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小売業とのコラボレーションの
強化を目指して
バイヤーズネットにサイト開設

情報の一元化と標準化推進に賛同して

サイトのメニューとその機能

●住所
〒104-0042
東京都中央区入船3-3-8
●TEL：03-3297-5467
●事業内容
花王製品（スキンケア製品、ヘアケ
ア製品、カラーリング剤、入浴剤、
歯みがき･ハブラシ、男性化粧品、
衣料用洗剤･仕上剤、台所用洗剤、
住居用洗剤･そうじ用製品、生理用
品、紙おむつ、食品）の販売
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１．企画の早期展開実現 ２．企画の店頭実現率アップ ３．陳列

技術の向上 ４．次回の商談に生きる検証 ５．店頭で売れる企画の実現 ６．

新製品・企画品の早期導入・展開

本店　
流通開発部

流通開発部マネージャー

流通開発部部長

流通開発部

カテゴリーマネジメントの
精度向上を実現した花王CEX

花王STORE INへのアクセスに期待



店頭情報画面（CEX）
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将来の展望について

売場提案画面（STORE IN）
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ここはもともと別会社が運営していたガーデンです。それを
当社が引き継いで、1999年12月にオープンしました。会長
がハーブ好きだったということがきっかけですね。当園では、
約8,000坪の敷地で約350種類のハーブを栽培。生育から販
売まで年中無休体制で行っております。植物ですから、気候や
天候の変化、雑草管理などには気をつかいますね。

屋外には6つの栽培棟のほか、
四季折々のハーブが楽しめる7つ
のガーデン、それらを販売する
グリーンショップがあります。

また、屋内にはバーブグッズがいっぱいのショップ、ハーブ料
理が人気の南欧レストラン、ハーブの風味を生かした手作りパ
ンを販売するパン工房もあります。パンは毎日予約が入るほど
好評なんですよ。召し上がってみます？

料理のスパイスのほか、花を観賞したり、芳香剤や入浴剤、
ローションなどの美容液、染色にも活用されています。もっと
も大きな効果は、芳香による“癒し”でしょうか。欧米の医療
現場では、治療の一環としてアロマテラピー（芳香療法）が用
いられているほどです。このほか、抗菌作用、新陳代謝促進、
血液浄化作用など、健康によいさまざまな効果があります。

もちろん（笑）。なかでもミントやゼラニウムは育てやすい
ですよ。それに、ミントやシナモンは、摘みたての葉に熱湯を
注ぐだけで簡単にハーブティーが楽しめます。風邪をひいたと
きにはカモミールティー、咳がつらいときにはユーカリのオイ
ルを吸入、疲れたときには、ラベンダーやゼラニウムをお風呂
に浮かべて…など、暮らしの中にハーブを取り入れるのは楽し
いものです。
当園では、5～6月は紫のラベンダーが満開、夏はブリーベ

リー、秋はセージと、四季を通じてお楽しみいただけます。マ
イナスイオンもいっぱいですし、癒しや息抜きの場として、ぜ
ひお越しください。

●住所　〒303-0045 茨城県水海道市大塚戸町519
●TEL 0297-27-0561

健康ブームやガーデンニングブームの中で、
最近注目されているハーブ（香草、薬草の意）。
今回は関東地方で有名な茨城県「ハーブハーモニーガーデン」
（http://www.herb-harmony.com/）におじゃまして、
ハーブにまつわるお話をうかがいました。

花や果実摘みのほか、ハーブグッズ作りに挑戦する「ハーブ教室」、室内コンサ
ートなど、楽しいイベントもいっぱい

※当ページへの情報提供をお待ちしております。
「これは」と思うネタがありましたら、

サプライチェーン推進部　佐藤美絵
（03-5444-0811）まで、お寄せください。

うわー！広いですねぇ。
これが今流行りのハーブガーデン！
オープンのきっかけや
規模などについて教えてください。

オオッ、うまい！ ハーブは食材として
も活用できるんですね（モグモグ）。
このほか、どんな活用法があります
か？　また、効能などについても
教えてください。

広大な敷地内に、
いろんな施設がありますね？

へえ、すぐれ者なんですね。
ボクでも育てられますか？

うーん、確かに。ハーブの香りに包まれ
ていると、なんだかとてもリラックス…。
たまには都会の喧騒から逃れて、
自然と触れ合うことも大切なんだなあ。
ありがとうございました。

取締役経理部長 部長 アロマテラピーアドバイザー
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ドギーマンハヤシ株式会社

業界全体での取り組みは意義深い
準備段階から
すでに効果が

●住所　〒537-0002 大阪府大阪市東成区深江南1-16-14
●TEL 06-6977-6711（代表）
●事業内容
ペット用品・食品の製造・販売及び輸出入。
今年創立40周年を迎えた総合ペットメーカー。フード、
用品、ファッション、情報など幅広い事業を展開中。フ
ード部門では業界初の「無添加」を実現するなど、用品と
もども“安心・安全”へのこだわりは強い。

業界特有のネックを乗り越えて

システム開発も社内調整も
短期間で
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「これをきっかけに、
業界の標準化が進めば…」

中西克司さん

常務取締役営業統括副本部長
／食品営業部長

岡崎隆さん

情報システムグループ
グループ長

平成４年に制定された伝票。適用範囲
は卸売業／メーカー。同一業界に限ら
ず、他の業界との取引にも使用できる

●卸店の仕入計上処理が標準化される
ため、メーカーへのスムーズな支払い
につながる
●卸店指定の専用伝票の発行や、手書
き伝票など、煩雑な個別システムや個
別対応が不要になる。
●ペット業界以外にも対応出来るので、
業界ごとの個別対応が不要となり、ト
ータル的な効率化が図れる。

安心と安全にこだわったペットフード『無添加良品』
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ペット業界の取引伝票統一化への取り組み

情報の共有化を目的に
業界が一丸となって

ＥＤＩと伝票統一化を
同時進行で

●住所　〒663-8142
兵庫県西宮市鳴尾浜２丁目１番23号

●TEL 0798-41-8317
●事業内容
ペットフード・ペット用品の販売。関連会社を通じてペッ
トの専門家養成学校・ペットショップの運営や、ペット情
報サービス、商品開発等を展開。

「人とペットの共生」をコンセプトに、ペットビジネスの

フルライン化をめざす。仕入先は400～500社にものぼる。
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取締役　
管理本部／情報システム部部長

常務取締役　
管理本部長

業界の標準化に向けた
第一ステップとして

ペット情報総合サイト『PETPET』
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＜テクノロジーを使ったカテゴリーマネジメント＞

＜インターネットを使ったカテゴリーマネジメント＞

スーパーバリュー社

写真提供：株式会社週刊粧業



（社数） 

メーカー 卸売業 

69 195

小売業 

205バイヤーズネット 

バイヤーズネット 

各サービスのご利用状況
（2003年8月末現在） 

（社数） 

メーカー 
（社数） 

アイテム 
（アイテム数） 

312 33,496商品DB

商品DB登録状況 

 メーカー サプライヤー 

6 237資材EDI

3 200Web資材EDI

資材EDI

（社数） 

メーカー 
269

卸売業 
430

205 208発注 

216 226仕入 

97 246販売 

83 120請求照合 

8 85請求鑑 

21 77在庫 

21 130Web受発注 

基幹EDI

（社数） 

メーカー 卸売業 

249 456

小売業 

244商品DB

170 377取引先DB

148 313Web運用照会 

業界イントラネット 

 利用社数 
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PLANET
From

Ｗｅｂ受発注で受注対象とする商品の情

報をＷｅｂ画面から直接メンテナンスす

る機能です。

商品ＤＢに登録されていない商品（業務用

品、企画品など）を直接、

Ｗｅｂ受発注専用の商品

マスタに追加登録し、受

注対象商品にすることが

できます。本機能を利用

することにより、業務用

品など従来オンライン化

されていなかった流通チ

ャネルでもＷｅｂ受発注

サービスをご利用いただ

くことができます。

《主な機能》

●商品情報の検索、閲覧（図1）

●商品情報の新規登録、修正、削除（図2）

●商品情報のＣＳＶデータダウンロード、

アップロード機能

● 商品マスタから発注台帳作成機能

など

ますます便利になった「Ｗｅｂ受発注

サービス」。これを期に、受発注オンラ

イン化のツールとして、Ｗｅｂ受発注サ

ービスの活用をぜひご検討ください。

（お問い合わせは営業部まで）

「Ｗｅｂ受発注サービス」に新機能追加！！
卸店様がインターネットを利用してパソコンから簡単にオンライン発注が行える「Ｗｅｂ受発注サービス」に

新機能を追加し、2003年7月14日にバージョンアップ（Ｖｅｒ5.0）を行いました
今回のバージョンアップでは主に商品情報のメンテナンス性向上を重視し、「商品マスタメンテナンス機能」を新たに追加しました。

メーカー商品
マスタメンテナンス機能
（メーカー側機能）

Ｗｅｂ受発注で発注対象とする商品の情

報をＷｅｂ画面から直接メンテナンスす

る機能です。

商品情報の検索条件・メンテナンス項目

の追加や、ＣＳＶデータのアップロード、

ダウンロード機能の新規追加により、商

品情報のメンテナンスがより便利になり

ました（主な機能はメーカー側とほぼ同

等）。

特に、発注台帳を商品マスタから簡単に

作成することができるようになりました

ので、発注台帳作成の作業負荷が大幅に

軽減されます。

《主な変更点》

●商品情報の検索条件追

加（カテゴリ、ブランド、

商品名などからの検索）

（図1）

●メンテナンス項目の

追加（各種日付、ブラン

ド略称名など）（図2）

●商品情報のＣＳＶデー

タダウンロード、アップ

ロード機能

●商品マスタから発注台

帳作成機能

卸店商品
マスタメンテナンス機能
（卸店側機能）

1

2
（図1）

（図2）




