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2.eBASE導入の目的

1. 商品・原料情報の入手・管理の一元化（PB含む）

【課題】

 価格情報についてはExcel形式の「見積書」（サンプル：次頁）でやり取りしていたが、

バイヤーの個別管理となってしまっており、情報が全社で共有できていない。

 商品マスタの登録作業についてはベルク社内で実施。作業の負荷が高い。

⇒情報の入手と管理方法について一元化したい。

2. インストア商品の表示作成の精度アップ・効率化

【課題】

 原材料仕様書の収集・管理が紙ベースになっている。フォーマットが統一されていない。

 製品の表示文言作成業務の負荷が高く、属人的になっている。

 手作業のため、表示文言の誤り・漏れが発生するリスクがある。

⇒表示作成業務のシステム化により精度・効率を上げたい。

3. バイヤー業務の分業化

 上記１・２の実現によって、

バイヤーの業務時間を商品企画・開発等のよりクリエイティブな、

本来的な業務へと集中させたい。
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（参考）「見積書」登録Excelシート
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3.eBASE導入のステップ

1. インストア商品とその原材料情報管理

 2019年1月～運用開始

（1月：精肉・ホームデリカ、9月：デリカ）

2. NB商品情報管理と商材えびす連携

 2019年1月～運用開始

（1月：加工肉・卵・冷凍食品・和日配、9月：練製品）

3. プライベート商品情報管理

 2020年1月～運用開始予定

4. チラシ画像管理

 2019年3月～運用開始

11



12

eBASE

【メーカー】

商材えびす
eBASEjr.等

製品情報
（画像・詳細情報等）

【食品・日雑お取引先】

商い情報
製品情報(補足)

（１）NB商品

（２）PB商品 商い情報
製品情報(補足)

インストア
原料規格書vol原料規格書

eBASEjr.等

（３）インストア商品

実画像vol撮影写真

NB/PB
商品マスタ

（製品／商い情報）

vol

商い情報

【社内各部門】

社内システム

マスタ
メンテナンス
システム

基幹システム／
計量器

eB-for
StoreManager

商品正面/ラベル/棚割画像

EC
システム

eB-MDM

/ /

インストア
製品vol

配合【撮影会社】

（４）商品／イメージ画像

インストア
品質表示文言

3.eBASEシステム構成



3-1.インストア商品とその原材料情報管理
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1. 原材料ベンダー様による情報の登録（紙→データ化）
 紙やExcel等のファイルのやり取りから、
eBASE画面（ベンダー様のeBASEjr.／ベルクeBASEweb）での登録へ。

2. 添加物・アレルゲン表示の自動作成
 eB-foodsの機能により表示を作成。

3. ワークフロー化を行い品質管理部とバイヤーによる2重チェック
 確認・承認の工程を管理して進捗状況を可視化。証跡を残す。

① 入力作業負担の軽減
 原材料情報はベンダー様からの収集となったため、ベルク側は原材料情

報の点検と配合・表示作成作業に集中。
② データの精度向上

 eB-foods(E)の表示文言作成機能とeB-workflowでの工程管理により、
作業の効率化と精度アップ。

実施内容

効果



3-2. NB商品情報管理と商材えびす連携
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1. 商材えびすからの商品情報取得
 商材えびす（食材／日雑／文具）から商品の文字情報や画像を取得して、

商品マスタに設定。
2. ベンダー様による情報の登録

 Excelファイルのやり取りから、ベルクeBASEweb画面での登録へ。
3. 商品マスタの各システムへの連携

 商品マスタ情報を基幹システムへ連携。
 商品画像や栄養成分、アレルゲン等をECシステムへ連携。
 商材えびすから取得した棚割画像を棚割システムへ連携。

① 商品情報入力の手間軽減
 ベンダー様のeBASE画面での登録や商材えびすの利用により、

ベルク側での入力作業の負荷軽減。
（基幹システム、棚割システムでの重複登録作業が不要に）

② ネットスーパーの初期立ち上げに貢献
 ネットスーパーのオープンにあたり、商材えびすの画像・文字情報を

一括移行。スピーディな立ち上げに貢献。

実施内容

効果



（参考）ベルク商品マスタの登録例
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（参考）食材えびすの登録情報
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 商材えびすに登録済みの文字／画像情報をベルク商品マスタへ設定。



（参考）ネットスーパー立ち上げに商材えびすを活用！
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 2019年5月のネットスーパー立ち上げにあたり、
商品画像、品質表示ラベル画像、栄養成分等を商材えびすから一括で取得し、
ECシステムへ連携。



3-3.プライベート商品情報管理
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1. 見積りから仕様書・覚書までの情報管理
 紙やExcel等のファイルのやり取りから、

ベルクeBASEweb画面での登録へ。
2. 商品情報データベース化（紙→データ化）

 検査結果等の関連の添付資料を含め、eBASEに登録・管理。
情報を一元化。

① 法令対応・コンプライアンス遵守
 商品開発や価格交渉等の資料を保持・履歴を残すことで、

コンプライアンスを担保できる。
② データベース化による情報抽出・検索の容易化（作業軽減）

 調査の際にも迅速に、低負荷で検索・確認が可能。

実施内容

効果



（参考）ベルクPB商品
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 PB「くらしにベルク」のネットスーパー掲載例。



3-4.チラシ画像管理
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1. 外部委託から自社化へ
 チラシの画像管理について別システムで行っていたが、

商品マスタを管理するeBASE上にて一括して管理。

① コストダウン・利便性向上
 システムの集約によるコストダウン。
 商品マスタ情報の参照・利用等、

商品マスタと同システムで運用することによる利便性向上。
（今後の更なる連携強化も予定）

実施内容

効果



（参考）商品画像の管理
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 既存の画像管理システムから移行し、
eBASEで商品マスタと共に一元管理を実現。
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4.導入時の留意点

eBASEの導入を進めるにあたり、関係者の円滑な理解・浸透を図る上で

特に考慮・留意した点についてご紹介します。

1. 業務部門の主導によるスムーズな理解浸透

 システム目線ではなくユーザー目線で推進。

2. ベルクインターフェースに即したマニュアル作成

 社外・社内への理解浸透ツールとして、各種マニュアルを整備。

 ベンダー様向けのマニュアルはベルクeBASE上に配置・公開。

3. 部門（カテゴリー）ごとの拡大

 最初から全ての部門に展開・運用開始するのではなく、

利用部門を徐々に拡大しながら課題の洗い出し・対処、

マニュアル整備のサイクルを進めた。
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（参考）操作マニュアルの掲載・仕入先様との共有

24

 取引先様説明会で使用したマニュアルをeBASEweb上に掲載。
随時、改訂しています。
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5-1.eBASE社への要望事項

1. 商材えびすの画像の精度について

商材えびすの中には、EC用途を想定していない画像が散見される。

⇒当社での画像チェック、取引先・メーカー様への再依頼、

場合によっては画像差替え（当社対応）等の負荷がかかった。

今後、商材えびすのECシステム利用はさらに増えてくると考えられるため、

メーカー様、取引先様、小売それぞれにとって効率的な運用ができるよう、

eBASE社には仕組みの整備や推進をお願いします。

また、メーカー様におかれましてもぜひ登録のご協力をお願い致します。

2. システムの応答性能について

大量の商品を一括で登録する際など、応答性能が悪いケースがある。

⇒今後、eBASEの利用者数や取扱点数がさらに増えていく想定のため、

引き続きのご検討・対応をお願いします。
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5-2.ベルクeBASEの今後の展望

1. インストア／NB／PBの運用定着と課題改善

 利用部門の拡大と、そこで発生した課題と対処を継続して行う。

2. ネットスーパーとの連携・運用機能の強化

商品マスタとECシステムの情報連携・運用を考慮した機能強化を進める。

 商品画像・商品説明・アレルゲン情報に関する社内承認工程の管理

 画像の種別（ネット用／紙面用等）の棲み分け・識別が可能な仕組み

…等。

今後もeBASEの利用範囲の拡大、機能の増強を進め、

更なる業務の効率化・品質向上を進めていく予定です。
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ご清聴ありがとうございました。
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