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D-PLUS とは？ 

 

特徴 1 100 商品を 4 分で！⾼速⼀括出品機能！ 
商品数が多くなればなるほど⾯倒になる出品⼿続き。D-plus ならあらかじめ作ってお

いた出品テンプレートを選択して、バーコードスキャナでピピッとするだけ。驚くほど

速く出品が完了するのでもう通常の出品⽅法には戻れません。 

 

特徴２24 時間 365 ⽇無休で⾃動価格改定！ 

出品価格が最安かどうかで売上は⼤きく変わってきます。D-plus なら 24 時間休まず価

格改定を⾃動で⾏います。キメ細やかに改定ルールを設定でき、商品個別にルールを適

⽤できるので、最⼩限の⼿間で最⼤限の売上を実現します。 

 

特徴 3 受注管理機能で発送処理の効率化を！ 

受注管理機能は実際の発送作業フローを考えて作られています。SKU 順にソートされ

た納品書とピックアップ指⽰票が出⼒されるので、商品棚を⾏ったり来たりすることは

もうありません。宛先 CSV も出⼒できるので宛先ラベル印刷も簡単。発送作業はサッ

と終わらせましょう。 
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D-PLUS 初期登録⽅法 

 

ツールの契約後、はじめに、Amazon のアカウントとの連携登録をします。 

https://dplus-tools.com/app/ 

 

ログイン後のページで、「ここをクリックして〜」から、Amazon アカウントを追加します。 

 

 

 

Amazon アカウントを登録するには、Amazon から MWS という情報を取得する必要がありま

す。「こちらを参考」の部分をクリックして次に進みましょう。 
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©  7 

 

この画⾯の情報は、コピー＆ペーストで間違いの無いよう、 

メモ帳などに保存しておくことをお勧めします。 
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この画⾯に戻り、先ほど取得した情報を⼊⼒します。 

ショップ名 Amazon の店名を⼊⼒します。 

出品者 ID 

WMS トークン 

先ほど取得した情報です。コピーの際は、前後

に空⽩などが無いか、よく確認してください。 

リージョン 国内転売の場合は「⽇本」のままで結構です。 

 

⼊⼒が済んだら、「アカウント追加」ボタンをクリックします。 

初回は出品者情報を取得するまで１時間ほどかかりますので、完了までお待ちください。 

その間、画⾯を閉じていても作業は進みます。 

 

ログイン URL は、いつでも簡単に使えるよう、ブックマークしておきましょう。 

https://dplus-tools.com/app/ 
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D-PLUS を使ってみよう！ 

 

初期設定お疲れ様でした。さっそく D-plus を使って効率の良い Amazon 販売をしていきましょう！ 

本ツールのメニューは、左上のメニューアイコンから呼び出すことができます。 

※ちなみに、ツールのカラーは、右上のメニューから変更することが出来ます。 
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●在庫⼀覧  

 

 

まずトップに表⽰されるのは、既に出品済みの商品⼀覧です。 

ここから価格やポイント、⾃動価格改定の変更が可能です。 

初回登録後、まだデータの取り込みが終わっていない場合は商品が全く表⽰されない、⼀部の出品商品

が⽋けている、商品画像が表⽰されないなどの現象が発⽣いたしますが、数時間で全て取り込み完了い

たしますので完了まで少々おまちください。 

また、⼀括の価格変更、⾃動価格改定の設定、FBA の追加納品が可能です。⼀括で操作したい商品にチ

ェックを⼊れ（左側のチェックボックス）、「チェックをつけた商品の⼀括操作」ボタンから操作でき

ます。 
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仕⼊れ価格の⼊⼒  

 

仕⼊れ価格を⼊⼒していると 

＊	 商品ごとの損益計算を⾃動で⾏うため、毎⽉の粗利計算が⾮常に楽になります。 

＊	 現在在庫として残っている商品の⾦額を⾃動計算するので、棚直しなどに⾮常に便利です。 

 

仕⼊れ価格を⼊れることで、⾃分の転売がどれくらいの利益を⽣んでいるのか、正確に把握することが

できます。できるだけ⼊⼒することをお勧めします。 

 

これらの数字は、「出品リストをダウンロード」から CSV ファイルでのダウンロードも可能です。

 

 

  



©  12 

●出品編  

 

 

 

出品テンプレートは後述する、作成したテンプレートを選択してください。この出品テンプレートが⾼

速出品のキモとなります。 

「重複チェック」にチェックを⼊れておくと、同じ商品を２個以上出品しようとした場合にアラートを

出します。数量 1 の同じ商品を 2 つ出品するのではなく、1 つの商品の数量を 2 にしてください。 

  

「出品」＞「●●で出品する」から、出品作業を⾏います。 

FBA と⾃⼰発送の作業を同時に⾏うことはできません。 
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それでは早速出品作業をしていきましょう。キーワードボックスに出品したい商品のキーワードや JAN

を⼊⼒し、Enter または検索ボタンをクリックします。そうすると商品リストが下部表に追加されていき

ます。 

 

 

SKU、コンディション、数量(FBA 出品の場合は後で⼊⼒)、出品価格、コンディション説明を⼊⼒し、出

品ボタンを押すだけで出品が完了します。⼿続き後、10 分程度で Amazon と D-plus に反映されます。 

 

中古商品など画像を掲載する必要がある場合は、カメラマークの上に画像をドラッグするだけで掲載が

可能です。 

 

商品名をクリックすると Amazon の商品ページに。「モノレート」ボタンをクリックすると 

モノレートの商品ページに⾶びますので、出品価格を決める際の参考になさってください。 
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出品テンプレートを作成する  

 

 

 

出品テンプレートを作成しておくと出品スピードが劇的に向上します。 

あらかじめコンディションやコンディション説明を数パターン作っておいて、出品時にテンプレートを

適⽤しながら出品作業を⾏うことで、はじめからコンディション説明などが⼊⼒された状態で出品リス

トに表⽰されます。 

 

新規作成を選び「これを編集」をクリックすると、新しくテンプレートを作成することができます。 

作成済みのものを選択し、「これを編集」をクリックすると、既存のものを修正することができます。 

 

⾃分が読んで、購⼊時に納得すると思える⽂章を作りましょう。 

  

「出品」＞「出品テンプレートの編集】から、 

商品を出品する際の定型⽂などを作ります。 
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設定例 

 

◆価格⾃動変更 

後述する「価格改定のテンプレート」で⽤意したものを使います。 

 

◆価格（下限・上限ストッパー） 

それ以下には⾃動価格改定しないという最低価格の設定です。 

不当な値下がりを防ぐために、必要に応じて判断し、使ってください。 

詳しくは後の⾃動価格改定のページをご覧ください。 
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まとめて⼊⼒する  

 

「まとめて⼊⼒ダイアログ」を使えば 

SKU や上限、下限価格、仕⼊れ価格などをまとめて設定することができます。 
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SKU では、⾃動で連番を振る機能が付いています。 

 

例：「A1-[sn:1]」 

SKU が上から順に「A1-001」「A1-002」「A1-003」...と⼊⼒されます。 

他の連番記号 

・[y] / 本⽇の⻄暦下 2 ケタ 例）2015 年→15 

・[m] / 本⽇の⽉ 例）6 ⽉→06 

・[d] / 本⽇の⽇ 例）18 ⽇→18 

・[sn:(開始数値)] / 連番 例）[sn:1]→001,002,003... [sn:25]→025,026,027... 

・[snd:(終了数値)] / 逆連番 例）[snd:1]→...003,002,001 [snd:25]→...027,026,025 

・[id] / その商品を検索した際に⼊⼒した検索キー[JAN コードやキーワード] 

  



©  18 

上限、下限のストッパーを⼊⼒しておくと、⾃動価格改定でもそれ以下になることはありません。 

 

 

⼀律：１００００円、５０００円など、⾦額を指定します。 

価格に対して：その時の販売価格に対してパーセンテージを指定します。 

       損切はするが、急激な価格の下落も防ぎたいという場合などに使います。 

仕⼊れ値に対して：仕⼊れ値に対してパーセンテージを指定します。 

         １００%を指定すると、仕⼊れ値以下では販売しない設定になります。 

 

 

最後に画⾯左下の「出品する」をクリックすると、出品終了です。 

FBA 出品を選択している場合は、FBA 納品⼿続きに進みます。 
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AMAZON での納品⼿続き（FBA 出品のみ）  

 

FBA の出品作業が完了したら次は Amazon の倉庫に商品を納品しましょう。 

 

出品画⾯で「出品と FBA 納品を⾏う」ボタンをクリックすると下記ページへと⾶びます。 

まずは納品元の住所を設定します。⼊⼒後この住所を保存、をクリックして保存しておけば、次からは

住所⼊⼒は不要になります。 
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次へをクリックすると次のような画⾯になります。ここで「少々お待ちください」と表⽰される場合

は、まだ Amazon の出品が完了していません。完了までその画⾯のまましばらくお待ちください。完了

すると商品が⾃動的に表⽰されます。完了まで 5 分ほどかかります。 

 

納品する商品に間違いが無いか確認し、数量とラベル貼り付け区分を選択します。 

ラベル貼り付け区分とは、FBA 納品を⾏う際、商品ひとつひとつに Amazon の指定する商品バーコード

を印刷し貼り付ける必要があります。このラベル貼り付けを⾃分で⾏うのか、Amazon に任せるのかを

選択します。（Amazon 貼り付けは有料です） 

 

 

 

⼊⼒が完了したら次へボタンを押します。 
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ここで、その他アクションに「⼨法を⼊⼒してください」と表⽰される場合があります。 

 

これは Amazon の商品情報に商品の⼨法情報が無く、⼨法⼊⼒を求められていることを表します。 

⼊⼒ボタンをクリックするとセラーセントラルの商品情報詳細の⼊⼒画⾯に⾶びます。「ページがみつ

かりません」と出てしまう場合は、ブラウザの別タブなどでセラーセントラルにログインした状態で開

いておいてから⼊⼒するボタンを押してください。 

 

このページ下部にある、包装の⼨法におおよそのサイズを⼊⼒します。 

ページ上部にある「商品の⼨法」ではありませんのでご注意ください！ 

 

 

保存して終了を押し、ページを閉じます。 

D-plus に戻り、再度次へボタンを押すと、次のステップへ進むことができます。 
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次の画⾯で、納品プラン名を⼊⼒します。 

プラン名はそのままでも OK ですし、後で⾒てわかりやすい名前をつけても OK です。 

⼊⼒が終わったら次へをクリックします。 
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さきほど作成した納品プランが表⽰されています。 

まずは「梱包情報を⼊⼒」ボタンを押し、必要事項を⼊⼒しましょう。 

 

 

 

発送する段ボールの箱数と配送⽅法を選択して決定ボタンを押します。 
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梱包情報を⼊⼒すると次のような表⽰に切り替わり、ラベルの印刷と発送完了ボタンが押せるようにな

ります。 

 

 

まずは商品ラベルを印刷します。（さきほど貼り付け区分を Amazon にした場合は不要です） 

24 ⾯の A4 シール台紙を⽤意してください。 

ここでエラーが起きる場合はブラウザの別タブなどでセラーセントラルにログインした状態で開いてお

いてから印刷ボタンを押してください。 

商品に商品ラベルを貼り終えたら、配送ラベルを印刷します。 

印刷したラベルは段ボールの外側にしっかりと貼り付けます。 

作業を終えたらお好きな⽅法で AmazonFBA 倉庫へ発送します。配送先は配送ラベルに記載されており

ます。 
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●⾃動価格改定  

 

⾃動価格改定を設定しておくと、常に商品の価格変動を監視し、指定した条件のとおり価格を⾃動的に

改定します。 

他出品者の価格変動は激しく、やはり常に上位に⾷い込んでいたほうが売り上げは最⼤化します。 

ですが、いちいち⼿動でやっていてはとても⾯倒です。⾃動価格改定は 1 度設定を⼊れておけばあとは

D-plus が全部やってくれるのでとても便利です。 
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全体設定  

 

「メニュー」→「在庫・価格」→「価格改定全体設定」へと進むと 

D-plus の⾃動価格改定の全体に関わる設定が可能です。 

 

 

 

■巡回ステータス 

全商品の⾃動価格改定を⾏うかどうかを選択します。 

諸事情で⼀時的に全ての⾃動価格改定をストップしたいというときにチェックを外しておく、という使

い⽅です。特定の商品だけ価格改定をしない場合は、個別の商品から価格改定の設定を「しない」にし

てください。 

  



©  27 

■巡回間隔 

常に改定し続けるのか、数時間おきに改定をするのかの設定です。 

■休⽌時間帯設定 

時間帯を指定して、価格改定を完全停⽌することができます。 

例えば、ツールによる値下がりを利⽤した刈り取りをおこなう転売業者に対して 

⾃分の商品が深夜、気が付かないうちに刈り取られないようにするために、 

深夜の２３時〜７時をストップする、などの使い⽅ができます。 

■ストッパー設定 

どんな改定ルールを設定しようとも、この価格以下にならないように、この価格以上にならないよう

に、の設定を全ての商品に対して効かせることができます。（個別でストッパーを設定している場合は

個別の設定が優先されます） 
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個別の設定  

 

在庫⼀覧画⾯を開きます。 

全体設定で、⾃動価格改定を有効にした後、こちらの画⾯で各商品に対して価格改定のルール（改定テ

ンプレート）を設定していきます。設定した瞬間から⾃動価格改定がスタートします。 

改定テンプレートには、デフォルトで⽤意しているものと、カスタムできるものが存在します。 

まずはデフォルトのものを使⽤し、なれてきたらカスタムで細かく⾃由に条件を設定してください。 

 

 

下のようになっている場合は、「FBA 状態合わせ」が有効になっています。 
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デフォルトテンプレートの説明  

 

⾃動価格改定をすぐにお使いいただけるように、5 種類のデフォルトテンプレートをご⽤意しておりま

す。ここでは各テンプレートの価格改定挙動をご説明いたします。 

 

最安値：すべての出品の中で、⾃出品のコンディションと同じ他出品の最安に合わせます 

FBA最安値：FBA 出品者の中で、⾃出品のコンディションと同じ他出品の最安に合わせます 

⾃⼰状態合：⾃⼰発送出品者の中で、⾃出品のコンディションとサブコンディションが同じ他出品の最

安に合わせます 

FBA状態合：FBA 出品者の中で、⾃出品のコンディションとサブコンディションが同じ他出品の最安に

合わせます 

カート価格合わせ：カート価格に合わせます 

カスタム：⾃⾝で設定したカスタムテンプレートをセットします 

しない：この商品だけ価格改定をしない 

 

ここでコンディションとサブコンディションとは何かについて解説します。 

⼀般的に「コンディション」とは「コンディション」と「サブコンディション」の組み合わせで表され

ます。（例外的に新品にのみ、サブコンディションの定義が存在しません） 

コンディション：新品、中古、コレクター 

サブコンディション：ほぼ新品、⾮常に良い、良い、可 

例えば⾃出品が「中古-⾮常に良い」で出品していた場合に、「⾃出品と同じコンディション」とは「中

古-ほぼ新品、中古-⾮常に良い、中古-良い、中古-可」のことを指します。 

また、「⾃出品と同じコンディションとサブコンディション」とは、この場合「中古-⾮常に良い」のみ

を指します。 
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カスタムテンプレートの作成  

 

D-plus ではデフォルトで⽤意しているテンプレートの他に、ご⾃⾝で細かく改定条件を決めることので

きる、カスタムテンプレート作成機能を⽤意しております。 

 

メニューの【在庫・価格】から、「価格改定テンプレート」をクリックし 

初めての場合は、「新規作成」になっていることを確認して次に進みます。 

 

 

設定名には⾃分で分かりやすい名前を⼊れましょう。 

「新品」「新品-本」「中古-⾮常に良い」など作りたいコンディションごとに分けていくと 

商品登録の際に設定しやすくなります。 
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設定値の詳細は下記ページの⾃動価格改定をご覧ください。 

https://dplus-tools.com/app/doc/how_to_use/ 
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●メール送信設定  

 

メール送信設定では、お客様の注⽂のタイミングに合わせ、好きな⽂⾯のメールを⾃動的に送る設定を

⼊れることができます。 
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初期設定  

 

初めて使⽤される場合は Amazon セラーセントラルでの設定が必要です。 

 

セラーセントラルの代替アドレスの設定ページを開きます。 

https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/communication-manager/address-authorization.html 

 

 

ここで承認された差出⼈アドレスに「noreply@dplus-tools.com」を追加します。 
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使⽤例  

 

使⽤例として下記の使い⽅を想定しております。 

「未出荷になったとき」 購⼊ありがとうメールを店舗の個性を出した⽂⾯で送る 

「出荷済みになったとき」 発送の連絡を送る 

「出荷済みになってから」 商品が⼿元に届くくらいのタイミングで評価依頼メールを送る[重要!!] 

 

この中でも評価依頼メールは重要です。商品が届いた頃に評価依頼メールを送ることで、お客様が評価

を投稿してくれる率が⾼まります。評価が⾼いとカートボックスを獲得しやすくなったり、ユーザー様

の店舗を選んで購⼊してくれる可能性が⾼まったりと、評価数 UP は売り上げ UP につながります。 

ただし、「良いと評価してくれ」などと評価を強制する⾏為は Amazon の規約違反となり、メール送信

機能が凍結される可能性がありますので⼗分にご注意ください。 

 

 

各項⽬を⼊⼒していき、テンプレート名下の「この設定で配信する」にチェックを⼊れて保存すると、

その後の注⽂から⾃動メール送信が開始されます。 

メールタイトル、メール⽂⾯には変数を⼊れることができ、たとえば[購⼊者⽒名]と⼊れておくと、メー

ル送信時に⾃動的に購⼊者の⽒名に置き換えて送信できます。 

 

この変数を使ったメール⽂⾯のサンプルを⽤意していますので 

https://dplus-tools.com/app/doc/how_to_use/ 

こちらの注⽂管理＞メール送信設定を参考にオリジナルの⽂⾯を設定してみてください。 
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●DATABASE 機能  

 

D-plus には Amazon での販売を効率化する機能だけではなく、仕⼊れにも使える機能を搭載した次世代

型のツールです。 

 

今まで出品したことのある商品やお好きな商品に、追跡テンプレートを設定することで価格やランキン

グが指定の条件に合致したタイミングでお知らせをしてくれるので、プレミア商品を誰よりも早く知る

ことができます。 

 

「2 段階お知らせ」機能を搭載することにより、より精度の⾼いお知らせを受け取ることができます。 

2 段階お知らせとは 2 つの条件を設定しておき、1 つめの条件に合致したらまずお知らせ、次に 1 つめの

条件に合致した後に 2 つめの条件にも合致したら再度お知らせする、という機能です。 

この 2 段階お知らせ機能は主に売れるプレミア商品の抽出に有効で、価格が⼤幅に上昇し、その後で実

際に売れた（ランキングが上昇した）タイミングでお知らせを受け取れば、それは「売れるプレミア」

となります。 

価格が⼤幅に上昇してもその価格で売れなければ意味がありません。2 段階お知らせを使えば、価格が上

昇した後に 1 つでも売れたことが確認できた時点でお知らせを受け取ることが可能となります。 
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DATABASE と DATABASE（個別）の違い  

 

 

 

基本的に両⽅とも同じものとなりますが、追跡する商品リストの種類が異なります 

Database：在庫リストと同じ商品（在庫切れを含む）が登録されており、商品の登録削除は不可 

Database(個別)：好きな商品を登録削除できるが、登録上限数は 300 件 
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基本的な使い⽅  

 

後述する追跡設定テンプレートを作成し、そのテンプレートを商品毎に設定していきます。 

イメージは⾃動価格改定のテンプレート設定とほぼ同じですが、このテンプレートは⼀つの商品に複数

のテンプレートを設定することができます。 

つまり⼀つの商品に対して、様々な⾓度から条件を設定し、お知らせを受け取ることができます。 

 

条件に合致した商品のお知らせは「トラッキング結果」から⾒ることが可能です。 
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テンプレートの作成例  

 

ここではテンプレートの作成例を少しご紹介いたします。 

 

まずはプレミア商品⽤ 

これはテンプレートを商品に設定した時点の価格から新品価格が 5000 円以上⾼くなったらまずお知らせ

を受け取ることができます。さらにその条件に合致した後、その瞬間のランキングと⽐較して 20%以上

上昇したら再度お知らせを受け取ることができます。 
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次に、在庫切れ商品をお知らせしてくれるテンプレート 

こちらは通知条件として新品の出品数が 1 つ減ったとき、と設定します。 

これだけですと単純に 1 つ減ったときにお知らせが来てしまい、⽬的の設定ではなくなってしまいま

す。 

ここで詳細設定を有効にし、出品数が 0 以下のときを併せて設定することで、出品数が 1 から 0 になっ

た瞬間、つまり在庫切れの瞬間にお知らせしてくれる設定となります。 

 

ここでは新品だけですが、併せて別に中古⽤の在庫切れテンプレートを作成し、両⽅のテンプレートを

商品に設定しておくことで、新品中古どちらの在庫切れにも対応できるようになります。 
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●さいごに  

 

D-plus は、ここで紹介しきれていない、⾮常に沢⼭の機能を備えています。 

⾊々触ってみながら、⾃分の中でのベストの設定を探してみて下さい。 

 

こちらのページも確認してみてくださいね。 

https://dplus-tools.com/app/doc/how_to_use/ 

 

また、機能追加やバグ修正にも柔軟に対応していきます。 

右上の⼈型のアイコンをクリックした時に出現するメニュー内のお問い合わせフォームよりご連絡下さ

い。 

 

 

 

 

最後までご覧頂きまして、誠にありがとうございました。 


