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サービスの特徴

安心の専任担当制
最初の目標設定からプランの実践まで、販売事業者様専任のマーチャントコンサルタントが寄り添いま
す。効果の振り返りと次のアクションを策定する1対1のミーティングを定期的に実施し、売上目標に向け
てサポートいたします。

データに基づく戦略的アドバイス
販売事業者様のストア売上に関連する重要指標のデータを収集・分析。Amazonストア全体のトレンドと照
らし合わせてチャンスのある分野を特定します。セラーセントラルのレポート情報などでは取得できない
Amazon内部のビッグデータを活用し、売上・パフォーマンスの向上に転換していきます*。

実践的なコーチング
Amazonで販売するにあたり必要となる基本的な知識のトレーニングをはじめ、商品詳細ページやトラ
フィックの作り方など実践的なコーチングも提供いたします。

※Amazon の内部データを直接共有することはできませんが、ビッグデータに基づいて洞察をご提供します。
※本サービスには売上拡大の保証はございません。ご了承ください。

Amazon公式の“専任のマーチャントコンサルタント”が売上拡大を直接サポートします。
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セール支援

商品詳細ページの強化
Amazonでは商品詳細ページのクオリティUPがセッショ
ン数、購入転換率の向上の鍵となります。

Prime DayやCyber Mondayなど、Amazonで売上を拡大す
る上では欠かせないセール。その最大限の活用をサポート
します。

広告サポート
新たな顧客層獲得に欠かせない広告。セッション数の
向上のみならず、より効率的/効果的な広告運用を支援
します。

ブランド構築
Amazonにおけるブランド構築とその訴求は重要性を増
しています。ブランド商品を所有している販売事業者様
向けに、広告の活用をはじめ一緒にブランドを強化して
いきます。

サービスの核となる領域
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コンサルティングサービスに関するオンライン個別相談を開催しております。
ぜひお気軽にお申し込みください。
https://amazonjp.asia.qualtrics.com/jfe/form/SV_cOMKCTDZAulPW2W

https://amazonjp.asia.qualtrics.com/jfe/form/SV_cOMKCTDZAulPW2W


スタンダードプラン
すべてのソリューションを網羅するフルサポートのプラン

[料金]

月額固定16万円 + 前月の総売上高の0.3%+ 税

※支払い例（先月の総売上高が1,000万円の場合）：

16万円(月額固定)＋3万円 (1,000万×0.3% ) = 19万円＋税

※毎月の最大料金は100万円（税別）となり、それを超えることはありません。

[契約期間] 最低6カ月
契約期間は最低6か月間となり、同期間中の解約はできません。6か月経過後、最初
の契約更改となります。

[支払い方法]
セラーセントラル内からの引き落とし（別途お振込み等は不要）

ライトプラン

プランの紹介（サービス料金と契約期間）

「メインのソリューション」＋「オプション」で効率性重視のプラン

[料金]

月額固定8万円 + 前月の総売上高の0.3%+ 税

※支払い例（先月の総売上高が300万円の場合）：

8万円(月額固定)＋1万円 (300万×0.3% ) = 89,000円＋税

※毎月の最大料金は50万円（税別）となり、それを超えることはありません。

[契約期間] 最低6カ月
契約期間は最低6か月間となり、同期間中の解約はできません。6か月経過後、最初の
契約更改となります。

[支払い方法]
セラーセントラル内からの引き落とし（別途お振込み等は不要）

＼ 費用を抑えて効率よく改善したい方向け ／＼ トータルソリューション希望の方向け ／
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※別途販売手数料は発生します。返品、配送料、ギフト包装料やその他の料金は総売上高に含まれません。総売上高は税込みとなります。



品揃え拡充 コンバージョン 在庫マネジメント

• 商品選定/価格戦略

定例コーチング

• 月次レポートの作成

総合的な窓口

•トラブルシューティング（プレミアムサポート：P.11）

• 最新情報のご案内

スタンダードプラン - サポート範囲

• ブランディング
└ ブランド登録
└ ストアページ作成

• 商品詳細ページの改善

└ 検索キーワードの改善
└ 商品名の改善
└ ブラウズノード設定 など

• FBAコンサルティング

• 自社出荷による配送最適化

広告・プロモーション

• セール全般

• Amazonストア内の広告
└ スポンサープロダクト
└ スポンサーブランド
└ スポンサーディスプレイ

• クーポン/ポイント
新しいプロジェクトのパイロットへの招待

• サービス加入者限定の勉強会への招待

基本サポート
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売上拡大に重要なソリューションをすべて網羅するフルサポートのプランです。

• 毎月の定例ミーティング

•新商品開発に対するトレン
ド情報



①商品ページ・SEO改善提案

②ブランド登録・
ブランディング戦略提案

③広告改善・戦略提案
（キーワード/有効活用方法など）

④セールへのご参画・戦略提案

⑤新規商品の販促戦略相談

⑥効率的な配送・在庫管理の相談

ご提案イメージ（自社ブランド商品をお持ちの場合）

※本サービスには売上拡大の保証はございません。ご了承ください。 事例 Ａ社様(食品関連)
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ライトプラン – サポート範囲（固定＋オプション）

• 品揃え拡充（新規仕入れ商品の提案等）

• Amazonストア内の広告活用
└ スポンサープロダクト

• セールの活用（タイムセール祭りのご案内等）

• クーポンの活用

• 商品詳細ページの改善（画像修正・SEO対策など）

オプション（1つ選択）

• Amazonストア内の広告活用
└ スポンサーブランド
└ スポンサーディスプレイ

• FBAコンサルティング（※自社出荷は含みません）

固定

※サービス開始初月に1つ選択いただきます。
※６カ月毎にコンサルタントと相談し、変更が可能です。
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定例コーチング

• 月次レポートの作成

総合的な窓口

• 最新情報のご案内

• サービス加入者限定の勉強会への招待

基本サポート
• 2カ月毎の定例ミーティング

「メインのソリューション」 ＋ 「オプション」で効率性重視のプランです。

※プレミアムサポートは対象外です（スタンダードプランのみ）。



ASIN別の見直しによる広告費用対効果の改善

広告出稿中のASINで入札額や予算切れによる機会損失が発生。
3か月間改善を繰り返した結果、広告費投資3倍に対して、広告経由
での売上が約6倍に拡大。

広告新機能の早期実施による競合との差別化戦略

広告の新機能が公開されたタイミングでコンサルタントからのト
レーニングにもとづき利用開始。
商品によっては約30,000円の投入広告費に対して、約500,000円の
広告経由からの売上を計上（約16倍のリターン）。

*上記は一例となり、本サービスでは売上増加などの保証はございません。

ご提案イメージ：広告の効率化と運用

※スポンサーブランド広告/スポンサーディスプレイ広告については、ライトプランの場合オプションでご選択いただく必要があります。

8



スタンダード ライト 補足事項

定例ミーティング（Web面談） 毎月 2か月に1度

商品詳細ページの改善 ◎ ◎

クーポン活用 ◎ ◎

セール支援
単独 ◎ ◎

数量限定&7日間のタイムセール ◎ ×

広告戦略
スポンサープロダクト ◎ ◎
スポンサーブランド
スポンサーディスプレイ ◎

ライトプランは左記3つの中から
１つをお選び頂きます(6か月固定)

FBAの活用 ◎

品揃え拡充 ◎

ブランド構築 ◎ ×

ポイント活用 ◎ ×

価格戦略 ◎ ×

最新プログラムのご紹介 ◎ ×

トラブルシューティング（プレミアムサポート） ◎ × ライトプランは対象外です

Amazonビジネスのご相談 ×（担当部署への紹介可能） ×

グローバルセリングのご相談 ×（担当部署への紹介可能） ×

オプション（1つ選択）
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プラン比較表



スタンダード ライト 補足事項

契約期間 最低6か月 最低6か月
更新について：サービス開始6か月以降は月単位での自動更新
解約について：解約希望月の前月末営業日までに申請

料金（月額）
固定 16万円 8万円

変動 前月の総売上高 × 0.3% 前月の総売上高 × 0.3% 総売上高は税込みとなります

支払い 毎月 毎月

コンサルタント担当アカウント数 最大15アカウント 最大20アカウント
コンサルタント1人当たりが担当させていただく販売事業
者様の数を15-20アカウントに制限することで質の高い
サービスを維持しております

プラン料金表

月額の支払い料金例（前月の総売上高が300万円のケース）

スタンダードプラン：固定費16万円 ＋ 変動費9,000円 (300万円×0.3%) ＋ 税16,900円 (10%) = 合計 185,900円/月
ライトプラン：固定費 8万円 ＋ 変動費9,000円 (300万円×0.3%) ＋ 税 8,900円 (10%) = 合計 97,900円/月

※毎月の最大料金はスタンダードプラン：100万円（税別）、ライトプラン： 50万円（税別）となり、それを超えることはありません。
※別途販売手数料は発生します。返品、配送料、ギフト包装料やその他の料金は総売上高に含まれません。
※総売上高は税込みとなります。

10



トラブルシューティング（プレミアムサポート）

基本的なトラブルシューティングにつきましては、サービス開始後も引き続きテクニカルサポートへお問い合わせをいただきますが、
一部のお問い合わせはコンサルティングサービスをご利用中の販売事業者様専用のチーム「プレミアムサポート」にて対応させていただきます。

プレミアムサポートとは？
テクニカルサポートの中でも経験値が高く、深く幅広い知識を持ったメンバーで構成されたチームです。
今までと同様にテクニカルサポートにお問い合わせ後、対応にご納得いただけない場合には以下の内容でサポートを受けることができます。

プレミアムサポートの流れ
1) テクニカルサポートに問い合わせる（通常と同様）
2) 回答に納得がいかない、もしくは2日以上返答がない場合、対応中のケースへご返信（”解決済み”となっている場合は”ケースの再開”）いただければプレ
ミアムサポートが24時間以内に回答をお送りします。
3) 上記の対応でも問題が解決しない場合、担当のマーチャントコンサルタントにご連絡ください。（対応ケースの番号も併せてお知らせください。）

※スポンサープロダクト等の広告に関するお問い合わせ、アカウントの停止・再開に関するお問い合わせ等、一部はプレミアムサポートで引き取ることがで
きないものもございます。

※プレミアムサポートはスタンダードプランのみ対象です。
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広告運用や広告費の投資に対して、適切なアドバイスが定期
的にあるのは非常に助かっております。

費用のかかる販売施策の一辺倒な提案ではなく弊社の商品戦
略もしっかりと理解のうえ、ご提案をいただけているので、
効果的な運営が出来ています。

サービス加入の販売事業者様の声

サービスをご利用中のすべての販売事業者様を対象とした毎月の満足度アンケートにて、
＜サービス全般に満足＞と回答された方が90%を超えています。(2023年2月度 Amazon調べ)

的確なトレンド分析に基づく取り組むべき目標の明確化は、
混乱しがちな現場の指針として活用させていただいておりま
す。ブランド戦略に関するアドバイスも、今後の店舗運営の
要になると感じています。
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Q.本サービスに申し込むと、Amazonの規約について特別扱いや優遇を受けることができますか？

A.本サービスにご加入いただくことで、別途規約上の優遇措置はございません。

Q.コンサルタントの方には商品登録や商品ページの改善など作業代行をしてもらえますか？

A. 作業代行を承ることはできません。

Q.本サービスでは売り上げUPの保証はしていただけるのでしょうか？

A. 売上UPの保証はありません。ただし、販売事業者様と事前に合意した売上目標の達成にむけて
具体的なアドバイス含むサポートさせていただきます。

よくある質問①
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Q.無料のトライアル期間などはありますか？

A. トライアル期間の設定はございません。
加入にあたって明確にしたい点については、契約担当者にお気軽にご相談ください

Q.サービスの申し込み方法を教えてください

A.契約担当者より電子契約書をお送りさせていただきます。契約書の内容をご確認いただき、契約内容に
ご了承をいただけましたら、そちらをクリック（サイン）いただく形となります。

Q.担当するコンサルタントはどのように決定するのでしょうか？

A. 販売事業者様の状況や目標、商品のカテゴリなどを考慮させていただいたうえ、最も適性のある
コンサルタントを配置させていただきます。

よくある質問②
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「中小企業を進化させるAmazonのDXサポート」
専任コンサルタントのサポート内容についてお話いただきました。

記事のご紹介 ～ご検討の際に～

Vol.1
商品のリピーターを生み出す

DXにおける新たな方程式とは？
▶こちらをクリックください

Vol.6
DXと共に変化する

新生活アイテムの消費行動とは？
▶こちらをクリックください
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https://www.aboutamazon.jp/news/smb/amazon-helping-smbs-evolve-through-dx-vol1-the-new-formula-in-dx-for-creating-repeat-customers-for-products
https://www.aboutamazon.jp/news/smb/amazon-helping-smbs-evolve-through-dx-vol6-consumer-behaviour-for-new-life-make-a-change-with-dx/?utm_source=social&utm_medium=TWnews&utm_term=20220322&utm_content=SMBAdvoVol6&utm_campaign=organicTWnews


コンサルティングサービスに関するオンライン個別相談を
開催しております。ぜひお気軽にお申し込みください。

お問い合わせ方法

申込フォーム
https://amazonjp.asia.qualtrics.com/jfe/form/SV_cOMKCTDZAulPW2W

オンライン個別相談

ご希望をお聞かせください
開始枠のご予約 ご契約前アンケート 電子契約書の締結 ご利用

開始

ご契約までの流れ
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https://amazonjp.asia.qualtrics.com/jfe/form/SV_cOMKCTDZAulPW2W

