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KAMIKAZE 

物販コミュニティ 

ご提案書 
説明 URL: https://youtu.be/KayKK-puXDQ 

プラン 金額 提供するコンテンツ 

① StepⅤダイバース

セルシステム 

利用プラン 

※ツール契約 

※詳細は【StepⅤダイバース 

セルシステム利用プラン】利用料金

参照 

・売れ筋商品自動ﾘｻｰﾁ機能 

・商品情報自動取得機能 

・商品情報自動編集機能 

・商品情報自動出品機能 

・商品情報価格改定機能 

・商品情報蓄積機能 

② StepV マスター 

プラン 1 年間 

（レベル 0） 

※スクール契約 

入会金：600,000 円（税込） 

※卸仕入は、商品代別途必要 

※発送代行は、手数料＋送料必要 

・無在庫/有在庫物販 

個人コンサル 1 年 

・ノートパソコン 

・システムセットアップ 

・セミナー開催 

・PDSS オートパイロット 1 年間 

・リサーチ・出品代行サービス 

※利益折半 

・新品アパレル卸仕入 

・発送代行（3 社紹介可） 

・PC の問い合わせ対応 

・転売コンテンツ提供 

・中国輸入相乗り代行 

・欧米輸入コンテンツ提供 

  

https://youtu.be/KayKK-puXDQ
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③ JCF エキスパート

クラブ 1 年間 

（レベル 1） 

※スクール契約 

入会金：600,000 円（税込） 

※提携先のコミュニティになります 

・OEM 個人コンサル 1 年 

・セミナー開催 

・有在庫で初心者でも資金を作

れるコンテンツ 提供 

・PDSS オートパイロットレン

タル制度※利益の折半 

・転売コンテンツ提供 

・中国輸入相乗り代行 

・欧米輸入コンテンツ提供 

・中国輸入 OEM 運用代行 

・メーカー商品卸 

・メーカー商品卸納品代行 

・Amazon 卸無料ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ 

 

※①のプランは操作マニュアルを読んで頂き、  

アカウント作成・ツールのインストール・ 出品作業を 

ご自身で進めて頂くプランになります。コンサルなどはついておりません。 

※全てのプランには、コミュニティへの参加、LINE サポート、 

ツールの操作マニュアルがついています。 

※②、③のプランは 1 年間のスクール形式になります。 

※②、③のスクールに関して、12 回払い 56,000 円／月（税込）のお支払いから可能。 

 

※ツール利用にあたっての注意事項 

（１）本ツールは、モバオク、ラクマ、ヤフオク、PayPay フリマ、 

メルカリ、メルカリ Shops、BASE、Qoo10、ヤフショの 

出品支援ツールとなります。 

従いまして各プラットフォームの出品ができるようにご準備下さい。 

※１ 各プラットフォームのアカウント準備はサポート外となります。 

※２ 各プラットフォームはシステム上、評価の少ないうちに 

大量に出品すると出品制限等掛かる場合があります。 

 

（２）本ツールは zonASINHunter との連携を推奨致します。 

zonASINHunter ：$47（買い取り） 

※購入方法は「ASINHUNTER_Manual-JP.pdf」参照 

 

（３）StepVの 2台目以降は 5,000円／月の利用料です。 
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PDSSの 2台目以降は 10,000 円／月の利用料となります。 

 

PDSSオートパイロットの 2台目以降は 20,000円／月の利用料となります。 

※2台目以降でフリマ価格改定を利用する場合は、 

セラーアカウント大口契約が台数分必要です。 

 

（４）本ツールは Windows 用のソフトウェアとなります。 

動作チェックは、Windows8.1、Windows 10、Windows 11、WindowsServer2012R2

で行っております。CPU：Intel Core i3、実装メモリ（RAM）：4GB 以上、 

HDD：C ドライブの空き容量 10GB 以上。 

Macのパソコンで利用される場合、「Parallels Desktop for Mac」をご準備下さい。 

 

（５）本ツールは、AMAZON、楽天市場、NETSEA、AliExpress、メルカリから

情報を取得し、モバオク、ラクマ、ヤフオク、PayPay フリマ、メルカリ、メルカ

リ Shops、BASE、Qoo10、ヤフショへ自動で商品を出品します。取得元や出品先

プラットフォームに規制や仕様変更が発生した場合、情報が取得できなくなる可

能性があります。 

 

（６）プログラムは契約期間中、無償でアップデートさせて頂きます。 
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【StepV ダイバースセルシステム利用プラン】（以下、税込表示） 

プラン 金額 提供機能 

⓪ PDSS 無料版 

利用プラン 
0 円／月 

⑤と同じ機能 

※最大 10 商品／回まで処理可 

① StepV_Limit1000 

利用プラン 
9,800 円／月 

・セラーAnalytics 

・StepV（販売先：メルカリ Shops・ヤフ

ショ以外） 

② StepV 利用プラン 15,000 円／月 

・セラーAnalytics 

・StepV （販売先：ヤフオク、PayPay フ

リマ、メルカリ） 

・フリマ価格改定（高速版） 

③ PDSS 利用プラン 29,800 円／月 

・セラーAnalytics 

・StepV（販売先：ヤフショ以外） 

・フリマ価格改定（高速版） 

④ PDSS 

オートパイロット 

利用プラン 

53,000 円／月 

・セラーAnalytics 

・StepV（販売先：ヤフショ以外） 

・フリマ価格改定（高速版） 

・配送管理 

・売上管理 

⑤ PDSS 

オートパイロット＋ 

利用プラン 

59,800 円／月 

・セラーAnalytics 

・StepV（販売先：9 つ全て） 

・フリマ価格改定（高速版） 

・配送管理 

・売上管理 

・その他機能（メルカリ仕入、メルカリ

Shops 高速出品・カテゴリ類推・需給予

測、ヤフーショッピング出品、ヤフオク

＆PayPay フリマ自動再出品など） 

※メルカリ仕入→ヤフオク販売、メルカ

リShops販売に関する売上最大化のため

のサポートを希望される方は、別会社の

サービスを購入頂きます 

 

※①～⑤のプランは 1 年間の一括払いで２０％OFF となります 

※④⑤の詳細は以下のページ参照 
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【④⑤PDSS オートパイロット利用プランの特徴】 

 

特徴その１： 

 ファイル取込～出品までがノンクリックで自動制御 

特徴その２： 

 フリマ価格改定でのヤフオク操作が自動 

 （出品終了削除→AppTool 再出品→ 

 オークション ID 取得）→価格改定 

特徴その３： 

 オークション ID（商品 ID）と商品名で商品取り消しを実施 

 ※取消精度が向上 

特徴その４： 

 落札以降のステータスを管理して、出荷準備、商品予約、顧客情報登録、 

コメント返信の自動化 

特徴その５： 

 月次売上管理が自動、年次売上管理の自動 

特徴その６： 

 売れた商品実績を元に分析し、売れ筋商品を優先的に再出品。 

テストマーケティングの結果を CSV 出力可能。 

蓄積された売れ筋商品のみを纏めて出品することも可能。 

特徴その７： 

 データベースに SQLSERVER を採用。 

 ヤフオク、Qoo10 のデータベースを容量を気にせず処理可能。 

 ※別途設定必要 

特徴その８： 

 発送代行アムロジへの発送データが自動連係。 

特徴その９： 

 ヤフオク売り評価上げの自動コメント機能。 

特徴その１０：⑤のプランで提供 

 価格改定を起動することで、1 日 1 回、 

ヤフオク&PayPay フリマに再出品。 
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特徴その１１：⑤のプランで提供 

 ヤフーショッピングへ出品し、価格改定を実施することが可能。 

特徴その１２：⑤のプランで提供 

 メルカリ仕入→ヤフオク＋その他プラットフォームへ販売可能。 

 ※メルカリ仕入→ヤフオク販売に関する売上最大化のための 

サポートを希望される方は、別会社のサービスを購入頂きます 

特徴その１３：⑤のプランで提供 

 メルカリ Shops への高速出品、カテゴリ類推機能、需給予測機能。 

 ※メルカリ Shops 販売に関する売上最大化のための 

サポートを希望される方は、別会社のサービスを購入頂きます 

 


