥＯＳのメリットや課題についてお話をうかがった。
※ＭＩ
ＴＥＯＳの詳細につきましては、弊社ホームページ、
または
『ＰＬＡＮＥＴvanvan』
９７号の
“Ｗｅｂ-ＥＤＩサービス
「ＭＩ
ＴＥＯＳ」のご紹介”
をご参照ください。

卸 売 業 様 の 声
ＭＩ
ＴＥＯＳを活用し、仕入業務の効率化を推進

仕入部 部長

高橋 成明さん

係長

草野 広志さん

森川産業株式会社
増大する事務作業の効率化を図るため、仕入計上の自動化に踏み切った森川産業株式会社。ＭＩ
ＴＥＯＳの活用により、
幅広い仕入先との間で自動仕入計上を実現した同社の取り組みについてお話をうかがった。

事業の成長に伴って
仕入業務の効率化が課題に

ればいけないと思いました」
（高橋部長）
。
こうして高橋部長が先
頭に立ち、
ＥＤＩデータを利用した仕入計上自動化への取り組み
が進められた。

医療衛生用品、育児用品、介護用品などを扱う医療系専門
商社として、
ドラッグストアやホームセンター、
スーパーをはじめと
した多様な業態の小売業に、健康に関わる商品を供給してい
る森川産業株式会社。専門性を重視した独自の事業展開で大
きく躍進し、好調な業績をあげている同社では、事業の拡大に

自動仕入計上では、
メーカーから送信される仕入データを朝・

伴って仕入先の社数や取引量が増加し、仕入業務の負荷が増

昼・夕と1日3回受信し、入荷数量と照合して一致していたら、仕

大し続けていた。

入内容が確定する。仕入先からのデータをそのまま仕入計上に

従来の紙ベースの仕入業務では、仕入先から送られてきた仕
入伝票に基づいて事務部門で社内システムに入力した後、仕

回せるため、
リードタイムの大幅な短縮が実現した。
また、社内で
の伝票入力作業が不要になり、
正確性もアップした。
（図1）

入部が内容確認を行い、
ＯＫだったものを支払いへ回すという二

しかし、
仕入先の多くは専門性の高い中堅・小規模のメーカー

重チェックを行っていた。そのため、支払いまでのリードタイムが

であり、
システム構築を必要とする基幹ＥＤＩでの接続準備が困

長く、手入力によるミスの可能性もあった。

難なため、利用メーカーの拡大には限界があった。
ちょうどそのタ

「特に問題となったのが、期ずれです。
メーカー様が月末に出

イミングで登場したのが、
ＭＩ
ＴＥＯＳだった。

荷していても、伝票が届くタイミングによっては当社では翌月の

「ＭＩ
ＴＥＯＳは操作も簡単で、
メーカー様はシステム構築をせず

計上となり、支払時期にずれが生じるのです。そのためメーカー

低コストでサービスを利用することが可能です。
ＥＤＩと同様に卸

様からは、
もっと早く仕入計上が出来ないかというご要望がありま

売業が仕入データを受け取れるＭＩ
ＴＥＯＳを使えば、当社として

した」
と、仕入部の高橋成明部長は語る。

も自動仕入計上をさらに進められると直感しました」
と仕入部の

もう一つ、業務効率を見直すきっかけとなる出来事があった。
入力担当者の1人が病気で休業することになり、現場が混乱を
きたしたのだ。
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ＭＩ
ＴＥＯＳの登場で
データ交換による効率化が進展

草野広志係長は言う。
2012年9月にＭＩ
ＴＥＯＳの利用を決定し、
11月には仕入先メー
カー向けに、
自動仕入計上とＭＩ
ＴＥＯＳの説明会を開催した。

「もともと少人数で大量の伝票を処理していましたので、担当

「ＥＤＩ未接続で発注伝票枚数が40～50枚／月あるような

者が1名欠けると影響が大きく、
これは真剣に効率化を考えなけ

メーカー様には、積極的にＭＩ
ＴＥＯＳをお勧めしました。自動仕入
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｜図 1 ｜仕入計上の自動化
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リードタイム短縮、正確性アップ
計上とＭＩ
ＴＥＯＳをまとめて一緒にご説明できたため、
メーカー様

メーカー側にとってもメリットは大きい。仕入データがそのまま計

も効率化のメリットが理解しやすかったのではないでしょうか。そ

上され支払いへと回るため、
仕入伝票を起票して郵送する手間と

の後、
プラネットさん主催の操作説明会に参加して、
これならでき

コストが不要となった。仕入計上がスピードアップし精度も向上し

そうだと実感されたメーカー様も多かったようです。
プラネットさん

たため、
期ずれや支払いもれといった問題もなくなった。
また、
発注

には、
バイヤーズネットの商品マスタ登録支援サービスなどで長

ファックスが行方不明になるといったトラブルも回避できるため、

年の実績と信頼があります。だからこそ、安心してＭＩ
ＴＥＯＳとい

メーカーからの月末の問い合わせはほとんどなくなったという。

う新しいシステムを導入できるのです」
（草野係長）
。

ただし、
いくつかの課題もあると草野係長。
「運賃や値引きなどが発生すると、
現在は紙ベースで対応する
しかありません。ＭＩ
ＴＥＯＳの中でそうした変更を反映できる仕組

自動仕入計上によって
メーカー、卸売業の双方にメリットが

みをぜひつくっていただきたいですね。
また、
自社システムをお持
ちのメーカー様がＭＩ
ＴＥＯＳの受注情報を自社システムに取り込

2013年3月からＭＩＴＥＯＳの利用を開始し、現在では仕入

むには、
自社システムに合わせたデータ変換が必要なのですが、

先17社とＭＩ
ＴＥＯＳによるデータ交換を行っている。ＭＩ
ＴＥＯＳ

その作業を敬遠されるケースが多いです。
そのあたりも考慮いた

導入による効果として、同社では伝票入力枚数を約1,800枚

だけると、
ＭＩ
ＴＥＯＳを利用するメーカー様は一気に増えるのでは

／月、
ファックス送信枚数についても約1,600枚／月を削減す

ないかと思います」。

ることができた。これらの伝票入力作業の軽減により、2003

高橋部長からは、
次のようなコメントをいただいた。

年度に事務員3名で担当していた仕入計上業務が、現在では

「企業の大小に関わりなく、物流の効率化はメーカー様、卸売

2名で対応できるようになったという。この間、同社の売上高は

業に共通する重要な課題です。ＭＩ
ＴＥＯＳという選択肢が出来

200億円から400億円へと倍増していることを考えると、
自動

たことで、
データ交換による効率化の間口が広がったのはありが

仕入計上によっていかに効率化が図られたかがわかる。あわせ

たいことです。
プラネットさんには、
ＭＩ
ＴＥＯＳに加えて、商品情報

てペーパレス化も促進され、伝票の保管場所が不要になるな

などさまざまな情報の標準化、共有化を今後もさらに進め、流通

どの利点もあった。

業界の発展に貢献されることを期待しています」。

｜図 2 ｜利用開始までの流れ

MITEOSスタート

2013年3月
MITEOS利用開始

2013年2月 各種手続き・調整
2013年1月 MITEOS操作説明会（プラネット主催）
2012年11月 仕入先様向け説明会開催
2012年9月 MITEOS利用決定
2012年5月 プラネットからＭＩ
ＴＥＯＳ紹介

利用決定～開始まで
約６ヶ月
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メーカー 様 の 声
ＭＩ
ＴＥＯＳで手書き伝票から解放され、
当日出荷も楽になりました。

代表取締役社長

柳澤 光宏さん

営業部

山浦 正行さん

株式会社シナノ
スキーポール、
トレッキングポール、歩行杖、
ウォーキングポー

「ＭＩ
ＴＥＯＳは操作が簡単で、初めてでもとくに問題はありませ

ルなど、
スポーツやレジャー、生活シーンで身体を支えるさまざま

んでした。森川産業様はセンターや営業所が多いため、
これま

なポール製品の製造販売を手掛ける株式会社シナノ。長野県

では大量の伝票を手書きしており、実務担当の女性が腱鞘炎

佐久市に本社を構える、創業95年の老舗専門メーカーだ。本

になるほど苦労していたのですが、
ＭＩ
ＴＥＯＳを使うようになって

社の敷地内には、一般財団法人製品安全協会が定めるＳＧ

とても楽になったと喜んでいます。おかげで効率もアップしまし

マーク※ 認定の自社工場を有し、企画開発から製造、販売まで

た」
と話す営業部の山浦正行さん。
また、
もう一つ大きなメリット

を一貫して行っている。握りやすさや強度を考え抜いたポール

を感じているのが、出荷作業だという。

技術には定評があり、主力商品であるスキーポールの国内シェ
アは約45％と圧倒的な強さを誇る。

「当社の工場では、当日出荷を原則としています。歩行杖は
お客様によって細かい仕様の指定もあるので、私が朝一で注

同社が新規分野として歩行杖の製造販売を開始したのは

文内容をすべてチェックして仕分けし、
それを社内システムに打

1999年。当時、海外製の杖が主流だった歩行杖市場に、
ス

ち込んでから、出荷情報として工場に連絡していました。それが

ポーツ用ポールで培った技術を駆使して開発した国産ウォーキ

ＭＩ
ＴＥＯＳによって、
いただいた注文データをそのままＰＤＦにし

ングステッキ
「Kainos(カイノス)」
を投入した。優れた機能性や

て出荷セクションに渡せるため、朝一からスムーズに出荷作業

デザイン性がシニア層の支持を受け、今日では同社売上の2割

をスタートできるようになりました」
（山浦さん）
。

近くを占める事業へと成長している。
「人は歩くことで世界が広がり、生活が豊かになります。
“いつ

ただし現在、運賃が発生した場合には、
その分のデータを削
除して手書きで伝票を送っている。
「処理がイレギュラーになる

までも楽しく歩きたい”
と願うアクティブな高齢者の方々の思い

ためヒューマンエラーが生じる可能性もあり、
そのあたりはＭＩ
ＴＥ

に、使いやすく安全でおしゃれな歩行杖をご提供することでお応

ＯＳが対応してくれるとうれしいですね」
と山浦さん。
また、柳澤

えしていきたい」
と柳澤光宏代表取締役社長は語る。

社長は次のように期待を述べた。

スキーポール等は大手スポーツ用品店との直接取引が多い

「今はまだ、
ＭＩ
ＴＥＯＳを接続しているのは森川産業様に限ら

が、歩行杖はほとんどが医療系卸売業を通じて百貨店やＧＭ

れています。社会の高齢化とともに歩行杖の市場は今後さらに

Ｓに納品される。
これらについては基本的にファックスで注文を

伸びていくと予想されており、
より多くの卸売業様やカタログ通

受けて自社システムに打ち込み、伝票を書き起こして郵送する

販事業者様などともＭＩ
ＴＥＯＳがつながれば、
いっそうメリットを感

という手順で処理していた。
そうした中、森川産業からの紹介で

じられるのではないかと思います」。

２０１３年３月よりＭＩ
ＴＥＯＳを導入した。

同社は２０１３年に経済
産業省から優良表彰を
受けている。

※ＳＧはSafe Goods（安全な
製品）
の略で、
同協会が定めた
ＳＧ基準への適合認証を示す
「安全な製品」
の目安。
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のココが
おかげさまでＭＩ
ＴＥＯＳは２０１４年２月１日でサービス稼働から１年が経過し、2月末現在で４５社のメーカー様、
5社の卸売業様にご活用頂いております。
『ＰＬＡＮＥＴｖａｎｖａｎ』99号から4回にわたり、
メーカー・卸売業それぞれの立場からＭＩ
ＴＥＯＳの活用事例と効果を
紹介してまいりましたが、
ここで、改めてＭＩ
ＴＥＯＳの「なるほど！」なポイントをまとめてみましょう。

メ ー カ ー 様 の「 な る ほ ど！」
簡

単

導入がカンタン、操作もカンタン

パソコンとインターネット環境があれば、難しい準備は不要です。
また、受注情報や仕入伝
票情報を画面で
「見て」、
ボタンを
「押す」
という、
シンプルな操作です。

お

得

お手頃価格で業務を効率化

データ受信、送信によって
「注文書の紛失、読み取りミス」
というリスク、
「 仕入伝票を郵送
しなくてよい」
という作業負荷の軽減をお手頃な料金で実現しました。
利用相手先を増やしても、料金は変わりません。

スピーディー

短期間で利用開始を実現

現行業務を大きく変更する必要がなく、操作も事前に体験でき、操作についてのお問い合
せ先などのサポート体制も充実していますので、
スムーズかつすぐにご利用いただけます。

卸 売 業 様 の「 な る ほ ど！」
コスト軽減

データ交換の利用拡大で、社内業務が効率化

ＥＤＩ接続ができず仕入伝票が郵送されてくるメーカー様とも仕入データの受信・自動照合による作業負荷の軽減が図れ、
また正確性の向上とタイムラグ短縮などで迅速化され、
コスト削減効果が期待できます。
しかも発注データとして確実にメーカー様へ届けられるので、
ＦＡＸ発注時の未達確認などの運用負荷が軽減できます。

システム開発が不要
MITEOSのデータは、基幹ＥＤＩと

ＭＩ
ＴＥＯＳ
ご利用メーカー様

同じ仕様ですので、新たにシステム

Ｗｅｂで送信

開発を行うことなく、データの送受
信ができます。

基幹ＥＤＩ
ご利用メーカー様

基幹ＥＤＩ
ご利用
卸売業様

Ｗｅｂで受信

EDI発注

EDI発注
EDI仕入

EDI仕入

プラネットは消費財流通における取引業務の効率化への貢献を目指し、
これからもＭＩ
ＴＥＯＳの普及活動を積極的に進めてまいります。
ＭＩ
ＴＥＯＳに関してご不明な点がございましたら、下記窓口にお問い合わせください。

お問い合わせ先 株式会社プラネット 営業部

Tel：03-5962-0811 E-mail : eigyo@planet-van.co.jp
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商品データベース
商品データベース特集の3回目は、商品データベースを商品マスタや棚割に活用するための
便利なサービスと、2013年5月から提供を開始した新サービス「商品データベースプラス」に
ついてご紹介します。

Vol.3 商品データベースをさらに活用するための各種サービス
クリッピングサービス
クリッピングサービスは、
プラネットの商品データベースに登録・更新された商品情報
（文字、画像）
を自動で抽出し、
データファイルに
してお届けするサービスです。商品マスタや棚割マスタの日々のメンテナンスを強力にサポートします。

検索やダウンロードのオペレーションを自動化

｜図｜クリッピングサービス使用例

前日に更新された商品データベースの情報を抽出して、
ユーザー専用ＵＲＬに日次でデータファイルを配信します。
ク
リッピングサービスを使えば、商品マスタや棚割マスタの整
備のために、定期的に商品データベースにアクセスして検
索を行う、
といった面倒な手間が不要になります。

プラネット
商品データベース

最新の正確な情報をタイムリーに入手
メーカーが直接入力した最新情報を、登録された翌日に
ダウンロードすることができるので、社内マスタのアップデー

インター
ネット

もご利用いただけます。
またメーカーにとっても、周知したい
正確な情報を一斉に配信できるというメリットがあります。

お客様ごとの専用画面

さまざまな抽出条件を設定可能
ダウンロード用ファイルのフォーマットは
「ＣＳＶファイル」
のほか、棚割ソフトに対応した
「マルチメディアフォーマッ
ト」、商品マスタに取り込みやすいよう商品コードと画像名
称を紐付けた
「商品コードフォーマット」
から選択いただけま
す。
また、
Ｊ
ＩＣＦＳ分類による商品の絞り込みも可能であり、
目的に応じて必要な情報だけを効率よく収集することがで

ダウンロードファイルは
以下の３形式から選択可能
・ＣＳＶファイル
・マルチメディアフォーマット
・商品コードフォーマット

データ
取り込み

棚割ソフト
自社フォーマット
変換

自動ファイル
ダウンロード
ソフト

お客様
棚割システム
コンバーター

トはもちろん、業界の動向をいち早く把握するツールとして

登録・更新データの
差分ファイルを
毎日作成

データ
取り込み

自社マスタ

きます。

商品マスタ登録支援サービス
商品データベースの情報を商品マスタの登録に活用し、業務を効率化するサービスとして１７社の卸売業と8社の小売業が導入
し、各社商品のマスタ情報送受信にご利用いただいている商品マスタ登録支援サービス。導入企業、
お取引先のメリットをご紹
介します。

１．
導入企業にとってのメリット：マスタ精度の向上、業務負荷の軽減
商品情報は卸売業・小売業にとって、商品管理や物流などの社内業務の大前提となる非常に重要な情報ですが、
お取引先からＦＡＸや
メールで届く商品情報には、
サイズや商品コード、価格などの入力もれやミス、本来の仕様とは異なる文字（全角・半角）
が含まれがちです。
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また、
それらの情報に基づいて社内の登録作業を進める際に入力ミスが発生する可能性があるため、内容のチェックとミスの訂正には時間が
かかります。
商品マスタ登録支援サービスは、
マスタ情報を作成する際に商品データベースに登録されている正確な商品情報を活用できることに加え、
項目の不足や桁数間違いがないかをシステムでチェックを行いますので、精度の高いデータを、手間をかけずタイムリーに、
自社システムへ取
り込むことができます。

２．
お取引先のメリット：マスタ作成の負荷軽減、利用が無料
商品データベースに商品の基本情報が登録されていれば※、
お得意先の商品マスタ情報を作成する際に商品名などの情報を入力する必
要はありません。納入価格や担当バイヤー、商品分類などのお得意先の独自項目を入力すれば済みますので、商品マスタ作成業務の負荷が
軽減されます。※マスタ情報を作成する時までに情報を商品データベースに登録する必要があります。
商品マスタ登録支援サービスを導入している企業のお取引先は無料で利用でき、現在、
2,０００社を超える企業の８，
０００名以上の営業担
当者に利用いただいております（2014年3月末時点）。
商品マスタ登録支援サービスの詳細につきましては、
プラネットのホームページをご参照ください。
（注）
小売業向けのサービスについては、新規のご提供を休止しております。

商品データベースプラス
商品データベースプラスは、商品のパッケージに記載されている成分や使用上の注意など、商品の詳細情報を集約・提供するため
につくられた、
もう一つの商品データベースです。

多様化する販売チャネルへの対応を標準化
インターネット販売などを中心に販売チャネルの多様化が急速に進む中、小売業の現場では生活者を意識したより詳細な商品情報が求め
られています。商品データベースの登録情報では対応しきれないこれらのニーズに対し、
メーカーが発信する正確な情報を一元管理して共有
し、業界全体の効率化を図る仕組みが商品データベースプラスです。
商品データベースプラスでは、商品の表示成分や使用方法などのテキスト情報と画像情報を管理します。商品データベースプラスの情報
は、
バイヤーズネット上で検索・閲覧、
またはクリッピングサービスを使ってダウンロードすることができます。
なお、商品データベースプラスをより使いやすくするため、
今夏にリニューアルを予定しています。詳細は次号でご紹介いたします。
※商品データベースプラスの詳細については、本誌99号
（2013年夏）
または弊社ホームページをご覧ください。

｜図｜商品データベースと商品データベースプラスの違い
商品データベース

商品データベースプラス

受発注や棚割、商談など
日々の業務に必要とされる
商品の基本情報を管理

商品パッケージに記載されている
説明や販促情報などの
商品の詳細情報を管理

スペック確定後の早期登録

パッケージ確定後の提供

商品データベース担当者よりひと言
商品データベース、商品データベースプラスは、登録情報が多くタイムリーな更新であるほど、
データベースとしての精度と利用価値
が向上します。
メーカーのみなさまには、今後とも迅速な商品情報の登録をお願い申し上げます。次号の「もっと知りたい！」
では、商
品データベースプラスのリニューアルに関するお知らせと、商品データベースの今後の展望についてご案内します。
※商品データベースと商品データベースプラスは、
個別のサービスとなっております。
それぞれ
「バイヤーズネット」の業務サービスメニューからご利用ください。

商品データベースのご利用には、企業契約が必要です。詳細はコールセンターまでお問い合わせください。
サービスに関するお問い合わせ

株式会社プラネット CRM部 コールセンター

Ｔel.０３-５９６２-０８１１

E-mａｉ
ｌ sc@planet-van.co.jp
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※このコーナーでは、
当社のオリジナルキャラクター
「プラネッ太くん」
が、
プラネット
サービスご利用のお客様を訪問し、
さまざまなトピックスについてお話を伺います。

イラスト／松鳥むう

ジャパンメイドの伝統と誇りが
築き上げた靴クリーム

株式会社コロンブス

http://www.columbus.co.jp/
ご利用のサービス：基幹ＥＤＩ、商品データベース、
取引先データベース

新年度のはじまりは、新しい靴で颯爽と歩く人を多く見かける時期でもあります。みなさまのなかにも、
「最近靴を新調した」
という方がいらっしゃる
のではないでしょうか。靴を長持ちさせるには、
なんといってもお手入れが大切です。
そこで今回は、靴クリーム・靴用品・革製品のお手入れ用品の企
画・製造・販売で広く知られる株式会社コロンブスの松戸FACTORYを訪問し、商品の製造工程や靴のお手入れ方法についてうかがってきました。

創 業 以来９５年にわたる実 績とノウハウが詰まったファクトリー
当社は1919
（ 大正8）年に創業し、会社設立の1948
（昭和23）年

必要がありますので、今でも人の手を介して行っています。
クリームの乾き具

に、現在の社名となりました。
「コロンブス」は、創業当時から靴クリーム

合は、気温や湿度などの変化で毎日微妙に異なるのです。計量してみると

の商標として使用していたもので、社名よりも商標として長い歴史を持っ

同じ容量でも、
「お客様がはじめてビンの蓋を開けた時に、
クリームが均一に

ています。
ちなみにこの名称は、黄金に輝くジパングにたどり着くことを生

入っていて、
いかに美しく見えるか」
という点にまで徹底的にこだわると、
やは

涯の夢としたアメリカ大陸遭遇者のクリストファー・コロンブスをシンボライ

り機械より熟練の技を持った人間の方が優れていますね。

ズしたものです。

ところで、靴クリームの主な原料となるワックスですが、一口にワックスと

“松戸ＦＡＣＴＯＲＹ”
は1999
（平成11）
年竣工で、
６階建ての建物内

言っても天然由来だけで、動物系、植物系、石油系、鉱物系とさまざまなもの

で、研究・開発・製造・出荷までを一括して行っています。
コロンブスの靴

があります。
さらに、合成、加工・変性ワックスなども加えると何十種類もあり、

クリームやクリーナーのすべては、
ここで生産されるジャパンメイドなんで

原産地は世界各国に点在しています。当社では、世界中から集めたそれらの

すよ。
製造の流れは商品によって詳細が異なりますが、簡単に説明すると、
“ブレンド→乳化→充填前検査→充填→梱包・出荷”
となります。
ちなみ

原料から、使用の目的や素材への作用を考慮し最適なブレンドで商品化し
ておりますが、
そのための研究を行う“松戸LABO”
もこのＦＡＣＴＯＲＹ内にあ
ります。
ここには、十数名の靴クリームのスペシャリストが在籍しており、
よりよ

に靴クリームだけでも、液体、
ラミネートチューブ入り、
アルミチューブ入り、

い商品づくりのために日々研究を重ねています。
ファッションのトレンドに合わ

缶入り、
ビン入りと多種多様なアイテムがありますので、機械と手作業を

せて靴の素材やお手入れの方法も変化しますから、今あるものでいいという

使い分けて、品質と効率の向上を図っています。特にビン入りの商品の

妥協は許されません。既存の商品にも改良の必要がないかを検討し、
お客様

場合は、内容量だけでなく見た目にもバラツキが生じないように気を配る

の声も活かしながら、
よりよい商品づくりを今後も続けて参ります。

常務取締役
松戸生産活動 製造担当

大下 正則さん

企画部 参与

市川 貴男さん
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靴を長く綺麗に履くためのお手 入れ方 法
お気に入りの靴は、
できるだけ長く綺麗に履きたいもの
ですよね。
そのためにお手入れが必要なことは、多くの方

めに当社では、冊子やホームページを通じて、靴のお手
入れ方法を素材別に紹介しています。
今回は
『PLANET vanvan』読者のみなさまに、
ビジネ

がご存知かと思います。
けれども実際にお手入れをすると
なると、
「どんなクリームを選べばいいの？」
「どんな手順で

ス用として一般的なツヤ革
（スムースレザー）靴を例に、

磨けばいいの？」
といった疑問をお持ちの方や、
「そもそも

お手入れの方法を紹介いたしましょう。実際にやってみる

クリーナーとクリームの違いがよくわからない」
といった方

と意外と簡単で、
みるみるうちに輝きが増して楽しくなる

もいらっしゃるのではないでしょうか。そのような方々のた

はずですから、是非お試しください。

企画部

小髙 慎吾さん

※靴のお手入れ方法＝http://www.columbus.co.jp/how_to_care/

「お手入 れ 前 のアドバイス」
靴は、一度履いただけでも汚れやホコリ、キズなどが付いてしまうため、買ってすぐの新しいうちにクリームを塗っておくと表面に保護
膜ができ、
ダメージをある程度抑えることができます。そうすることで、後のお手入れが楽にもなりますよ。
お手入れの際に是非ご用意いただきたいのが、シューキーパーです。シューキーパーを入れることで、履いた際にできたシワが伸び、お
手入れしやすくなります。また、靴を磨く際はある程度力を加えることになりますから、型崩れ防止の役目も果たします。
クロスは、
クリーナー用、クリーム用、仕上げ用でそれぞれ使い分けるようにしましょう。着古した衣類を再利用される際は、Tシャツなど
の平織り綿素材がおすすめです。ちなみに同じ綿素材でも、
タオル地はクリームが生地の中に入り込んでしまいますので、靴のお手入れ
には適しません。
ブラシも、ホコリを落とすクリーニング用と、仕上げ用で使い分けましょう。靴にキズをつけないものをお選びください。
クリーナーは、
「メイク前の汚れ落とし」
と
「キメを整える下地剤」のような役割を果たします。靴についた汚れや以前塗ったクリームを落
としてあげるのが、綺麗な仕上がりのポイントになります。クリーナーを使用するのは、お手入れを3回するうちの1回程度を目安にす
るとよいでしょう。マイルド、標準、強めといくつかの種類がありますので、
シーンに応じて使い分けてくださいね。
靴クリームには、大きく分けて乳化性（柔軟性に優れ、
ツヤと保革効果があります）
と油性（光沢を与え、防水効果があります）の２タイプ
があります。ツヤ革では、乳化性のクリームを用いるのが一般的です。色は、靴と同じか淡めの色を選びましょう。
靴の使用頻度にもよりますが、出番の多い靴は1週間に1度のこまめなお手入れが理想。また、2足以上を交互に履くようにすれば、お
気に入りの靴が長持ちします。

ツヤ 革 靴 の お 手 入 れ 方 法
【用意するもの】
（写真A～F＝同社参考商品）
★シューキーパー
（A）
★クリーニング用ブラシ
（B/ジャーマンブラシ2）
★仕上げ用ブラシ
（C/ジャーマンブラシ5）
★クリーナー用、
クリーム用、
仕上げ用のクロス
★クリーナー
（D/コロンブス500）
★クリーム
（E/ブートブラックシルバーライン シュークリーム）
★防水スプレー
（F/アメダス防水スプレー）

1

（B）

（A）

5

靴全体のブラッシング

靴にシューキーパーを装着し、靴用ブラシでまずは
全体のホコリを落とします。靴紐がある場合は、紐
をはずしてからブラッシングを。

2
3

クリーニング

クリーナーを適量クロスに取り、汚れを落とします。
靴に直接クリームをつけるとシミやムラの原因に
なってしまいますので、
必ずクロスに取ってから使用
してくださいね。
このとき、指にクロスを巻き付けるよ
うにして
（イラスト参照）
、小さな面積ごとに円を描く
ようにこすると汚れが落としやすくなります。

4

クリーナーを塗りのばす

部分的な汚れ落としの後は、
靴全体にクリーナーを
塗りのばしてください。
クロスを折りたたみ3本の指
をかけるのがポイント
（イラスト参照）
。
クリーナーが１
箇所に偏らないように、手を早く動かして靴全体に
広げましょう。

（D）

（E）

（F）

靴クリームを塗る

クロスを人差し指と中指の２本に巻き付け
（イラスト参
照）
、
片足につきコーヒー豆大のクリームを少量とって
から、
靴に塗布します。力を入れすぎないように指の腹
を使って行いましょう。

細かい部分のブラッシング

甲と靴底の境目など細かな部分にブラシをかけま
す。
ブラシは小さな範囲で細かく動かしましょう。

（C）

松戸LABO

磯野聡美さん

6

ブラッシング

クリームを全体に馴染ませるためにブラッシングします。塗りむらのないよう
に、
均一にすばやくブラシを動かしましょう。

7

仕上げ磨き

ブラッシングだけでもツヤ出しは可能ですが、
クロスで仕上
げ磨きをするとさらにツヤが増します。
クロスを厚めに巻い
た指の背を使い軽くこするだけ
（イラスト参照）
でOKです。

8

最後に

お手入れの仕上げは、防水スプレーを用いましょう。
防水スプレーには、
水気によるダメージを防ぐだけでな
く、
ホコリや汚れを付きにくくする効果もあります。靴か
ら20 ～25㎝ほど離し、
表面が軽く濡れる程度に円を
描く要領でかけるのがコツ。スプレーは、必ず屋外で
使用するようにしてくださいね。
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プラネットプラザ

P L A N E T C O M M U N I T Y S PA C E

01

TOPIC

PLANET
PLAZA

第１４回ＪＡＰＡＮドラッグストアショー出展報告
２０１４年３月１４日から３月１６日までの３日間、
プラネットは関連会社の
カスタマー・コミュニケーションズと共に、
幕張メッセで開催された
「第１４回
ＪＡＰＡＮドラッグストアショー」
に出展しました。
プラネットは今回、
メーカー約８００社から登録のご支援を受け、
１３万を
超えるアイテムの文字情報と画像データを提供する
「商品データベース」
、
Ｏ

ＴＣ医薬品販売時の情報提供・相談応需をサポートする
「医薬品説明文書データベース」
、
成分や使用上の注意などの商品詳細情報を提供する
「商品データベースプラス」
を中心としたサービス紹介とデモンストレーションを行いました。
初出展となるカスタマー・コミュニケーションズは企業紹介のほか、
ポイントカードの利用履歴から得られる来店顧客の購買行動分析支援
ツール
「Shopping Scan」
を中心とした小売業向けサービス、
全国業態別の顧客ＩＤ付ＰＯＳデータに基づき、
簡単かつスピーディーに購買行動
分析ができる
「ＣＡＦÉクイックサーチ」
を中心としたメーカー向けサービスの紹介とデモンストレーションを行いました。
お忙しい中、
プラネットとカスタマー・コミュニケーションズの共同出展ブースへご来場くださった皆様、
誠に有難うございました。

【 各サービスに関するお問い合わせ先 】
■プラネット
株式会社プラネット営業本部 ＣＲＭ部
T el : 0 3 - 5 9 6 2 - 0 8 11 Fa x : 0 3 - 6 4 0 2 - 8 4 2 1
E-mail : s c @pla ne t - v a n.c o.jp
■カスタマー・コミュニケーションズ
カスタマー・コミュニケーションズ株式会社 企画開発ユニット
T el : 0 3 - 6 4 3 0 - 0 7 2 1 Fa x : 0 3 - 6 4 3 0 - 0 7 2 4
E-mail : c on t a c t - c cl@ cus t - c ommunic a tions.c om

TOPIC

02

２０１４年秋冬新製品の商品データベース登録、カタログ発行のご案内
2014年秋冬の新製品につきましては、
6月上旬までの商品データベースへの登録と公
開をメーカーの皆様にお願いする予定です。
それに先立ち、
５月に商品データベースの登
録説明会の開催を予定しております。
また、
全国各地の小売業、
卸売業ご担当者へ2014年秋冬の新製品の情報をお届けす
る
『新製品カタログ』
※は７月中旬に発行の予定です。
新製品のPRツールとして、
ぜひご
活用ください。
詳細は後日改めてご案内いたしますので、
ご協力・ご検討を賜りますよう、
どうぞ宜しく
お願い申し上げます。

※
『新製品カタログ』
はバイヤーズネットからもご覧いただけます。
（現在春夏号掲載中）

【 お問い合わせ先 】
株式会社プラネット ＣＲＭ部 コールセンター T el : 0 3 - 5 9 6 2 - 0 8 11 E-mail : s c @pla ne t - v a n.c o.jp

NEW
FACE

ネットワーク本部 ネットワーク企画部

柏木由布子（かしわぎ ゆうこ）
12月よりネットワーク企画部に配属になりました柏木です。
これまではシステム開発を行っておりま
した。
前職と異なる環境に戸惑いながらも楽しく勤務しております。
皆様のお役に立てるよう頑張ります
ので、
どうぞ宜しくお願い致します。

陽春の候、皆様におかれましてはご盛栄のことと
お慶び申し上げます。
またいつもプラネットサービス
をご利用いただき、
ありがとうございます。
さて、世の中を賑わせた消費税増税がスタートしま
した。皆様は、消費者として特別な消費購買はござ
いましたでしょうか？増税前に我が家では、子供部屋
をそれぞれに準備しました。
営業本部 営業部 チーフプランナー

今井 正宏（いまい まさひろ）

また皆様各企業での増税影響はいかがだったで
しょうか？受注、納品や売り、買いのやり取りが増え
ると、両社それぞれでの業務量も比例して大きくなる
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かと思いますが、
ＥＤＩで業務をオンライン化している
と影響は少ないとお聞きしております。
メーカー様、卸売業様におかれましては、得意先
様、仕入先様とのオンライン化への移行、
そして普
及が重要であり、課題でもあります。
その解決策の一つとしてサービス化した
『ＭＩ
ＴＥ
ＯＳ
（ミテオス）』
は、
お陰様でゆっくりですが、着実に
歩みを続けております。お問い合わせは、
お気軽に
営業部までどうぞ。お待ちしております。

このコーナーでは、
プラネットのサービスやお寄せいただくお問い合わせについて
毎回詳しくご紹介・解説いたします。

預金口座振替とは？
プラネットサービスのご利用代金を、
貴社ご指定の預金口座からご請求月の翌々月１２日※１に引き落と
すことで、
毎月の振込手続き、
振込手数料のどちらも不要になるお支払方法です。
ご請求書をお送りしているお客様の４５％にあたる３８３社※２でご利用いただいております。

45%

※１
：４月度ご請求を例に挙げると、
６月１２日です。なお、金融機関が休業日の場合は翌営業日となります。
※２
：２０１４年２月度の実績です。

請求書の「備考
（NOTES）
」欄に口座振替日を表示致します。
ご請求書の発送は今まで通りとなり、
変更はございません。
毎月定額料金の
★商品データベース ★商品マスタ登録支援

★バイヤーズネット

をご利用のお客様に特におすすめです。

プランのう・ふ・ふ

うっかり忘れを
防げます。
ふり込み手数料が
かかりません。
り込みの手間が
ふ かかりません。

口座振替日が記載された請求書

￥０−

０ｈ

★
「預金口座振替」
は、
ユーザー様経理ご担当者向けの業務効率化
サポートツールです。

「う・ふ・ふ」
の
預金口座振替、
おススメであ〜る。

ご利用の際は、
「預金口座振替依頼書」
にご記入・ご捺印の上、
プラネットにお送りください。
【消費税改定のお知らせ】2014年4月1日より施行されます消費税改定に伴いまして、
2014年4月度ご請求書
（4/1～4/30ご利用分）
より消費税率を5％から8％に変更させていただくこととなりました。
何卒ご理解を賜り
ますようお願い致します。

預金口座振替のお申し込み、
またご不明な点がございましたら、
お気軽に以下の窓口にご連絡ください。
お問い合わせ先 ｜ 株式会社プラネット 管理部

Tel : 03-5962-0811

E-mail : kanri@planet-van.co.jp
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