
今日のテーマ

セラーアプリを活用しよう!!



校長のtakkyです 

今日は、 

『セラーアプリを活用しよう!!』 

という話をします



売上をただ漠然と管理するだけではなく 

いつ 
何を 
どれだけ 

と管理出来る様になると 

自信にもなります



Amazonで販売を行うにあたって 

必須のアプリはアマゾンセラーアプリですね！

また、リサーチのツールで言うと



プライスター せどりすと Amacode

上記のアプリがあり 

有料無料とバージョンも 

それぞれにあります 



せどりすと 
プレミアム

ちなみに僕が日頃使用 
しているセラーアプリは 
せどりすとプレミアム 
です!! 
その日１日の収支を 
しっかり表示してくれる 
ので重宝しています



ただし 

こちらは有料です 

せどりを始めてすぐの人には負担になるかと 



今回は無料でも 
色々な機能が付いている 
Amacodeの 
使い方について 
詳しく説明をします！

takkyワンポイントアドバイス!!



Amacode通常版(無料版)の使い方

・リサーチの仕方 
・販売管理方法

＊AmacodeはiPhoneを推奨しております
＊Amacode Pro版は有料です



Amacode通常版　バーコード検索機能

Amacodeを 
タップして 
起動させます。

＊Amacodeはスマートフォンの 
　アップルストアからダウンロード！

『検索』 
をタップします。 
バーコードにスマホを 
近づけるとバーコードを 
　　　　　　が読みます。

すると、赤枠内のような 
商品情報が表示されます。 

❶ ❷ ❸



Amacode通常版　バーコード検索機能 バーコードが上手く読み取れない 
又は、バーコードが無い場合の検索方法

上記の 
内をタップします。 

そこに検索したい 
商品名を入力。 
『ねこのおみあし』

❶ ❷ ❸ ❹

入力していく過程で 
だんだんと絞り込ま
れ、上記の様な 
表記になります。 

検索ボタンをタップ

一覧から探している
商品を選び、 
あたりをタップして
みて下さい。

上記の様に 
各種ボタンが 
出現します。



Amacode通常版　バーコード検索機能 バーコードの隣にある 
インストアコードとは？

インストアコードとは、店舗独自のバーコードです。 
せどりでは主にBOOKOFFで利用します。 

このインストアコードをリサーチする 
唯一無料で使えるツールはAmacodeだけなんだよ！！



❶
❷

❸

❹ ❺

❶ カテゴリ別の売れ筋ランキングです！

❷ ジャンルと商品名です！

❸ 商品の評価⭐とJANコードです！

❹ 上から 
カート価格の最安値を表示 
新　品価格の最安値を表示 
中　古価格の最安値を表示

❺ 損益分岐の金額を表記しているよ！ 
この商品だと、新品で３５４円以下で 
仕入れができれば、利益ってこと！

新品とカートって一緒じゃないの？ 
一緒になってる事が多いけど、５００円で最安値でも、 
５３０円の人が大口出品者で、且つAmazonプライム 
だと５３０円の人がカートとったりするんだよ！ 

まぁ、そのうち覚えるよ！今はあまり気にしないで！

Amacode通常版　バーコード検索機能



Amacode通常版　各種リンク説明

　　　　あたりを 
タップする

すると、上記の 
ようなものが出現します！

ここをたっぷすると、

現在Amazonに出品している 
出品者の価格一覧が新品中古 
それぞれで表記されます。

❶ ❷

❸

❹



Amacode通常版　 
各種リンク説明

Amacodeには色々なリンクがあるよ！ 
色々な角度から商品を検索出来るから、 
物の価値が分かるよね！！

楽天とヤフーショッピング 
へ出店してるお店で、 
同商品の価格一覧を見れるよ！

価格ドットコムで 
最安を探そう！

ラクマやヤフオク色んな 
フリマサイトで同商品の 
価格帯を検索出来ます！

aucfan(オークファン)価格.comdenno-s.com



Amacode通常版　 
各種リンク説明

Amacodeには色々なリンクがあるよ！ 
色々な角度から商品を検索出来るから、 
物の価値が分かるよね！！

Amazone購入サイト DELTA MONORATE

Amazone購入サイト DELTAサイト MONORATEサイト
DELTAやMONORATEを使って、 
仕入れ判断をしっかり行おう！！



Amacode通常版　 
利益計算機能

『仕入れ設定』 
利益計算から後々の管理まで、 
検索の次に、よく使う機能です！ 
商品を検索して、『仕入設定』を 
タップしましょう！

このように、利益計算ができるように 
なっています。 
早速『仕入れ価格』『仕入数』を記入！

ココは後ほど 
紹介するね！

仕入れ価格と仕入れ数量あと、
必要であれば、 
販売価格(基本最安値設定)を変更
します。 
今回は『１０円』仕入れの 
『２０個仕入れ』したとします。

すると、黒字で１個あたりの 
利益額。 
青字で、総利益額が見れます。 

確認したら、保存を押しましょ
う！！

❶ ❷ ❸



Amacode通常版　 
利益計算機能 仕入を行なった後、利益や売上を管理する為、 

しっかりこの作業は行いましょう！！

❹ ❺ ❻ ❼

『保存」を押すと、 
上記のような画面に戻りま
す。 
利益額を確認しましょう！

上記のように左にスワイプ 
して下さい。 
すると、『仕入れ』『削除』 
のボタンが出現します。 

＊新品販売価格の右側を 
　スワイプすると 
　出現します！

削除する場合は削除をタップ 

今回は仕入をタップします。 

仕入をタップすると、 
上記の画面が出ます。 
『仕入に移動する』 
を選択して下さい。

すると、上記のように 
仕入れのところに❶と 
表示が出ます。 

仕入を行う商品毎にこの作業
を繰り返し行います！ 
後々売上計算や利益計算に 
役立ちます！



Amacode通常版　各種設定 1,000円で仕入れて3,000円で売れた！ 
だから利益2,000円だ！ 

という訳ではありません。 
手数料や配送費用など、コストはかかります。 

Amacodeにあらかじめ設定を入れる事で、 
より利益が細かく把握できる様になります。

初期画面に戻って、 
右下の設定ボタンを押してね！



Amacode通常版　各種設定

❶
❷
❸
❹
❺

❶

❷

❸

❹

❺

大口出品者ならオン 
小口出品者ならオフにします。 
大口小口はAmazonアカウント作成時、 
設定された方を選択して下さい。
基本的に自己発送でなければ、こちらをオンに 
して下さい。
アマゾン倉庫に納品して、売れるまでの日数です 
とりあえず１８０日と長めに設定してます。
自宅からアマゾン倉庫に納品する際、 
１個あたりの送料です。れぽさんは１個あたり１００円 
で設定しています。

これは緩衝材や、その他かかる費用です。 
１個あたり５０円で設定しています。



Amacode通常版　各種設定

❶
❷

❸

❶

❷

❸

自動起動をOFF にするとiPhoneのバッテリー消費を 
抑えられます。 

左記に記載されてますが、 
簡易モードをONにすると、レビュー数/星の数などの 
情報を取得出来ません。基本はOFFがいいです。

これはAmacodeの魅力のひとつです！ 
せどりを始めたばかりの人は 
『出品制限』が多いと思います。 
この機能をONにしておくと、出品制限がありそうな 
ものは、　　　と表示されます。制限

せっかく仕入れても 
出荷売れなかったら意味はない！ 
AmacodeとAmazonセラーアプリで
しっかり確認！！ 
正確なのはAmazonセラーアプリです！



Amacode通常版　各種設定

❶

❷

MWS API設定は極めて重要です！ 
検索スピードも向上します！ 
必ず設定しましょう！設定方法はネットで検索してね！

最終的に使い方の説明はここにあるよ！！ 
わからなくなったらココを見よう！

❶

❷



Amacode通常版　仕入ボックスからの管理表作成の仕方

•『仕入金額』の把握 
•大まかな『売上』『粗利』の把握 
•仕入商品のリスト化

せっかく仕入れても、リスト化しないと意味がない！

え？無料なのにそこまでやってくれんの？ 
Amacodeエクスポート機能を利用して、 
自分なりに分析を行おう！！

Amacode通常版　 
利益計算機能

まずは自分が仕入れした商品が、すべて仕入れボックス 
に入っているか、確認しましょう！ 

仕入ボックスへ商品を入れる方法は 

のページを読んで下さい！

❶『仕入れ』をタップ



❷ 仕入れボックスに
移動して、右上の
編集をタップ

すると白丸が出現 管理したい商品の
白丸をタップする

Amacode通常版　仕入ボックスからの管理表作成の仕方

❸ ❹



選択が終了したら 
右下のCSVをタップ

CSVが添付されて 
いることを確認し、宛先
(自分宛)と件名(自分が
分れば良い)を入力

Amacode通常版　仕入ボックスからの管理表作成の仕方

❺ ❻ 送信をタップ❼



メールを立ち上げ、受信トレイをクリック。 
先程送信したメールの『CSV』の添付ファイルをダウンロードする。

❼

Amacode通常版　仕入ボックスからの管理表作成の仕方

❽ 自分が管理しやすい場所に保存しましょう！ 
とりあえず僕はデスクトップに一度保存します。

＊WindowsとMacで表示方法が違います。ご注意ください。



デスクトップにデータ出現❾
➓ 出現したデータを右クリックして、 

『このアプリケーションで開く』 
『エクセル』を選択する。

＊上記はMacの場合です。 
　Macにエクセルを入れていない方は 
　Numbersで開いて編集して下さい。

＊Windowsの場合 
出現したデータを右クリックして、 
『このプログラムで開く』から 
『エクセル』を選択する。

これは失敗しても、元データは
受信メールに残っているから、 
この通りじゃくてもいいよ！ 
自分で色々試してみてね！

Amacode通常版　仕入ボックスからの管理表作成の仕方



上記の様なエクセルに変換されます11

＊注意事項 

•『出品価格』と『仕入価格』は１個あたりの単価が表示されています 
•『粗利益』は『１個あたりの利益』✖『仕入数』の金額が表記されて
います。 
•『コンディション』や『ノート』はAmacode『仕入設定』画面の
ところで選択および記入した内容が反映されます。 
•しっかりと管理を行い、他店舗での回収・電脳せどりにて回収 
　など、幅を広げていきましょう！！

Amacode通常版　仕入ボックスからの管理表作成の仕方



Amacode通常版　仕入ボックスからの管理表作成の仕方

赤枠内は自分で簡単な計算式を入れて、大まかな利益計算ができる様に
しています。 
値下げ競争により販売価格が下がるので、正確ではありませんが、 
『商品知識をつける』及び『多店舗回収リスト』としても 
活用が出来ます！



以上で説明を終わります!!



本日のおさらい！！

リサーチツールアプリを 
活用して 
自分の売上を管理し 
自信にもつなげていきましょう!



takky 
LINEチーム http://line.me/ti/g/GfDT6mmBpe

今回のお話を 
YouTubeで見る

＊ここからも情報を共有しよう!!

https://youtu.be/vM5SMjcMmFI

http://line.me/ti/g/GfDT6mmBpe
https://youtu.be/vM5SMjcMmFI

