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は じ め に

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 

本マニュアルをよくお読みの上、正しくご使用ください。 

困ったとき・お問い合わせについて 　　

・困ったとき、使い方が分からないとき、ソフトの不具合などがあった場合は、

　　 本マニュアル「FAQ」と弊社サポートページをご覧ください。

 　・お問い合わせの際は、必ず本マニュアルの「テクニカルサポート」のページを　

     ご覧いただき、必要事項を記載の上、弊社サポートデスクまでご連絡ください。

・ライセンスキー入力やアップデート、セキュリティソフトの 設定、

パソコンの基本操作など、よくあるお問い合わせ内容は

弊社サポートページにも記載されています。

・サポートページ
http://www.internal.co.jp/support/

※お電話でのサポートは承っておりませんので、予めご了承ください。

本書で使用している画像は全てイメージ図です。実物とは多少異なる場合があります。

本書の内容及び製品の構成は予告なく変更する場合があります。

記載の各商品、及び製品、社名は各社の商標並びに登録商標です。
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製 品 紹 介

本ソフトは、ネットオークション対応入札/出品支援ソフトです。

ユーザー様よりご好評頂いていた入札機能/出品機能/楽天セール落札機能はそのままに

新たに欲しい商品を安く買えるよう「商品検索」機能が搭載されました。

これにより、同じ商品でも平均落札以下の安い商品を探すことが出来たり、アラート機能

にて新しい出品があった場合、通知するなどより安く、より良い商品をご購入いただける

よう大幅に強化いたしました。

現状にとどまらず、ユーザー様の皆様にご満足いただけるようさらなるアップデートも予

定しております。

是非パワーセラー 9 をご利用いただき、便利で快適なオークションライフをお過ごしくだ

さい。

動作環境

OS : Windows Vista / Windows 7  / Windows8.1/Windows10
CPU : デュアルコア2GHz 以上

メモリ : 4GB 以上( 同時に大量の入札/ 出品を行う場合は8GB 以上を推奨)
その他の要件 : .Net framework4.0 がインストールされている必要があります。

本ソフトをご利用いただく際は、インターネットに接続されている必要があります。

備考 : Boot Camp などの仮想OS 環境での動作保証は致しかねますので予めご了承ください。
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ソ フ ト を ご 利 用 い た だ く 前 に

■ソフトのアップデートを行う

ソフトが最新版でない場合、正常にご利用いただけない可能性がございます。

そのためパワーセラー 9をご利用いただく際は、必ず最新版をご利用ください。

最新版をご利用いただくためには、手動でアップデートを行っていただく

必要がございます。

<アップデート方法>

1.アップデートパッチ公開ページにアクセスし、アップデートパッチをダウ

ンロードします。

※アップデートパッチ公開ページ

　　http://www.internal.co.jp/support/powerseller/update/

2.ダウンロードした ZIP ファイル内に保存されている「Update.exe」を

ダブルクリックし、アップデートパッチのインストールを開始します。

3.画面上の案内に従いインストールを完了してください

4.ソフトを起動し、アップデートが正常に行われているかご確認ください。
※バージョンはソフト名の隣に記載されております。
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■他のパソコンでソフトを使いたい

パワーセラー 9 はライセンスキー１つにつき同時にご使用いただけるパソコンの数が

1 台のみとなっております。

パソコンの故障などにより、他のパソコンでパワーセラー 9 をご使用いただく場合は

「ライセンスキー移行」を行っていただく必要がございます。

＜ライセンスキー移行の手順＞

1.ソフトを起動後、「ヘルプ/メールサポート」タブをクリックし

「ライセンス移行/再入力」ボタンをクリックします。

2.確認画面が表示されますので「OK」ボタンをクリックします。

3.新しくソフトを使用するパソコンにパワーセラー 9 をインストールし、ライセンスキー

を入力後、ライセンス認証を行います。

　※ライセンス認証ができない場合は、パソコンのファイアウォールや

　　セキュリティソフトを停止した上で、再度行ってください。

■ソフトを複数台のパソコンで使いたい

ソフトを２台目以降のパソコンで使用したい場合は「追加ライセンスキー」を

ご購入ください。

追加ライセンスキーは、以下のページからご購入いただけます。

※追加ライセンスキー購入ページ

　http://www.internal.co.jp/support/powerseller/additionallicense.php
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各 種 設 定

■入札用アカウントを設定する
パワーセラー 9で自動入札を行うためには、各オークションのアカウントをソフト内に設定する必要

があります。

＜手順＞

1.【アカウント/各種設定】タブをクリックし、【入札アカウント】欄を選択後【新規】ボタンをクリックしま

す。

2.設定したいアカウントのサイトを【サイト】欄から選択します。

3.アカウント情報画面内の【ID】及び【パスワード】欄に

オークションで使用するアカウントの ID及びパスワードを入力します。

4.入力内容を確認後【OK】ボタンをクリックします。
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☆各ボタンの説明☆

①【新規】・・・ソフト内に新しくアカウントを設定します。

②【編集】・・・選択したアカウントの【アカウント情報】画面を表示します。

③【削除】・・・選択したアカウントをソフト内から削除します。

④【入札用】・・・ソフトで使用するアカウントを切り替えます。
※ソフト内で使用するアカウントは、【利用状態】に丸がついているアカウントです。

同一サイト内の複数のアカウントを切り替える場合は、【入札用】ボタンをご使用

ください。

⑤【再ログイン】・・・選択したアカウントで再度サイトへのログインを実行しま

す。
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■出品用アカウントを設定する
　パワーセラー9 で出品作業を行うためには、出品用のアカウントをソフト内に

　設定する必要があります。

　

　＜手順＞

　1.【 アカウント /各種設定】タブをクリックし、【出品アカウント】欄を

　　 選択後【新規】ボタンをクリックします。

　２. アカウント情報画面内の【ID】及び【パスワード】欄に

　オークションで使用するアカウントのID 及びパスワードを入力します。

　3.入力内容を確認後、【OK】ボタンをクリックします。

☆各ボタンの説明☆
①【新規】・・・ソフト内に新しくアカウントを設定します。

②【編集】・・・選択したアカウントの【アカウント情報】画面を表示します。

③【削除】・・・選択したアカウントをソフト内から削除します。
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■Twitter アカウントを設定する

　パワーセラー 9 と Twitter のアカウントを連携させることにより、

　ソフト内から出品することにより自動でツイートすることができます。

　＜手順＞

　 1.【 アカウント /各種設定】タブをクリックし、【Twitter アカウント】欄を

　　選択後【新規】ボタンをクリックします。

　２. アカウント情報画面内の【名前】欄にアカウント名を入力し、

　　【PIN 取得ボタン】をクリックします。

　3.連携したいアカウントでTwitter にログインし、【連携アプリを認証】を

     クリックします。

　

　4.Twitter で表示された数字7 桁を、【アカウント情報画面】の【PIN】欄に

　   入力します。
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■グループを設定する

・グループ機能とは？

　グループ機能を活用することで、【グループ入札】を利用できるようになります。

 　これにより、一つのくくりの中で入札成功または落札成功した時にほかの

　 同グループのオークションを無効にすることが出来ます。

＜手順＞

　1.【 アカウント /各種設定】タブをクリックし、【グループ情報】欄を選択後

　【新規】ボタンをクリックします。

　2.グループ情報画面内の【名前】欄にグループ名を入力します。

　3.入力内容を確認後、【OK】ボタンをクリックします。

※グループは、【A】～【O】まで設定されていますので、

　こちらをご利用いただいても構いません。

☆各ボタンの説明☆

①【新規】・・・新しくグループを追加します。

②【編集】・・・選択したアカウントの【グループ情報】画面を表示します。

③【削除】・・・選択したグループをソフト内から削除します。
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■アラートメールを設定する

・アラートメールとは？

商品検索機能にて出品者が新たに出品した時や、とあるキーワードで誰かが新しい

出品を行った際に、メールにてお知らせする機能です。

メールアドレス欄にアラートメールを届けたいメールアドレスを入力し

登録します。
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入 札 を 行 う

■商品を検索する

1.【 オークションブラウザ】タブをクリックします。

2.検索キーワードを入力後、検索するサイトをプルダウンから選びます。

3.【 検索】ボタンをクリックします。
　

　☆翻訳機能について☆

　　eBay で検索を行った場合、オークションブラウザ内の表示を翻訳することが

　　可能です。eBay のページが表示されている状態で、【翻訳】ボタンを

　　クリックしてください。

■ウォッチリストに追加する

オークションブラウザで検索したオークションは【ウォッチリストに追加】ボタンからウォッチリストに

登録することができます。

ウォッチリストに登録したいオークションを表示させ、【ウォッチリストに追加】ボタンをクリックしてくだ

さい。
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＜ウォッチリスト画面について＞
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☆各ボタンの説明☆

①【追加】・・・オークションページのURL を入力し、ウォッチリストに登録し

ます。

②【入札予約】・・・選択したオークションの【入札予約】を設定します。

③【更新】・・・ウォッチリスト画面を最新の状態に更新します。

④【削除】・・・選択したオークションをウォッチリストから削除します。

⑤【全削除】・・・全てのオークションをウォッチリストから削除します。

⑥【終了分を削除】・・・終了したオークションをウォッチリストから削除します。

※サイト名のチェックの有無により、ウォッチリスト画面内のオークションの

表示/ 非表示を切り替えることができます。
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■入札予約をする

パワーセラー 9 で自動入札を行うためには、【入札予約】ボタンをクリックし入札

予約を行う必要があります。

　※注意事項※

　ソフトを使って自動入札を行うためには、ソフト及びパソコンが起動している必要があります。

　【ソフトやパソコンが起動していない】、【パソコンがスリープ状態】である場合

　自動入札を行うことはできません。

　ただし、【電源OFF 入札】を設定したオークションに関しては

　【ソフトやパソコンが起動していない】、【パソコンがスリープ状態】であっても

　自動入札を行います。

＜入札予約の手順＞

1.入札予約をしたいオークションページを表示し、【入札予約】ボタンを

　クリックします。

2.【 入札予約画面】が表示されたら、各項目を設定し【OK】ボタンを

　クリックします。

3.【 入札タブ】内にオークションが表示されていることを確認します。
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☆入札予約画面の設定項目について☆

①【予算】・・・入札予約の予算を入力します。

　　　　　　　　入力された価格以上で自動入札は行いません。（必須）

②【入札タイミング】・・・ソフトが入札を行うタイミングを選択します。

　　　　　　　　　　　　 【プルダウンメニュー】もしくは【詳細設定】から

　　　　　　　　　　　　　選択します（必須）

            

17



                           【詳細設定】を使用し入札時期を設定した場合、

                            自動延長後は自動で入札されません。

　　　　　　          自動延長ありのオークションでは、

                           【プルダウンメニュー】から選択してください。

③【入札個数】・・・入札したい個数を選択します。（必須）

④【入札オプション】・・・自動入札を行う際の、オプションを

                                      選択します。（任意）

オプションは、【じわじわ入札】・【端数入札】・【サーバー入札】を

選択できます。

④【グループ】・・・グループ入札を行う際は、

　　　　　　　　　　設定したグループを選択します。（任意）
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■入札オプションについて

＜じわじわ入札について＞

　【じわじわ入札】とは入札単位価格ずつ自動で入札することで、より安く落札す

るためのオプションです。

　商品を確実に落札したい時や、高額商品を落札したい時に効果的です。

　自動延長の有無に関わらず設定することができます。

　※自動延長が設定されているオークションでのじわじわ入札について※

自動延長が設定されているオークションでは、2 パターンの【じわじわ入札】を設

定することができます。

どちらも入札単位価格ずつ入札を行いますが、挙動に違いがございます。

パターン1.　【じわじわ入札】のみにチェックをつけた場合

【じわじわ入札】だけにチェックをつけた場合、1 度の入札タイミングで1 度しか

自動入札を行いません。

　そのため、自動延長ありのオークションに対して設定した場合、

　自動延長後も予算がつきるまで指定時間に自動入札を行います。

　例:　終了10 秒前に入札　⇒　自動延長　⇒　終了10 秒前に入札　⇒　自動延

長　⇒　・・・
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パターン 2.　【じわじわ入札】＋【自動延長に関係なく、指定時間に予算金額

　　　　　　  まで入札する】にチェックをつけた場合

こちらの場合は、1 度の入札タイミングで予算がつきるまで 1 回～複数回自動入

札を行います。

そのため、もし先に第三者が入札していた場合、

【相手側の予算がつきる】or【自分の予算がつきる】まで自動入札を行います。

オークションの現在価格が一気に跳ね上がる可能性があるので、

落札までの時間を短縮できます。

＜端数入札について＞

小さな単位（1 円単位など）の金額提示で入札をすることで、

落札しやすくするネットオークションの基本的なテクニックの1 つです。

オークションサイトごとに最低の入札単位は「10 円単位」など決まっているため

誤解されがちですが、

これは「前の入札者より10 円以上高い値段さえ付ければいくらで入札しても良

い」という意味です。

そのため、入札単位が10 円の状況下で前の入札者が500 円を付けていた場合でも

511 円での入札は認められます。

「じわじわ入札」と同様に自動延長の有無に関わらず設定することができます。

なお、「端数入札」にチェックを入れた状態で【今すぐ入札】ボタンをクリックし

た場合、設定した予算にプラス1 円した価格で入札を行います。
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　※端数入札単位について

ヤフオク・楽天オークション・モバオク　⇒　1 円

eBay・セカイモン　⇒　0.01 セント( 米ドルの場合)

　　　　　　　　　　　  0.01 ペンス( ポンドの場合)

<グループ入札について>

入札予約をグループ化し、「グループ内で入札成功」or「グループ内で落札成功」

のどちらかを選択し、条件が満たされた場合、同じグループのオークションを無効

にします。

＜手順＞

1.【入札予約】画面内の【グループ】欄でグループを選択します。

※アカウント/各種設定からグループ名の変更ができます。

2.【入札成功したら同じグループのオークションを無効にする】もしくは

　【 落札成功したら同じグループのオークションを無効にする】に

　 チェックをつけます。

3.内容を確認後【OK】をクリックします。
※「入札成功したら同じグループのオークションを無効にする」にチェックをつけると、

　チェックを入れた商品に入札が成功した段階で当該商品以外の同グループにある

   オークションへの自動入札が無効になります

※「落札成功したら同じグループのオークションを無効にする」にチェックを入れると、

　チェックを入れた商品に落札が成功した段階で当該商品以外の同グループにある

   オークションが無効になります。

　グループ機能は、【PRO 版】及び【Ultimate 版】のみご利用いただけます。

21



　＜電源OFF 入札について＞

パワーセラー 9 では基本的には、パソコンの電源が入っていいなければ

入札されません。

しかし、【電源OFF 入札】を設定したオークションに関してはパソコンが起動し

ていない状態でも自動入札が行われます。

【電源OFF 入札】をご利用いただく際は、入札予約画面の【電源OFF 入札】

にチェックをつけてください。

※サーバー入札を設定できるオークションの件数は、下記の通りです。

・通常版・・・1 件

・Pro 版・・・10 件

・Ultimate 版・・・10 件
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＜入札画面について＞

☆各ボタンの説明☆

①【入札予約】・・・【入札予約】画面を表示します。事前にオークションページ

のURL をコピーしていた場合は、当該オークションの入札予約を行えます。

②【編集】・・・選択したオークションの【入札予約】画面を表示します。

③【削除】・・・選択したオークションを削除します。

④【全削除】・・・全てのオークションを削除します。

⑤【今すぐ入札】・・・設定した予算価格で入札を行います。

⑥【更新】・・・入札画面内を最新の状態に更新します。
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⑦【ウォッチリストに追加】・・・選択したオークションをウォッチリストに追加

します。

※サイト名のチェックの有無により、入札画面内のオークションの表示/ 非表示を

切り替えることができます。

※グループを選択することにより、当該グループが設定されたオークションのみ

表示させることができます。
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＜楽天スーパー SALEの速買い機能について＞

　楽天スーパー SALEの速買い機能では、スーパーセールやタイムセールなどの

　商品を購入できます。

＜手順＞

1.【入札】タブの【楽天スーパーセール】を選択します。

　　※はじめに使用する３アカウントを【アカウント/各種設定】タブから

　　　登録する必要がございます。

　　　また【アカウント/各種設定】タブにある利用状態の◯は

　　　楽天オークションのもので楽天スーパーセール機能のものとは別です。

　　　最大で３アカウントを同時にご使用いただけます。

2.　購入タイミング日時を入力し、購入したい楽天市場の

      商品ページURLを貼り付け、「登録」ボタンをクリックします。

　   購入タイミングについてはスーパーセールの場合、

　   販売開始時刻の 0～2秒前での設定がおすすめです。
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３、専用ブラウザが開きますので、カラー、サイズ等、選択項目にチェックを

　　入れ「OK」ボタンをクリックします。

4.タスクに追加され、購入タイミングにて設定いただいた時間に、

　自動的に開始されます。

※販売開始されている商品の場合、「今すぐ購入」ボタンをクリックすると手動で

開始が可能です。

　※必ず買い物カゴボタンが表示されているページを開いてください。

　　買い物カゴボタンがない場合、購入できません。

  ※予約の場合、PC時刻にズレがあると正常に開始されない可能性がございます。

　※１カウントにつき１商品まで購入可能です。

　　2商品以上予約したい商品がある場合、

　　１商品の購入（成功、失敗に関わらず）が終わり次第、また次の希望商品の

　　予約をしてください。
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◆表示されるエラーについて

入力者情報が取得できない・・・アクセス集中の可能性があります。

ページ情報・・・各店舗側で購入時独自の項目を設けている可能性があります。

　　　　　　　　（例：お酒などの年齢認証が必要なケースなど）

注文者情報・・・必要なアカウント情報に不備がある可能性があります。

買いものかごページが取得できない・・・商品が売切れ又は販売前など購入条件が

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　整っていない。

※上記の理由以外の可能性もございます。

■ブックマークについて

ブックマーク機能を利用すると、お気に入りのページを登録する事ができます。

＜手順＞

1.登録したいページを【オークションブラウザ】内に表示し、

【ブックマーク】ボタンをクリックします。

2.【ブックマーク追加】をクリックし、ブックマーク編集画面で【保存】を

　 クリックします。
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3.再度ブックマークボタンをクリックし、正常に登録されていることを

   確認します。

また、1 度登録したページは削除することができます。

＜手順＞

1.【ブックマーク】ボタンをクリックし、【ブックマーク整理】をクリックします。

2.削除したいページをクリックし、【削除】ボタンをクリックします。

　または、【全削除】ボタンをクリックします。
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■落札履歴について

ソフトを使って落札したオークションは、【落札履歴】内に表示されます。

☆各ボタンの説明☆

①【削除】・・・ チェックをつけたオークションの落札履歴を削除します。

②【全削除】・・・全ての落札履歴を削除します。

③【一括評価】・・・チェックをつけたオークションの出品者を評価します。

＜一括評価について＞
【一括評価】ボタンをクリックすると、出品者を評価することができます。

また、複数のオークションに対して一括で同じ評価をすることができます。
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＜手順＞

　1. 評価したいオークションをクリックし【一括評価】ボタンをクリックします。

　2.【評価】欄から評価を選びます。

　3.【コメント】欄から定型文を選択するか、文章を入力します。

　4. 内容を確認後、【確認】ボタンをクリックします。

　※パワーセラー9 には予め多数の定型文が登録されておりますので、

　　適宜ご利用ください。

　※コメントを削除したい場合は、【クリア】ボタンをクリックしてください。
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出 品 を 行 う

■出品を行う

＜基本的な出品の手順＞

1.【出品タブ】をクリックし、項目の【出品】を選択します。

2.【 必要項目】・【商品説明】・【詳細情報】内に出品に必要な

　 情報を記入します。

3.全ての入力内容を確認後、【アカウント】欄で出品を行うアカウントを

   選択し【出品する】ボタンをクリックします。

31



4.【出品】画面が表示されますので、【出品するアカウント】・【出品するオーク

ションのタイトル】を確認後、【 出品開始】ボタンをクリックします。

※出品と同時に Twitter でツイートする場合は、ソフトと連携した Twitter アカウ

ントを選択してください。
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＜出品画面について＞

☆各ボタンの説明☆

①【新規アイテム】・・・出品するオークションを追加します。

②【オークションから引継】・・・オークションページのURL を入力し

　　　　　　　　　　　　　　　　オークションの商品説明などをコピーできます。

③【保存】・・・入力した【必要項目】や【商品説明】などのデータを

　　　　　　　　パソコンに保存します。

④【開く】・・・【保存】ボタンを使用して保存したデータを

　　　　　　　　 ソフト内で読み込みます。
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⑤【CSV サンプル】・・・CSV データのサンプルを参照できます。

⑥【CSV を開く】・・・パソコンに保存したCSV データを

                                  ソフト内で読み込みます。

⑦【リセット】・・・出品画面をデフォルトの状態に戻します。

⑧【クリア】・・・出品画面内のデータを全て削除します。

⑨【プレビュー】・・・出品したいオークションをプレビューできます
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＜新規アイテムボタンについて＞

複数の商品を同じアカウントで同時に出品したい場合に、便利な機能が

「新規アイテム」ボタンです。

例えば3 種類のゲームソフト、A・B・C を同じアカウントで同時に

出品しようとしたとします。

そのために、まずはゲームソフト(A) の出品カテゴリや価格設定など

出品するために必要な事項を記入・選択します。

通常であればゲームソフト(B)・ゲームソフト(C) もゲームソフト(A) と同様に

出品カテゴリや価格設定などをそれぞれ記入・選択する必要があります。

しかし、ゲームソフト(B)・ゲームソフト(C) がゲームソフト(A) と

出品カテゴリや価格設定、商品の説明などが同じ場合に

「新規アイテム」ボタンを利用して項目をコピーすることができます。

＜予約出品について＞

【予約出品】ボタンをクリックすると、予約出品をすることができます。

予約出品をする際は、【出品日時】と【終了日時】を選択してください。

予約出品したオークションは、【モニター】内の【予約出品】タブで確認すること

ができます。
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＜商品説明タブについて＞

　【商品説明】タブでは、出品したい商品の画像や商品の詳細情報を

    記入することができます。

またテンプレートは、6種類+複数カラーでございます。

商品説明は、【編集】タブをクリックし入力することもできます。

また、【ソース】タブをクリックしHTML タグを入力し

記入いただく事も可能です。
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☆各ボタンの説明☆

①【標準テンプレートから読み込み】・・・あらかじめ用意されたテンプレートを

選択することができます。

②【既存オークションから抽出】・・・既存のオークションから商品説明を抽出し

ます。

③【定型文】・・・定型文を登録/ 編集することができます。

④【追加画像テンプレート作成】・・・画像の結合やアップロードをすることがで

きます。

＜定型文について＞

商品説明でよく使う文章を【定型文】ボタンを利用して、ソフトに登録することが

できます。

＜手順＞

1.【定型文】ボタンをクリックし、【新規】ボタンをクリックします。

2.【名称】欄に定型文の名前を入力し、【定型文】欄に文章を入力後、

   【OK】ボタンをクリックします。

37



3.【コピー】ボタンをクリックすると、登録した文章がコピーされますので

　【 編集】タブをクリックしコピーされた文章をキーボードの【Ctrl】と【V】

    を同時に押し、貼り付けます。
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＜追加画像テンプレート作成について＞

オークションで高く売るためにより多くの画像を載せることは、一般的なテクニッ

クの 1 つです。

ヤフオクでは画像は 3 枚しか掲載できませんが、パワーセラー 9 を使って

プラス 7 枚合計 10 枚の画像を掲載することができます。

　＜手順＞
　1.【追加画像テンプレート作成】ボタンをクリックします。

　2.【追加】ボタンをクリック後、掲載したい画像を選択し【開く】ボタンを

       クリックします。

　3.【アップロード】ボタンをクリックし、【OK】をクリックします。

 4.画像のアップロードに成功すると、画像のHTML コードがコピーされた状態

   になっていますので、【ソース】タブ内にキーボードの【Ctrl】と【V】を

   同時に押し、貼り付けます。
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  5.【編集】タブをクリックし、画像が掲載されていることを確認します。

■画像同士を結合する
【追加画像テンプレート作成】機能では、複数の画像を結合することができます。

　複数枚の画像を1 枚にすることで、より多くの画像を商品説明として載せる

　ことができます。

　＜手順＞
　1.【追加】ボタンをクリックし、結合させたい画像を追加します。

　2. 結合させたい画像の【結合】欄にチェックをつけます。

　3.【結合方式】欄から【縦に連結】もしくは【アニメーション】を選択します。

　　　※縦に連結・・・画像を縦に結合します

　　　※アニメーション・・・画像をGIF アニメーションにします。

　4.【結合】ボタンをクリックし、画像を結合します。
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　5. 画像を結合したら、【アップロード】ボタンをクリックし

　　【ソース】タブ内にキーボードの【Ctrl】と【V】を同時に押し、

　　貼り付けます。

　6.【編集】タブをクリックし、画像が掲載されていることを確認します
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■追加する画像を自分で管理したい

【 追加画像テンプレート作成】ボタンよりアップロードした画像は、

　30 日経過後に自動的に削除いたします。

　画像をご自身で管理したい場合は、サーバーをご用意していただき

　ソフト内の【FTP 機能】をご利用ください。

　＜手順＞

　 1.【追加画像テンプレート作成】ボタンをクリックし、

　　【FTP 設定】ボタンをクリックしてください。

2. 用意したサーバーの各情報を記入し【OK】ボタンをクリックします。

　■作成したテンプレートを保存したい

作成したテンプレートはパソコンに保存することができます。

また、保存したテンプレートをソフト内に読み込み利用することができます。

　＜テンプレートの保存手順＞

   1.【標準テンプレートから読み込み】ボタンをクリックし、

　  【テンプレート保存】ボタンをクリックします。

　2.【名称】欄に名前を入力後、【OK】ボタンをクリックすると

　  【商品説明】タブ内に表示されているテンプレートが保存されます。

　

42



＜保存されたテンプレートを開く＞

　1.【標準テンプレートから読み込み】ボタンをクリックし、

     【カスタマイズ】を選択します。

　2.【カスタマイズ】の右側に保存したテンプレートの名前が一覧で

       表示されますので利用したいテンプレートをクリックします。

※保存したテンプレートの編集や削除は【テンプレートマネジャー】から行ってください。
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　＜ブラックリスト機能について＞

ブラックリスト機能を使用すると、

特定の ID からの入札/ 質問/ 値下げ交渉を拒否できます。

　＜手順＞
　1.【出品】タブをクリックし、【ブラックリスト】をクリックします。

   2.拒否したいID を入力ボックスに入力し、

    【ブラックリストに登録】ボタンをクリックします。
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※【アカウント】欄からアカウント名を選び、【取り込み】ボタンを

    クリックすると当該アカウントに登録されているブラックリストを

    確認できます。
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■出品したオークションを確認したい

出品中/ 出品が終了したオークションは、【出品データ】よりご確認いただけます。

＜手順＞

　1.出品データを確認したいアカウントを【アカウント】欄をクリックし、

　　選択します。

　2.【取り込み】ボタンをクリックし、出品中/ 出品が終了したオークションが

　　表示されていることを確認します。

☆各ボタンの説明☆

①【一括注目】・・・選択したオークションに一括で

　　　　　　　　　  【注目のオークション】を設定できます。

②【一括注目予約】・・・選択したオークションに一括で

                                 【注目のオークション】の予約を設定できます。

③【一括取消】・・・選択したオークションを一括で取り消します。

④【一括早期終了】・・・選択したオークションを一括で早期終了します。

⑤【自動取消設定】・・・選択したオークションに自動取消機能を設定します。
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■オークションを再出品したい

　出品が終了したオークションを再出品する場合は、

  【一括再出品】ボタンをご利用ください。

＜手順＞

　1.【出品データ】内の【出品終了分( 落札者あり)】または

  　【出品終了分( 落札者なし)】をクリックし、

　   再出品したいオークションを選択します。

　2.【一括再出品】ボタンをクリックします。

　3.再出品画面が表示されたら、期間/ 出品アカウント/ カテゴリを選択し、

　 【確認】をクリックします。
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＜出品履歴について＞

【出品履歴】内には、過去ソフトを使用して出品したオークションが

一覧表示されます。

☆各ボタンの説明☆

①【このデータで出品】・・・過去のオークションの設定価格/ 商品説明を

                                         コピーし再利用できます。

②【削除】・・・選択したオークションを削除します。

③【全削除】・・・全ての履歴を削除します。
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＜自動取消モニターについて＞

【自動取消モニター】では、自動取消を設定したオークションの確認ができます。

☆各ボタンの説明☆

①【削除】・・・選択したオークションを削除します。

②【全削除】・・・全てのオークションを削除します。

③【今すぐ取消】・・・選択したオークションを取り消します。
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■取引ナビについて

オークション落札後の取引連絡や、売上げの管理を【取引ナビ】から利用できます。

利用するためにはアカウント欄から、操作したいアカウントを選択し【取り込み】

ボタンをクリックします。

　①・・・ソフトに取り込んだアカウントのオークションが一覧表示されます。

　②・・・選択したオークションの取引連絡の一覧が表示されます。

　　　　　各取引連絡をクリックすると、詳細な連絡内容が画面下部に

              表示されます。

　③・・・落札されたオークションの代金や送料、出品手数料などを確認できます。

　　　　　また、ご利用状況に応じて入力ボックスに金額を入力してください。
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■取引の連絡をしたい

1. 取引の連絡をしたいオークションを選択し、【投稿】ボタンをクリックします。

2.【投稿フォーム】画面が表示されたら、【種別】欄で取引内容の種別を選択後

　　画面下部に連絡内容を記入し【投稿ボタン】をクリックします。

　◇オークションをマウスの右クリックから選択することで、

　　メニューを表示できます。

☆各ボタンの説明☆

①【投稿する】・・・投稿フォームを開きます。

②【オークションを開く】・・・選択したオークションのオークションページを開

きます。

③【取引ページを開く】・・・選択したオークションの取引ナビページを開きます。

④【ステータスを1 つ進める】・・・選択したオークションのステータスを1 つ進

めます。
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⑤【ステータスを1 つ戻す】・・・選択したオークションのステータスを1 つ戻し

ます。

⑥【取引を終了する】・・・選択したオークションの取引を終了します。

⑦【取引の終了を解除する】・・・選択したオークションの取引の終了を解除しま

す。

※ステータス一覧

未連絡 ⇒ 連絡済み ⇒ 入金済み ⇒ 発送済み ⇒ 評価済み ⇒ 取引完了 ⇒ その他
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　■売上げの管理をしたい

　売上げは、【売り上げ】タブをクリックすることで確認することができます。

　

　また、売り上げは【日別】・【月別】・【年別】で確認できます。

　売り上げは、【取引】タブ内の③番で入力した金額を自動計算しています。

　■取引連絡でよく使う文章を保存したい

　取引連絡で良く使う文章は、【設定】タブ内で保存することができます。

　＜手順＞

　1.【設定】タブをクリックし、【テンプレート設定】タブを選択します。

　2.【テンプレート種別】を選択し、保存したい文章を入力します。
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商 品 検 索

商品検索機能では、ほしい商品を一覧で検索することができます。

またフィルタリング機能を使えば、「現在価格が平均落札価格以上の取引を非表

示」や「即決価格が平均価格以下の取引のみ表示」など安い商品を探すのに使用し

ます。

＜手順＞

1.欲しいキーワードを入力し検索ボタンを押す

2.欲しい商品をダブルクリックし、商品ページに飛ぶので入札予約を行う。

　※必要に応じてウォッチリストに追加を行う
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　☆各ボタンの説明☆

①【検索】・・・キーワードを入力し検索をかけます

②【インポート】・・・パソコン内に保存されている.dbファイルをインポートし

ます。（検索ワード等をエクスポートした際に使用します。）

③【エクスポート】・・・検索内容をパソコンに保存します。

④【フィルタリング設定】・・・検索された一覧の中でフィルタリングし

　　　　　　　　　　　　　　　候補を絞ります。

⑤【リアルタイムアラート設定】・・・検索条件のアラート登録を行ないます。　

⑥【ウォッチリストに追加】・・・ウォッチリストに追加します。
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＜アラート設定一覧について＞

アラート機能の設定を行えます。

キーワードや出品者でアラート登録したものをソフト内でのアラートとメールア

ラートのONとOFFを設定できます。（右クリックより選択可能です）

また登録したアラートの削除もできます。

※メールアラートは「アカウント/各種設定」タブよりメールアドレスの

　登録が必要です。
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テ ク ニ カ ル サ ポ ー ト

ご不明な点については、お客様情報を記載の上、

弊社サポートデスクへお問い合わせください。

情報が不足している場合やお問い合わせの内容などによっては、調査・確認のため

ご返答にお時間をいただく場合があります。あらかじめご了承ください。

再現や検証を行わせていただきますので、状況や設定の分かる画像やファイルをお

送りいただけますと幸いです。

【パワーセラー9 商品ページ】

http://www.internal.co.jp/products/util/powerseller/about/

【パワーセラー お問い合わせフォーム】

https://www.internal.co.jp/form/mail/support/powerseller

【パワーセラー9 サポートページ】

http://www.internal.co.jp/support/powerseller/

【パワーセラー9 サポートデスク】

powerseller@internal.co.jp
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下記項目を記載していただきご連絡ください。

　〈お客様情報〉

・お名前

・メールアドレス

・ライセンスキー

〈ソフト情報〉

・バージョン

( 例: ver 9.0.0.0)

〈お問い合せ内容〉

・問題の起こったオークションサイト名

・不具合の状況や発生・再現手順などの詳細
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