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【商品改廃方法】 
シーズンが変わるので商品をまとめて入替えたいのですが。 

商品の追加・カットする品目は同じなのだから、複数のモデルに一度に同じように入替えを実施したいです。 

 

→GXでは、商品改廃機能を用いて商品の入替えを行うことができます。 

複数のモデルに一度に商品改廃を実行することも可能です。 

商品改廃を行うには、まず対象モデルを選択し、商品改廃後のモデル情報をどうするか確認します。 

モデル情報が確定したら、入れ替える商品情報の設定を行い、商品改廃を実行します。 
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1. 商品改廃設定までの手順 
 
(1) メニュー[モデル]-[商品改廃]-[来期データとして作成]を実行してください。 

 

 

 

[来期データとして作成]を 

実行してください 
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(2) [商品改廃条件設定画面]が表示されます。[選択]ボタンをクリックしてください。 

 

 

[選択]ボタンを 

クリックしてください 
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(3) 商品改廃の対象チェーンを選択し、[選択]ボタンをクリックしてください。 

 

 

[選択]ボタンをクリック 

してください 

対象となるチェーンを 

選択してください 
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(4) [商品改廃条件指定画面]に戻ります。内容を確認し、[選択]ボタンをクリックしてください。 

 

 

[選択]ボタンをクリック 

してください 
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(5) [棚割モデル検索画面]が表示されます。任意の条件を設定し、[検索]ボタンをクリックしてください。 

 

 

 

[検索]ボタンを 

クリックしてください 
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(6) 検索結果一覧に検索されたモデルが表示されます。商品改廃対象とするモデルを選択してください。(複数選択可)  

 

モデルの選択は複数可能です。 

対象とするモデルを 

選択します 
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(7)  [∨]ボタンをクリックしてください。選択モデルが[選択結果一覧]に表示されます。モデルの選択が完了したら、[選択]ボタンをクリック

してください。 

 

 
 

[∨]をクリック 

してください 

[選択]ボタンをクリック 

してください 
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2. 商品改廃対象の棚割モデル情報編集 

(1) [商品改廃 - 棚割モデル情報編集画面]が表示されます。選択された棚割モデルとモデル情報を確認し、必要があれば[一括編集]ボタンをク

リックしてください。 
 

初期状態では、自動的に実施期間、実施年度、実施時期が次期として「改廃先」に設定されています。 
[一括編集]ボタンは、選択モデル一覧で複数モデルを選択している時に使用することができます。 

変更の必要があれば 

[一括編集]ボタンを 

クリックしてください 

初期状態では、自動的に 

実施期間、実施年度、実施時期が 

次期として「改廃先」に 

設定されています。 
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(2) [商品改廃 - 棚割モデル情報一括編集画面]が表示されます。次シーズンの情報に合わせて開始日、終了日を変更します。変更する項目の

チェックボックスを ONにすると、その項目を編集することができます。 

 

 

例えば、[実施年度]チェックボックスを選択し、 

新しい実施年度を入力します。 
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(3) 内容がよろしければ[編集]ボタンをクリックしてください。 

 

 

[編集]ボタンをクリック 

してください 
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(4) [商品改廃 - 棚割モデル情報編集画面]へ戻ります。[次へ]ボタンをクリックしてください。 

 

 

[次へ]ボタンを 

クリックしてください 
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3. 商品追加情報設定(DBから JANコードを設定) 

(1) [商品改廃 - 追加・カット・入れ替え商品選択画面]が表示されます。[商品追加][商品カット]エリアとも、以下 3 種類の方法で対象リスト

に JANコードを加えることができます。まず、[DBから追加]ボタンをクリックしてください。 
 

ここでは、DBから追加する方法を説明します。 

[DBから追加]ボタンを 

クリックしてください 

「JANコードの直接入力」 
「DBから追加」 

「JANコードを列記したファイルから追加」 
の 3種類の方法で対象リストに JANコード

を加えることができます。 

「JANコードの直接入力」 
「DBから追加」 

「JANコードを列記したファイルから追加」 
の 3種類の方法で対象リストに JANコード

を加えることができます。 
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(2) [品揃え画面]が表示されます。商品を検索するため、[商品分類種別]を変更します。 

 

 

[商品分類種別]をクリックし 

種別を変更します 



 15 

(3) [選択]ボタンをクリックしてください。 

 

 

 

[選択]ボタンをクリック 

してください 
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(4) [ブランド選択画面]が表示されます。任意のブランドを選択し、[選択]ボタンをクリックしてください。 

 

 

 
[選択]ボタンをクリック 

してください 

任意のブランドを 

クリックしてください 
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(5) [品揃え画面]に戻ります。[検索]ボタンをクリックしてください。 

 

 

 

[検索]ボタンをクリック 

してください 
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(6) 検索された商品が検索結果一覧に表示されます。今回は全件を選択します。[＞＞]ボタンをクリックしてください。 

 

 

 

[>>] ボタンをクリック 

してください 
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(7) 検索結果全件が選択結果一覧に表示されました。[決定]ボタンをクリックしてください。 

 

 

 

[決定]ボタンをクリック 

してください 
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(8) [商品改廃 - 追加・カット・入れ替え商品選択画面]に戻ります。[商品追加]エリアに選択した商品が追加されました。これらの商品は、追

加対象となります。 

  

 

選択した商品が商品追加対象となります。 
この後の操作を完了させると 
選択モデルの作業スペースに 
商品が追加されます。 
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4. 商品カット情報設定(JANコード直接入力) 

(1) [商品カット]エリアで[カット JANコード]にカット対象となる JANコードを入力し、[追加]ボタンをクリックしてください。 

 

ここでは、JANコードを直接入力する方法を説明します。 

   

[カットJANコード]に 

対象となるJANコードを 

入力してください 

[追加]ボタンを 

クリックしてください 
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(2) [商品カット]エリアに入力した商品が追加されました。これらの商品は、カット対象となります。 

 

 

入力・追加した商品が 
商品カット対象となります。 
この後の操作を完了させると 

選択モデルから当該商品が削除されます。 

削除の方法は[カット時に棚割モデルのカットスペースから 

商品を削除する]設定により変わります。 

モデルから完全に商品を削除する場合はチェックをONに。 

削除対象商品をカットスペースに保持したい場合はチェックを 

OFFにしてください 
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5. ファイルから JANコードを設定 

(1) [商品追加][商品カット]は設定ファイルから読み込むことも可能です。[商品追加][商品カット]をそれぞれのファイルで管理する場合には、

対象 JAN コードを列記したファイルを用意してください。A 列に 1(カット)、0(追加)と記入すると、1 つのファイルで追加・カット双方

を設定することができます。 

 

実行メニューによりファイルフォーマットが異なりますので注意してください。 

＜追加カット情報ファイル＞ 
0, 対象 JANコード A 
1, 対象 JANコード B 

… 
のように記載すると、0は追加、1はカットと
指定してリストアップすることができます。 
ファイルは拡張子 datとしてください。 

＜追加ファイル＞＜カットファイル＞ 
追加、カットをそれぞれファイル指定する場合には、 

対象 JANコード A 
対象 JANコード B 
対象 JANコード C 

… 
のように記載した csvファイルを用意してください。 
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(2) ここで、追加カット情報ファイルを設定します。[商品改廃 - 追加・カット・入れ替え商品選択画面]のメニュー[ファイルから追加]-[商品

追加カット情報]を実行してください。 

 

 

 

[商品追加カット情報]を 

実行してください 
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(3) [商品改廃 - 追加・カット・入れ替え商品選択画面]が表示されます。用意した追加カット情報ファイルを選択し、[開く]ボタンをクリック

してください。 

 

 

 

[開く]ボタンをクリック 

してください 

追加カット情報の 

datファイルを 

選択します 
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(4) [商品追加][商品カット]エリアそれぞれに、ファイルに記載した商品が追加されました。 
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6. 商品入れ替え情報設定(ファイルから JANコードを設定) 

(1) [商品入れ替え]エリアで[ファイルから追加]にて対象商品を指定します。例えば、以下のようなファイルを用意します。 

 

ここでは、ファイルから追加する方法を説明します。 

A→A’ 

B→B’ 

C→C’ 

… 

のように商品を 

入れ替える設定です。 

入れ替え前商品 A,入れ替え後商品 A’ 
入れ替え前商品 B,入れ替え後商品 B’ 
入れ替え前商品 C,入れ替え後商品 C’ 

… 
のように記載します。 
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(2) [商品改廃 - 追加・カット・入れ替え商品選択画面]にて、[商品入れ替え]エリアで[ファイルから追加]ボタンをクリックしてください。 

 

 

[ファイルから追加] 

ボタンを 

クリックしてください 
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(3) [商品改廃 - 追加・カット・入れ替え商品選択画面]が表示されます。JANコードをリストアップしたファイルを選択し、[開く]ボタンをク

リックしてください。 

 

 

 

[開く]ボタンを 

クリックしてください 

入替えたい商品を 

リストアップした 

csvファイルを 

選択します 



 30 

(4) [商品改廃 - 追加・カット・入れ替え商品選択画面]に戻ります。[商品入れ替え]エリアに入力した商品が追加されました。これらの商品は、

[カット JANコード]の商品が対応する[追加 JANコード]の商品と差し替えとなります。 

 

 

 

追加設定した商品が 

商品入れ替え対象となります。 

この後の操作を完了させると 

選択モデルの[カット JANコード]の商品が、 

対応する[追加JANコード]の商品と 

差し替えとなります。 

カットの方法は[カット時に棚割モデルのカットスペースから 

商品を削除する]設定により変わります。 

モデルから完全に商品を削除して入れ替える場合はチェックをONに。 

削除対象商品をカットスペースに保持したい場合はチェックを 

OFFにしてください 
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7. 商品改廃実行 

(1) 設定が完了したら[改廃実行]ボタンをクリックしてください。 

 

[商品追加]、[商品カット]、[商品入れ替え]はいずれか 1エリア設定すれば[改廃実行]することができます。用途に応じて設定してください。 

[改廃実行]ボタンを 

クリックしてください 
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(2) 商品改廃が実行されます。 
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(3) [商品改廃 - 来期データとして作成 – 結果ログ表示画面]が表示されます。[ログ表示]ボタンをクリックし、結果を確認してください。 

 

 

[ログ表示]ボタンを 

クリックしてください 
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(4) 新しい棚割モデルが生成されました。メニュー[モデル]-[棚割モデルを開く]などから、商品改廃後の来期モデルを確認してください。 
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