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電脳検索！

Amacodeアプリで店舗リサーチを行った際に、取得した商品名やJANを利用した電脳リサーチができます。
自分だけの検索条件を設定することで、自分だけのリサーチ方法をワンタップで完了することができる機能です。

カスタムオプションとは？

4548736134
805

バーコード
リサーチ

・ASIN
・JAN/EAN
・商品名
・製造番号
・型番

・
・

STEP1：Amacodeで店舗リサーチ STEP2：ワンタップで電脳リサーチ

店舗と電脳、
ベストな仕入れ先が
その場で見つかる！

リサーチ完了
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カスタムオプションの利用方法①：アプリDL

Amacode アプリはiOSとAndroid両方に対応しています！

iOS ダウンロードページ Android ダウンロードページ

https://apps.apple.com/jp/app/amacode/id1182809130
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aucfan.amacode


カスタムオプションの利用方法②：ログイン/会員登録

ログイン/会員登録は
・Googleアカウント
・Apple ID
・メールアドレス

それぞれで可能です。

会員登録もこちらの
ボタンから行えます



カスタムオプションの利用方法③：有料会員登録

手元の商品バーコードを読み取
ると、リサーチが完了します。
有料会員登録をすると、
・売れ行きグラフ
・カスタムオプション
の2つが利用できます。
ライバルと差別化しましょう！

ここをタップ！



カスタムオプションの利用方法④：設定画面

設定>カスタムオプションから
自分だけの検索方法を
設定することができます。
設定した検索は、リサーチした
商品をタップした時に一覧で表
示されます。

※ここから選択！



カスタムオプションの利用方法④：URL設定方法

特典を確認しながら検索先のサイト 
URLを設定しましょう。URLは、
【検索先サイト】 + 【検索ワード】の
組み合わせて設定できます。
検索ワードはJAN/EAN、商品名、
型番から選ぶと、特に目当ての商品
を検索できます。

※特典はこちら



カスタムオプションの利用方法④：タイプ設定方法

タイプを設定すると検索先サイトの
表示方法が選べます。オススメは、
「ウィジェットウェブ」です。
一つの画面でAmazonと検索先サ
イトを閲覧できるので、仕入れ判断
が格段に上がります。
大きい画面で見たい方は、別ページ
で画面が表示される「ウェブ」をオス
スメします。
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仕入れ先を増やそう！カスタムオプションの設定28選！

サービス名 カスタムオプション URL サービス名 カスタムオプション URL

メルカリ https://jp.mercari.com/search?keyword={カスタムオプション } エディオン https://www.edion.com/item_list.html?keyword={カスタムオプション }

ヤフオク https://auctions.yahoo.co.jp/search/search?p={カスタムオプション } ケーズ電気

https://www.ksdenki.com/shop/goods/search.aspx?keyword={カスタムオプショ

ン}

PayPayフリマ https://paypayfleamarket.yahoo.co.jp/search/{カスタムオプション } Joshin https://joshinweb.jp/srhzs.html?QK={カスタムオプション }

ラクマ https://fril.jp/s?query={カスタムオプション } ブックオフ https://www.bookoffonline.co.jp/display/L001,st=a,q={カスタムオプション }

楽天 https://search.rakuten.co.jp/search/mall/{カスタムオプション } ゲオ https://geo-online.co.jp/search/?keyword={カスタムオプション }

ヤフーショッピング https://shopping.yahoo.co.jp/search?p={カスタムオプション } NETSEA https://www.netsea.jp/search?keyword={カスタムオプション }

auPayマーケット https://wowma.jp/itemlist?keyword={カスタムオプション } Amacode PC版グラフ https://console.amacode.app/search?q={asin}

Qoo10 https://www.qoo10.jp/s/?keyword={カスタムオプション } モノトレーサー https://www.mono-tracer.com/#/product/{asin}

ポンパレモール https://www.ponparemall.com/search/?keywordAnd={カスタムオプション } keepa https://keepa.com/#!product/5-{asin}

ヨドバシ https://www.yodobashi.com/?word={カスタムオプション } 出品規制確認

https://sellercentral.amazon.co.jp/productsearch?q={asin}&ref_=xx_prodsrch_
cont_prodsrch&

ビッグカメラ https://www.biccamera.com/bc/category/?q={カスタムオプション } 電卓 https://www.webdentaku.com/

コジマ https://www.kojima.net/ec/prod_list.html?keyword={カスタムオプション } カワダオンライン

https://ganguoroshi.jp/item_list.html?siborikomi_clear=1&keyword={jan}&x=17
&y=17

ノジマ

https://online.nojima.co.jp/app/catalog/list/init?searchCategoryCode=0&s
earchMethod=0&searchWord={カスタムオプション } ポケモンセンターオンライン

https://www.pokemoncenter-online.com/sp/?main_page=product_list&from=s
earch_form&keyword={jan}

ヤマダ

https://www.yamada-denkiweb.com/search/1/?category=all&searchbox={
カスタムオプション } honto https://honto.jp/netstore/search_10{jan}.html?srchf=1&tbty=0

https://jp.mercari.com/search?keyword=9784065190654
https://www.edion.com/item_list.html?keyword=iphone
https://auctions.yahoo.co.jp/search/search?p=iphone
https://www.ksdenki.com/shop/goods/search.aspx?keyword=iphone
https://paypayfleamarket.yahoo.co.jp/search/iphone
https://joshinweb.jp/srhzs.html?QK=iphone
https://fril.jp/s?query=iphone
https://www.bookoffonline.co.jp/display/L001,st=a,q=9784065190654
https://search.rakuten.co.jp/search/mall/iphone/
https://geo-online.co.jp/search/?keyword=i
https://shopping.yahoo.co.jp/search?p=iphone
https://www.netsea.jp/search?keyword=iphone
https://wowma.jp/itemlist?keyword=iphone
https://console.amacode.app/search?q=%7Basin%7D
https://www.qoo10.jp/s/?keyword=iphone
https://www.mono-tracer.com/#/product/%7Basin%7D
https://www.ponparemall.com/search/?keywordAnd=
https://keepa.com/#!product/5-%7Basin%7D
https://www.yodobashi.com/?word=iphone
https://sellercentral.amazon.co.jp/productsearch?q=%7Basin%7D&ref_=xx_prodsrch_cont_prodsrch&
https://sellercentral.amazon.co.jp/productsearch?q=%7Basin%7D&ref_=xx_prodsrch_cont_prodsrch&
https://www.biccamera.com/bc/category/?q=iphoe
https://www.webdentaku.com/
https://www.kojima.net/ec/prod_list.html?keyword=iphone
https://ganguoroshi.jp/item_list.html?siborikomi_clear=1&keyword=%7Bjan%7D&x=17&y=17
https://ganguoroshi.jp/item_list.html?siborikomi_clear=1&keyword=%7Bjan%7D&x=17&y=17
https://online.nojima.co.jp/app/catalog/list/init?searchCategoryCode=0&searchMethod=0&searchWord=iphone
https://online.nojima.co.jp/app/catalog/list/init?searchCategoryCode=0&searchMethod=0&searchWord=iphone
https://www.pokemoncenter-online.com/sp/?main_page=product_list&from=search_form&keyword=%7Bjan%7D
https://www.pokemoncenter-online.com/sp/?main_page=product_list&from=search_form&keyword=%7Bjan%7D
https://www.yamada-denkiweb.com/search/1/?category=all&searchbox=


やりたいこと オススメの使い方 できること

店舗リサーチの際に
メルカリ仕入れも
同時に行いたい！

カスタムオプションでメルカリ検索を設定！
①タイプは「ウィジェットウェブ」を設定
②URL:https://jp.mercari.com/search?keyword={model}&status=on_saleを入力

型番で検索し、
販売中の商品のみ
表示できる！
そのままメルカリを
操作して購入できる！

仕入れる商品を
Amazonとメルカリ
どちらか
高い方で売りたい！

カスタムオプションでメルカリ検索を設定！
①タイプは「ウィジェットウェブ」を設定
②URL:https://jp.mercari.com/search?keyword={model}&status=sold_outを入力

型番で検索し、
売り切れの商品のみ
表示できる！
そのままメルカリを
操作して相場を検索で
きる！

カスタムオプションを使ったメルカリ リサーチの紹介



メルカリ リサーチ カスタムオプション設定方法



やりたいこと オススメの使い方 できること

店舗リサーチの際に
ヤフオク!仕入れも
同時に行いたい！

カスタムオプションでヤフオク検索を設定！
①タイプは「ウィジェットウェブ」を設定
②URL:https://auctions.yahoo.co.jp/search/search?p={model}&aucmaxprice={c
art}を入力

型番で検索し、
カート価格以下の
商品だけ表示できる！
そのままヤフオク!を
操作して入札できる！

仕入れる商品を
ヤフオク!に
出品したい！

カスタムオプションでヤフオク検索を設定！
①タイプは「ウィジェットウェブ」を設定
②URL:https://auctions.yahoo.co.jp/closedsearch/closedsearch?va={model}を
入力

型番で検索し、
落札済み商品のみ
表示できる！
そのままヤフオクを
操作して出品できる！

カスタムオプションを使ったヤフオク! リサーチの紹介



ヤフオク!リサーチ カスタムオプション設定方法


