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D-plus アフィリエイトキャンペーンのご案内 
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 皆様、初めまして。D-plus を開発しております、株式会社 NOVASTO 代表取締役社⻑の佐藤秀平です。  
 
 この度、株式会社 NOVASTO より販売致します、Amazon 販売総合管理ツール「D-plus」のアフィリエイトキャンペーンを⾏わせて頂
く運びとなりました。Amazon 販売総合管理ツール「D-plus」は、弊社の関連会社が、実際に Amazon で物販事業を⾏っており、その業
務効率化のために作成されました。2014 年に D-plus の制作を⾏い、それから 3 年間、社内物販事業を⽀えてきたツールでございます。
開発から 3 年が経過し、この度⼀般公開をさせて頂く運びとなりました。 
 
 ⼀般公開に際して、500 名を超えるユーザー様に実際に使って頂き、必要な機能を精査し、⼤幅なバージョンアップを遂げました。実
際にユーザー様の⽬線を第 1 に考え、余計な装飾や、必要の無い機能を排除し、他社様のツールにはない独⾃の機能を多数搭載していま
す。Amazon 物販のプロフェッショナルの、「欲しい」が詰まったツールとなっております。ご紹介頂くユーザー様におきましても、きっ
とご満⾜頂けるかと存じます。 
 
 更に D-plus では、お客様のサポートを重視しております。業界では初の、LINE@を活⽤した迅速なサポート体制を敷いております。
加えて、独⾃のヘルプデスクも備え、万全のサポート体制で、ユーザー様の物販事業をサポートしています。やはり、なんといっても、
『安定して稼働すること』が、管理ツールには求められると考えております。ツールとしての安定性を重視しながら、ユーザー様との対
話の中から⽣まれた、新しい機能案を随時取り⼊れ、進化して参ります。 
 
 是⾮とも、アフィリエイターの皆様のお⼒添えを頂ければと思っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

ご挨拶 
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ライトプラン登録1件、ご紹介報酬：毎月1500 円 （自社ASP） 
                                 1300 円（インフォトップ） 

スタンダードプラン1件、ご紹介報酬：毎月2000 円（共通） 

 
 今回の案件は、株式会社ファーストペンギン様が運営する「インフォトップ」と弊社の ASP「D-plus アフィリエイトセンター」を利⽤
する 2 つの⽅法で、ご紹介いただくことが出来ます。それぞれ紹介頂く、形態が異なりますので、ご希望する⽅法でご紹介頂ければと存
じます。 
 まずは、インフォトップ様をご利⽤頂くパターンは、インフォトップ様で発⾏された紹介リンクを経由して、お客様に D-plus の有料プ
ランに直接申し込み頂いて、初回の課⾦がされてから、退会されるまで継続的にライトプラン 1 件あたり 1,300 円、スタンダードプラン
1 件あたり 2,000 円のアフィリエイト報酬を毎⽉お⽀払いします。 
 続いて、弊社の D-plus アフィリエイトセンターをご利⽤頂いた場合は、お客様に有料会員に登録していただいた段階から、退会される
まで毎⽉ライトプランで 1,300 円、スタンダードプランで 2,000 円のアフィリエイト報酬をお⽀払い致します。 
 インフォトップ様と D-plus アフィリエイトセンターをご利⽤頂いた場合で、報酬⾦額とフローが若⼲異なります。ご注意下さい。 

アフィリエイト報酬 
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 ここでは、D-plus の機能と料⾦について簡単に解説させて頂きます。より詳しくは、販売⽤の LP（https://dplus-tools.com/lp）を参照
して頂ければ幸いです。 

 
 
 昨今の Amazon.co.jp での販売を取り巻く状況は、⽇々変化してきております。適正価格の維持、より効率的な出品作業、アカウントの
評価の維持など、気を遣わなくてはいけない項⽬は、⼤変多くございます。弊社は、上場企業様から個⼈事業主様まで様々な属性のクラ
イアントの Amazon 出店をサポートしている企業です。コンサルティングの過程で、必ず必要になってくるのが、出品や納品、価格改定、

D-plus の機能と料金説明 
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評価依頼メールの送信といった保守管理作業の効率化です。全てのクライアント様に、それらの作業を効率化するために D-plus を活⽤し
て頂いています。D-plus は、出品・⾃動価格改定・売り上げ管理・在庫管理・受注管理・サンクスメールの⾃動送信など、様々な機能を
より効率化して⾏うことが出来るツールになっております。これらのツールを利⽤することで、１年間で売上１０倍や、出品作業が１／
８まで効率化することに成功した企業様がおられます。コストセンターである、これらの作業を如何に効率化するかがアマゾン販売売上
アップの最重要項⽬なのです。 
 
 更に、D-plus は、US 版もございます。⽶国の Amazon.com で出品されているセラー様は、同じ D-plus の管理画⾯で Amazon.com へ
の出品も同時に効率化することが可能です。そして、D-plusUS は、スタンダードプランをご利⽤頂ければ、Amazon.com１アカウント分
無料でご利⽤頂くことが出来、⼤変お得にご利⽤頂くことが可能です。 
 
 そして、他社様ツールには無い機能として、中⼩企業、個⼈事業主の皆様が悩まれている「売る⼒はあるけれど、売る物がない」とい
う悩みを解決するための「仕⼊れ」に関する機能を備えております。D-plus 内に独⾃の Amazon のデータベースを備えて、随時 2000 万
以上の ASIN の価格情報や出品者情報、ランキング情報などを監視しています。様々な条件を設定し、そのフィルターに合致した商品を
リアルタイムで通知する機能を備えています。D-plus の仕⼊れ機能を活⽤することで、物販の肝となる仕⼊れをより、効率化することが
出来ます。 
 
 D-plus のプランのバリエーションとしては、無料版・ライト版・スタンダード版・プロフェッショナル版の４パターンとなっておりま
す。違いは、LP 内の⽐較表をご覧頂ければと存じますが、主な違いは「仕⼊れ機能」の有無と、価格改定機能の豊富さになります。  
 価格はそれぞれ、無料版：0 円、ライト版：⽉額 3,980 円、スタンダード版：⽉額 5,980 円、プロフェッショナル版：⽉額 9,980 円〜と
なっております。アフィリエイト報酬に関しましては、契約して頂いたプランに合わせてお⽀払いさせて頂く形にさせて頂いております。 
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こちらが今回使⽤する、D-plus の販売⽤ LP です。 
かなり⼒を⼊れて作成しましたので、 転売に興味のある⽅には強いインパクトを与えることができる内容になっております。  
 

D-plus 販売⽤ LP 

→ https://dplus-tools.com/lp 

 

※ご紹介⽤リンクではございません。 

こちらのリンクでご紹介頂いても報酬は発⽣しません。 

 

 

 

販売ページのご案内 
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ここからは、報酬を獲得するための、 
ご紹介リンクの⽣成⽅法を解説していきます。 
 
今回の案件は、株式会社ファーストペンギン様が運営する 
「インフォトップ」と弊社の ASP「D-plus アフィリエイトセンター」を 
利⽤する 2 つの⽅法で、ご紹介いただくことが出来ます。 
 
 
★インフォトップで紹介する⽅法 
https://blog.dplus-tools.com/affinfotop/ 
 
★D-plus アフィリエイトセンターで紹介する⽅法 
https://blog.dplus-tools.com/affiliate/ 
 

※それぞれ D-plus のサポートブログに⾶びます。 

 
 

ご紹介リンク作成方法 
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 ここからは、⼀般のアフィリエイター様ではなく、物販に関するスクールビジネスやコンサルティングビジネスを展開されている事業
者様へ向けた特別なご案内になります。D-plus では、物販に関するスクールやコンサルティングを販売されている事業者様に向けて、特
別なアフィリエイトプランを御提案しております。 
 
 内容は、貴社の販売コンテンツに、特別な特典として、サービス提供期間分「無料」※最⼤６ヶ⽉になりますで D-plus をご利⽤頂ける権利をお付
けさせて頂いております。貴社のサービス終了後、お客様が有料登録いただくと、1 件あたり、毎⽉ 1,500 円のアフィリエイト報酬をお⽀
払いさせていただきます。 
 
 貴社のサービスご購⼊者様におきましては、無料で Amazon 販売に関する様々な機能を効率化するツールを利⽤することが出来ますの
で、物販ビジネスのスタートアップや売上アップが加速すると考えております。 
 
 また、貴社におかれましても、提供出来るコンテンツが増え、貴社のサービスの強化に繋がり、サービス終了後もユーザー様が D-plus
をご利⽤頂いている限りは、継続的にアフィリエイト報酬を⼿にすることが可能です。 
  
 特典としての無料期間付与に関して、詳しくは、こちらのアドレス（info@ dplus-tools.com）までお問い合わせ下さい。お付けする無料
期間やアフィリエイト報酬等も含めて可能な限り対応させて頂きます。 
 
 お⼒添えの程、どうぞよろしくお願いいたします。 

スクール・コンサル等販売者様への特別なご案内 
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 ここまでご覧頂き、誠にありがとうございました。 
 
 最後になりますが、D-plus は弊社ＣＴＯが最も⼒を⼊れて開発し続けているツールになっております。ユーザーの皆様に沢⼭のお声を
頂きながら、⽇々アップデートを重ねております。今後も、機能追加を積極的に⾏いながら、最も使いやすい Amazon 物販の総合管理ツ
ールになるべく、⽇々邁進して参ります。 
 
 是⾮、今回の案内をご覧頂いたアフィリエイター様にも、D-plus をご利⽤頂き、改善要望を頂ければと考えております。アフィリエイ
ター様が紹介して恥ずかしくないツールに作り上げていきたいと考えております。 
 
ご紹介いただきました⽅々へ、しっかりと満⾜していただけるようしっかりと全⼒で取り組んで参ります。 
是⾮、皆様の厚い厚いお⼒添えの程、どうぞよろしくお願い致します。 
 
 
 

株式会社 ＮＯＶＡＳＴＯ 

代表取締役社長 佐藤秀平 

 

最後にご挨拶 
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