
＼多店舗業務支援システム ／

本部と店舗の
負担軽減



「店舗Linkle」は、チェーンストアやフランチャイズなど多店舗展開をしている企業様に最

適なコミュニケーションツールです。

本部からの連絡、店舗間の繋がり、現場の声の吸い上げ、SVとの相談、etc・・・ 「今日やるこ

とは何か」、「今週中にやることは何か」、「新しい情報は何か」、「実施状況はどうなってい

るのか」が 簡単な操作で必要な情報だけ効率的に共有することができます。

本部と店舗の繋がりをより強固に
本部の戦略を店舗が確実に実行できるように

情報共有とオペレーションを
まるごと効率化

店舗運営に必要な情報を「まるっと」集約できます

店舗のシフト間の
引継ぎをWeb化

営業日変更や

広報情報の

共有

〆切・進捗管理
で実施率UP

新商品の

陳列状況を

画像で管理

社内備品を

ECサイト感覚で

かんたん発注

売上のいい

店舗の

売場を共有

動画・電子

マニュアルの共有
で新人教育

アンケートを

活用して

衛生チェック

3
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【エリア別　商品担当別　直営/FC店別】の配信や細かい閲覧制限が簡単に設定できるため
店舗運営に必要な情報を必要な人にだけ届けることができます。

指示→実施→報告→実施チェック→結果分析を店舗Linkle1つで

本部 集める
社長メッセージ
専用の投稿スペースを用意

店舗運営本部
店舗の指示実施率を分析

MD部・総務部・経理部
商品情報や管理業務の連絡

SV 見える
担当店舗の実施状況・内容を
簡単に把握

店舗 動ける
自分に関係する情報だけ表示

指示は優先順位順に並ぶ

タブレット・スマホで簡単報告

他店の売場づくりを参考にできる

が解決！
従来のツールでは本部の施策が店舗に浸透せず、販売の機会損失の原因にも

全ての情報がフラットに表示されるため、情報処理に多くの時間がかかる

必要なのは情報処理に手間をかけずに、店舗がすみやかに実施できる仕組みです。

本部と店舗のすれ違い

メールやチャットツールをメインとして情報を共有すると、複数店舗の返信が入り乱れます。
指示に対する補足や質問も流れてしまい、本部の意図がきちんと伝わらずにやり直しや指示の
見逃しが発生する恐れがあります。

本
部

店
舗

件　名 送信者 日時

受信BOX 新商品入荷します 商品部 12月1日

テレビに特集されました 広報部 12月1日

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:ポスターを掲示してくださ… C店 12月1日

【SPAM】以下の詳細をご確認ください info 12月1日

】定限数個【販再の品商節季】部品商【:wF 北SV 12月1日

RE：お客様の声を募集 本店 12月1日

【D店】ポスター掲示のご報告 D店 12月1日

A
店

B
店

C
店

D
店

A
メールやSNSでは
各店の実施状況の
集計が大変・・・

○
B × 明日

C ？ 未着？
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業界別  活用事例

小  売  業
数多くの商品情報を確認するのが大変でしたが、今は商品担当別にプッシュ発
信されて便利です。担当者同士で売れ筋の共有や在庫の引き当ても行ってい
ます。

飲　　食
アレルギー情報の共有やQSCチェックをシステム化したことでモレがなくなり
ました。お客様のクレームも共有しています。

サービス
社内備品の発注を簡単にするなど、店舗Linkleを一通り使うことでバックヤー
ドにいる時間が減りました。その分接客の時間が増えました。

アパレル
ディスプレイをMD週単位で報告・振り返って見直せるので、店舗異動もスムー
ズでした。「いいね！」と本部から反応をもらえて士気も高まります。

製造販売
動画をマニュアル化してシステム上で共有し、印刷配布をやめました。
クレーム対応も共有し、新人教育の時間・手間を削減できています。

情報共有の効率化と店舗業務のシステム化を実現

多店舗業態は、業界を超えて本部-店舗間や店舗同士での情報共有に課題があります。
一方で業界ならではの業務もあり、その両方を店舗Linkleで効率化しています。

標準でSSL暗号化通信、デイリーバックアップをご利用
いただけます。
さらにオプションとしてIPアドレス制限やセキュアブラ
ウザもご用意していますので、お客様の求めるセキュリ
ティレベルに柔軟に対応することができます。

を
おすすめする理由

店舗のモチベーションがアップ
店舗の投稿に対して『いいね！』『コメント』などのリアクショ
ン機能があります。評価やフィードバックを受けることで、店
舗スタッフがより主体的に行動するモチベーションになり
ます。

一般のグループウェアでは対応できなかった多店舗業態独
特の業務に対応しています。
例えば担当店舗ごとの管理や販売システム連携など、本部・
店舗の関係に着目したシステムです。

「撮った写真に直接手書きで指示や質問ができる」、「実施
状況や実施内容を一覧で確認できる」など、ITに不慣れな方
でも圧倒的に使いやすくなっています。

クラウドサービスなので、導入から運用までが短期間です。
サーバーのOSバージョン管理、パッチ適用や監視、障害対応
など、インフラ運用はすべて弊社が行います。

お客様固有のカスタマイズも承ります。
今お使いのシステムからの移行に戸惑うユーザー様を考慮
し、機能追加・微調整やデザインの変更、他システムとの連
携も柔軟に対応いたします。

オプションが豊富
セキュリティ強化から複合機やPOSレジ等ハード機器との連
携まで、ご利用シーンに合わせて必要なオプションのご提案
も可能です。
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実施率分析…………………… P12・13
業務連絡の回答率を、指示者・内容、回答者別と
多角的に分析でき、効果的にオペレーションを改
善できます。

店舗報告……………………… P14・15
店舗の様子を画像で報告することにより、店舗
スタッフが手間をかけることなく、本部が状況を
正確に把握することができます。

コミュニティ ………………………P20
時間や場所を問わずに、好きなタイミングで
情報共有や問い合わせ、意見交換ができます。

ファイルBOX ………………………P24
規定や契約書、マニュアルなどの文書を保管／
共有できます。

掲示板………………………………P24
エリアや売場セクション、ブランド毎での通達事
項やお知らせを掲載できます。

メイン機能
使いたい機能だけを選べます

業務連絡 …………………… P10・11
本部からの指示内容、店舗の実施状況や報告内
容を役割に応じて見やすく管理できます。

売場改善／ VMD …………… P16・17
売場画像をデータベース化することで、VMDを
効果的に実施・検証することができます。

イベント管理 ………………………P21
セールやキャンペーンなど、全体のイベントを
共有できます。

アンケート…………………… P18・19
本部から店舗向けにアンケートを出すことが
できます。

週報…………………………… P22・23
店舗からの報告を串刺し分析。「売場改善／
VMD」機能を一緒に活用することでより効果的
に店舗分析ができます。

許諾…………………………… P28
フランチャイズチェーン業態で、加盟店に対
して、各種許諾ができます。

動画配信……………………… P25
マニュアルや社長メッセージなどの動画を、
ダウンロードせずに閲覧できます。

売上速報……………………… P28
POSレジ連動により、販売状況のダイジェス
トを把握できます。

備品注文……………………… P28
店舗で使うさまざまな備品を、本部に注文
できます。本部は各店の発注状況を一元管
理できます。

外出先では
タブレットやスマホで確認

自分（自店）に関する新着情報やタスクだけが整理された状態で表示されます

ポータル画面
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本文の作成はWordやブログのように

カンタンに作れます。

宛先の指定には「部署」「役職」の他、よ

く送る相手を任意にグルーピングでき

るので、目的や内容に応じて使い分ける

ことができます。

一斉配信された指示に対する質問やコ

メントもつけられます。

どの店舗からコメントが来たか一目で

わかるので確認漏れもありません。

POINT　指示に対する質問も簡単

業務連絡に対する店舗の報告内容や実施状況を、役割に応じて見やすく管理できます。 実施結果は画像を使って報告できます。

「店舗Linkle」をタブレットで運用している場合は、

「画像を追加」を選びカメラを起動させて撮影すれ

ば、そのまま撮影画像を投稿できます。

写真撮影した画像に直接手書きで補足することも

可能です。

指示した全店の実施状況を一覧で確認できます。

店舗からの報告画像やコメントを並べて比較し

たり、実施していない店舗への催促も簡単です。
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業務連絡で本部から店舗へ指示を出した際の実施結果を分析する機能です。
回答結果を多角的に分析し、実施率向上におけるボトルネックを探ることができます。

回答者における実施率集計
回答者ごとに完了率を見える化することで、実施率のバラつきをチェックできます。

POINT
実施結果を　■期間内　■期間外　■強制完了　■ 未完了　ごとに表示できます。

実施率分析

業務連絡

指示 実施・報告 実施確認 分析・改善

分析

12 13

指示に対する実施率集計
指示を出してから実施完了するまでの対処傾向を知ることができます。

POINT
『ユーザ別』『依頼別』に実施者の回答率を表示できます。

『送信側の業務連絡の見直し』を重視する理由
回答率が悪い本部の指示を分析することで、本
来の目的である“店舗オペレーションの改善”や
“売上向上”におけるボトルネックの洗い出しを推
進しています。

指示が重複している
指示側の本部とSVで指示範囲に関するルールを
明確にした。

新人SVの担当店舗への
指示が無視されがち

指示のあいまいさや指示への納得感がないのが理由。
先輩が送信前にフォローをしよう。

いつもA店の
期限超過が多い

人手不足が深刻で店長の負担が大きいようだ。
ヘルプの手配も検討しよう。

『指示ルートの見直し』

『指示の明確化』

『店舗の状態把握』
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【キーワード】で検索可能です。

“故障”“バックヤード”といった定期チェック

から、“お客様紹介”“キャンペーン”といった

過去のイベントの取り組みを管理できます。

成功事例や故障連絡

14

端末のカメラ機能で撮影した画像を直接登録できます。

報告画像に対してSNSのようなコメントを付けられるので、ユーザー同士で

フィードバックや連絡事項を共有できます。

コメントにはファイル添付も可能です。他店から販促イベントに使用した資料を

求められたときや、故障報告の際の補足資料なども同時に共有できます。
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アパレルや雑貨などの専門店で、VMD計画に基づいたディスプレイを一括で管理できます。
短期的な売り場のチェックにとどまらず、時系列での分析や成功事例を共有することも可能です。

本部・他店からいいね！のフィードバッ

クを受けられます。

いいね！が多い店舗を参考にするなど、

評判のいい売り場を成功事例にし、ス

ピーディに横展開可能です。

また、店舗スタッフのモチベーション

を向上できます。

16

展開什器別、業態別、MD週別と時系列で売り場の推移をチェックできます。

その際指示に用いた指示書や指示画像と照らし合わせてチェックできます。

17
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18

完了期限：2019/09/24

未回答の店舗や回答済みの店舗を一覧ですぐに確認できます。
回答結果はCSVでダウンロードが可能で、社内の報告資料や
他システムへの取込にご利用いただけます。
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社内SNSとして店舗の成功事例や在庫状況の共有、ヘルプの問い合わせなど幅広い用途で利用できます。

メニューエリア
自分の投稿やお気に入りの発言
など、重要な発言へすぐにアク
セスできる便利な機能メニュー
です。

メッセージ

発言ボタン

ルームでの発言とは別に、ユー
ザ個別に宛先を指定してメッセ
ージを送れます。

話題をジャンルごとに区切った
り、役職・部署ごとや個人単位
で閲覧権限を設けたりできます。

20

全社共通のイベントは「全体イベント」に、部署内や店舗などの限定イベントは「個別イベント」と、
予定ジャンルを視覚的に把握できます。

登録されたイベントは TOP 画面の「お仕事の予定」カレンダーにも表示されます。
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週報

2019.53（2019/12/25）

つぶやき・その他
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POINT　かんたん取り込み機能
 マニュアルやファイルをドラッグ&ドロップで簡単にアップロードできます。
またフォルダ構成を含めたZIPファイルをアップロードすることで、そのままの構成でシステムに取り込めますので、複数の
ファイルを一括で更新できます。

ファイルBOX

24

POINT　閲覧画面

豊富な動画共有設定

動画配信（ストリーミング）
社内向けの動画を一般の動画配信サイトではなく、セキュアな環境で簡単に共有できます。

現在の使用量（データ転送量）を％で表示

共有用のURL生成やお気に入り、いいねボタン

動画の補足説明

『新人用マニュアル』『商品情報』『事業計画』などカテゴリを分けられる他、『全社員』『〇〇店限定』など細やかな閲覧・書

込制限が可能なため、様々な用途で利用できます。
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店舗スタッフ向けに必要なアイコンだけを表示させたトップページにするなど、利用状況に応じた表示が可能です。
あらゆる端末に合わせた表示

スマートフォンタブレット PC

26

POINT　未読通知機能
店舗Linkleを起動していなくても、自分宛の
情報が未読の場合にプッシュ通知されます。
普段店頭に出ている店舗スタッフや外出が多
いSVも見逃しがなくなります。
※Windows8.1/10上で動作するアプリケーションです。

パソコン作業中に

POINT　Web push通知
スマートフォンにプッシュ通知が来るので外出
先での確認がスムーズです。
※推奨環境
　対応OS　Windows/Android
　対応ブラウザ　Microsoft Edge/Google Chrome

外出先でも

店舗Linkleは実行力を高めるための様々な工夫がされています。

安心して導入・ご利用いただくために



安心して導入・ご利用いただくために



モバイル端末からの情報漏えい防止とWebアプリケー

ションの不正アクセス防止を実現します。
※TOKAIコミュニケーションズが提供するデバイス認証機能を兼ね
備えたセキュアブラウザサービスです。

本部様がFC店に対して規約改定などの許諾を、Web上

で取り交わせる機能です。

セキュアブラウザ

EDW連携
複合機※のタッチパネル上から店舗Linkleのフォル

ダーを選び、スキャンするだけで取り込みできます。

さらに複合機からダイレクトに印刷・出力できます。

パソコンの操作なしで紙文書の電子化と本部と店舗

間での即時共有が可能となります。
※リコー複合機が対象です。

店舗で使うさまざまな備品を、本部に注文できます。

本部は各店の発注状況を一元管理できます。

店舗Linkleと連動して、クラウドメールサービス※を提

供します。
※サイバーソリューションズが提供する「日本企業に必要な機能を網
羅した圧倒的に使いやすい」メールシステムです。

POSソリューション※との連動により、販売状況のダイ

ジェストを把握できます。各店の売上ランキングや売り

場づくりと売上の対比が可能となります。
※NECプラットフォームズが提供する「業種、規模毎に最適なライン
ナップを誇る」POSソリューションを提供します。

様々なオプションで店舗業務をさらにアップデート

28
「店舗Linkle」では、標準サービスでSSL暗号化通信やデイリーバックアップに対応しています。

セキュリティ

クライアント構成

ご利用環境

対応OS　　　 Windows/iOS/Android

対応ブラウザ　Microsoft Edge/Google Chrome/Safari
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導入成功に向けてお客様と共に打ち合わせを重ね、ご不明点を解消した上

でご判断いただきます。

　・業務課題の洗い出し

　・店舗、本部スタッフへのアンケート

　・システム導入の目的/目標値整理

　・有償オプション/カスタマイズの必要性検討

貴社にてご選定頂いたメンバー数名と弊社スタッフで運用開始に向けた準備

を行います。

　・利用機能の範囲/公開順番を検討 ・運用ルールの策定

　・試験運用の計画 ・マスタデータの登録

貴社で実施される店長会議や全体集会などのタイミングで、参加者へ弊

社スタッフによる店舗Linkleの操作説明を行います。

弊社スタッフも現地立ち合いし、操作方法等のお問合せに迅速に対応し

ます。

稼働開始６～４カ月前

ヒアリング　 無償

稼働開始３～２カ月前

ワーキンググループ開催

ご契約

稼働開始

説明会

運用開始

導入までのコンサルティング
導入までの間もお客様のご検討にあたり、最大限のサポートをさせていただいております。

30

全体的な活用状況に加えご利用が活発な機能や、運用にのっていない機

能の整理と活用方法のご提案

店舗や本部の業務効率化のボトルネックになっている部分を抽出し、運用変

更や軽微なシステム修正

異なる領域のシステムとの連携も含めた業務改善のご提案により、さら

なる社内連携の強化と業務効率化の実現

1年目

お客様運用状況のご報告

2年目

ワーキング開催で課題抽出

3年目以降

改善提案

導入後の運用・活用コンサルティング
運用開始後の定期的なミーティングやシステムバージョンアップの他、軽微なシステム修正や
連携を含め長期的に運用をサポートいたします。

31

●運用中に店舗から発生する様々な要望、意見への対応

●システム導入により効率化されたからこそ出てくる新たな課題への対応

●人事異動などによるシステム運用担当の変更・引き継ぎ

運用・機能の両面から、お客様に最適化した改善提案をいたします。
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TL4395

製品サイト

https://hscproduct.com/tenpo/

富士通 Japan 株式会社

ご質問やご要望がございましたら、どうぞお気軽に窓口までお問合せください。


