PREMIUM

FAST FASHION

Apparel solutions
FROM avery dennison
Elevating brands AND
accelerating performance
throughout the global
retail supply chain
CONTEMPORARY

PERFORMANCE

ELEVATE
BRANDs

ACCELERATE
PERFORMANCE
RFID - 在庫精度向上
／在庫可視性向上／紛失防止
価格管理
グローバルコンプライアンス・基準／規制
ブランド保護とセキュリティ

クリエイティブサービス
多彩なデコレーション技術
グラフィックタグ・ラベル
環境に配慮したパッケージ

1. Design & Development

–
–
–
–

デザイン＆開発

2. MANUFACTURING

製造

グローバル展開:

115 拠点
20,000 人
50 ヶ国
6 大陸

Intelligent, creative and sustainable
エイブリィ・デニソンのリテールブランディング＆インフォメーション
ソリューションズは、
アパレル業界におけるお客様のブランド価値を高め、
グローバルサプライチェーン全般を通じたパフォーマンスの最大化を実現します。

製造拠点、物流拠点及び営業拠点
営業拠点
デザイン＆イノベーションセンター

3. LOGISTICS

物流

4. RETAIL

小売

ELEVATE
YOUR BRAND

1. Design AND Development
デザイン＆開発

MARKET
INSIGHTS
マーケットインサイト

グローバルに展開しているメリットを
活かして、世界中のアパレル市場を
調査、分析、その現場でのリアルな
声を提供し、開発からデザインまで
サポートします。

INTEGRATED
BRANDING
SOLUTIONS
トータルブランディング
ソリューション

Global
trends
グローバルトレンド

CREATIVE
SERVICES
クリエイティブサービス

市場調査やファッション及び消費者
のトレンドに 基 づ いて、ト ー タル
ブランディングソリューションを
提案します。

世界中に広がるエイブリィ・デニソン
のクリエイティブサービスチームは、
製品価値を高めるアイデアや製品を
創 造するプロフェッショナルです。
ブランドストーリーをデザインに
よって具体化します。

パッケージソリューション

環境に配慮したパッケージと
エイブリィ・デニソン™ グリーンプリント

Avery
dennison
GreenPrint
TM

エイブリィ・デニソン™
グリーンプリント

デコレーション

グラフィックタグ・ラベル

- 転写ラベル

- 値札、
ラベル、下げ札

- パッチ

- ケアラベル

- 刺繍／織ネーム

私たちはクリエイティブデザインにライフサイクル
アセスメントを取り入れて、製品の魅力を高めながらも
環境に配慮した製品を提案します。
Greenprint（グリーンプリント）は、
ファッションに
「合理性と創造性とエコロジー」をもたらし、
より少ない
資源を使用しつつもブランド価値の向上を実現します。

- 偽造防止／セキュリティラベル
- タグピン／付属品

FOSSIL
MATERIAL

TREES

WATER

GHG

SOLID
WASTE

ENERGY

ACCELERATE
YOUR PERFORMANCE

2. MANUFACTURING

3. LOGISTICS

製造

RFID - Inventory Accuracy,
Visibilityand Loss Prevention
生 産から消 費 者まで一 貫した

直前のオーダー変更に正確に対応
（PO管理の強化）

物流

4. RETAIL

5. THE MOMENT OF TRUTH

小売

誤出荷を削減し、生産性を改善

ロスを素早く発見し、
スタッフに通知

誤出荷を削減

スピーディーで正確な棚卸し

試着室でRFIDタグを外されても
不正を認識

正確なASNの生成

誤入荷やロスが判明

入荷検品時にASNに対する
差異を明確化

購買決定の瞬間

RFIDサイクルカウントによって
欠品を把握し、素早い補充を実施

在 庫 管 理を実 現することで、

サプライチェーン全体のスピード、

正 確 性 、可 視 性 、生 産 性が改 善されます。

不正な返品が
RFIDによって明らかに

RFIDによる盗難防止

Price Management
工場、DC、店舗での値付け・マークダウン業務が
劇 的に容易になります。

入荷した商品を最新の
価格に素早く変更

工場で値札を発行
（オンデマンド）

エイブリィ･デニソンの
サービス拠点に
オンラインで値札を発注

リテーラー向け
値札発行

スマートデバイスを
活用した価格管理
マークダウンの
実施状況を集中管理

プリンターとスキャナーが
一体型のツールで
マークダウンを効率化

POS・棚札を
その場で発行

Global Compliance, Brand
Protection and Security
グローバルにデータを連繋することで、

コンプライアンス遵守が可能になります。

セキュリティーを強化し、偽造/不正流通や

工場で品質表示
ラベルを発行
（オンデマンド）

真贋鑑定が可能に
（副資材にセキュリティー
技術を搭載）

真贋鑑定が可能に
（副資材にセキュリティー
技術を搭載）

お客様が
商品が本物である
ことを確認

真贋鑑定が可能に
（副資材にセキュリティー
技術を搭載）

知的財産侵害のリスクを軽減します。

タグの生産コントロール
（過剰生産抑制）

印 刷 済みタグ・ラベルを
W ebでオーダー

返品された商品が
本物であることを確認

The moment of truth

購買決定の瞬間

– スピード、正 確 性 、グローバルブランドでの一 貫 性の向 上
– データの統 合 、可 視 性 、ブランド保 護に貢 献

– 進化したオムニチャネルユーザーをも満足させる在庫精度の向上
– 売 上・利 益 、更にカスタマーエクスペリエンスの向 上

INTELLIGENT
CREATIVE
SUSTAINABLE

Elevating Brands
Accelerating Performance

Intelligent

creative

sustainable

グローバルサプライチェーン

グローバル市 場において

社会や地球環境にやさしい

独創的かつ独特のアイデア、

提案します。

全般を通じてパフォーマンスを

ブランド価値を高める

製品、
プロセス、
システムを

製品、発想を提案します。

高めるための革新的な技術、

エイブリィ・デニソンのリテールブランディング＆インフォメーションソリューションズは、
アパレル業界におけるお客様のブランド価値を高め、
グローバルサプライチェーン全般を
通じたパフォーマンスの最大化を実現します。

RBIS.AVERYDENNISON.COM

0101FOU.ENGV03.0214INT.APP

提案します。

独創的なソリューションを

