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＿出品手続＿ 
 
（注）出品する前にPayPal 認証（Verified）が未だお済みでない方はお手続きくだい。PayPal
のアカウントの認証が完了していないとeBayへの出品はできません。お手続き方法はこちら

のページ後半をご覧ください 
 
 
 
 
 

 
 
出品手続き開始画面が表示されます 
 

 

eBay サイトのトップ・ページ右上にある「Sell」もしくは「Sell」内のプルダウン

メニューから、「Sell an Item」（アイテムの出品）を選択します。 

 
1.「Start Selling」ボタンをクリックします。 
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2 つの方法でカテゴリ選択ができます。 
まずはSearch を使う方法（参照項目：2-1、2-2、2-3） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2-2. 
アイテム名に当てはまるカテゴリが表示

されます。該当する項目にチェック（印）

をつけてカテゴリを選択します。 

2-1. 
カテゴリーを選択する方法は 2 つ。 
まず、検索機能を使う方法です(2-1＆2-2)。この検索ス

ペースに出品するアイテム名、もしくはアイテムの説

明内容を入力して「Search」ボタンをクリックします。

例えば「sakura」と入力すると次のようになります。

初めての出品にはここは表示さ

れませんが、一度出品手続きを

途中で中断した場合は、その内

容がこのように保存され、後に

「Complete」ボタンをクリック

して出品手続きを完了すること

ができます。 

2-3. 
カテゴリー選択後「Continue」ボタンをクリック

して次のステップへ進みます。 
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次に、Browse を使ってカテゴリを選択する方法（参照項目：2-a、2-b、2-c） 

 

 
 

 

2-a. 
「Browse categories」をクリック

すると次のように表示されます。 

2-c. 
カテゴリー選択が終わりましたら「Continue」ボタンをクリックして次

のステップへ進みます。 

2-b. 
観覧してカテゴリーを選択できます。スクロールバー

を利用してカテゴリーを左側から選択してください。

第 2 カテゴリーの選択内容次第では、より詳細な選

択をする第 3 カテゴリーまで表示されますので、目

的のカテゴリーを選んでください。 
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出品作成フォームの選択 
 
 
写真 #6 
 
 

 
 

セラーが一般的に使用する Web からの出品標準フォームと、初心者

向けフォームのどちらかが選択できます。 

3. 
全ての商品オプションが揃った標準フォームです。

「Go」ボタンをクリックして出品作成へ進みます。 

初心者フォームを選択する場合は

「Go」ボタンをクリックします。 
次回以降にこの画面を表示させた

くない場合にはここにチェックを

してください。 
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出品作成ページ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
標準（全オプションが揃った）出品作成ページ 

  
 

表示されている出品作成ページは全ての出品オプションが揃った標準フォームですが、ここでは

初心者向けフォームの切り替えリンク（Switch to simple form）が表示されます。 

出品作成ページ途中で（内容を保存して）

後に続きを作成されたい場合は Save for 
later をクリックしてください。 

4. 
先ほど選択したカテゴリーが表示されます。 
カテゴリーを変更したい場合は、「Change 
categories」をクリックしてください。 

「Title」にアイテムのタイトルを、「Subtitle」にアイテムの

サブタイトルを入力します。但し、「Subtitle」（サブタイト

ル）はオプション機能ですので有料（$0.50）になります。 
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買い手が商品検索であなたの出品アイテムをみつけやすくするために、アイテ

ムの詳細情報が追加できます。 

カテゴリーによってはアイテムの状態をより詳し

く記載するための記入フォームが表示される場合

があります。 

5. 
「Add your own item specific」をクリックすると詳細情報入力が表示され、入力枠

を追加したい場合はクリックを繰り返します。 
あなたの出品アイテムが検索で見つかりやすいようなキーワードを入力します。 
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6. 
「Add pictures」ボタンをクリックすると下

記の小ウインドウが立ち上がります。 
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Basic を選択した場合（参照項目：6-1、6-2） 
 
 
 
 

 

 

6-1 
「Basic」での画像の掲載方法です。

「参照」ボタンをクリックして、あなたのPC 内の 
画像ファイルを選択すると選んだ画像はこの様に 
表示されます。 
「Remove」ボタンを押すと画像を破棄できます。 

6-2 
後に「Upload」ボタンをクリックして、作品作成画

面に画像をアップロードします。 
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Self Hosting を選択した場合（参照項目：6-a、6-b、6-c） 
 
「Self Hosting」での掲載方法 
 

 
 

6-c 
「Insert Pictures」をクリックして画像を

出版画面にアップロードします。 
取消しは「Cancel」ボタンをクリックして

ください。 

6-b 
アイテムの画像がアップされている

URL アドレスを入力します。 

6-a 
「Self Hosting」での掲載⽅法 
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出品アイテムの詳細説明 

 

 

 
 

7. 
出品アイテムの説明を記入します。普通の文章だけで

なく、HTML タグ（※）を使いレイアウトを整えペー

ジを作ることで購入意欲を誘います。 
後に「Preview」をクリックして出品ページがどの様

に表示されるのか確認してみましょう。 
下書きを保存する場合には、「Save draft」をクリック

します。

8. 
「Listing designer」（有料オプション$0.10）で

は出品ページのレイアウトを選択することがで

きます。「Select Theme」のプルダウンメニュー

からは好みのテーマを、そして「Select Design」
でデザインを、「Picture Layout」からはレイア

ウトの種類をそれぞれ選択できます。 
デザインを選択すると隣に表示されます。 
また、「Preview」をクリックすると出品ページが

どの様に表示されるか確認できます。 

9. 
あなたの出品ページに何人の買手が実際アクセスしたかを確認できる機能です。 
プルダウンメニューから表示スタイルを選択できます。 
①「Basic style」（基本スタイル） 
②「Retro-computer style」（レトロなコンピュータースタイル） 
③「Hidden」（表示しない） 
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オークション開始価格の設定（参照項目：10-1、10-2） 

 
 
 
同じセクションのAdd or Remove options をクリックしてオプション設定 

 
 

開始価格の参考例は「completed listings」 
（終了アイテム）をクリックすると一覧から調

べることが出来ます。 

10. 
「Starting price」（開始価格）、「Quantity」（出品アイテム数）

「Duration」（出品期間）をそれぞれ入力できます。 
期間は 1、3、5、7、10 日間から選択できます。（10 日間だけ+$0.40）

10-2 
以下の好みのオプションが選択できます。 
「Reserve Price」は、 低落札価格を設定します。 
「Private listing」は、匿名ユーザー（プライベート設定）からの入札を許可します。 
「Lots」（ロット）は、同じ買手にまとめてアイテムを売ることができます（ロット方式）

「Donate percentage of sale」は、非営利団体に 終売上の何割かを寄付します。 
「Scheduled Start」は、出品開始タイム（日時）を設定します。 
希望するオプション □ にチェックを入れ「Save」ボタンをクリックします。 

10-1「Add or remove option」をクリ

ックすると以下の小ウインドウが表

示され、その他のオプションが追加で

きます。 



 - 12 - 

Fixed Priceの場合（参照項目：10-a、10-b） 

 
 
 
 
同じセクションのAdd or Remove options をクリックしてオプション設定 

 
 

10. 
「Buy It Now price」（落札価格）、「Best Offer」（値下げ交渉）、

「Quantity」（出品アイテム数）「Duration」（出品期間）をそれぞれ

入力できます。 
期間は 3、5、7、10、30 日間、そして「Good ’Til Cancelled」から

選択できます。 

開始価格の参考例は「completed listings」 
（終了アイテム）をクリックすると一覧から

調べることが出来ます。 

10-b 
以下の好みのオプションが選択できます。 
「Private listing」は、匿名ユーザー（プライベート設定）からの入札を許可します。 
「Lots」（ロット）は、同じ買手にまとめてアイテムを売ることができます（ロット方式）

「Donate percentage of sale」は、非営利団体に 終売上の何割かを寄付します。 
「Scheduled Start」は、出品開始タイム（日時）を設定します。 
希望するオプション □ にチェックを入れ「Save」ボタンをクリックします。 

10-a「Add or remove option」をクリ

ックすると以下の小ウインドウが表

示され、その他のオプションが追加で

きます。 
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買い手の決済方法の設定 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
同じセクションのAdd or Remove options をクリックしてオプション設定 

 

ここには自動的にあなたの PayPal 登録メールアドレスが記載されています。 

日本のセラーは PayPal 以外の決済オプションの選択はできませんので 
ここは表示されたままにします。アドレスが入力されます。 

PayPal 以外の決済方法は利用できませんが、「Buy It Now」で落札するとすぐに

支払いを要求するオプションがあります。すぐに支払いが出来ない場合には入札

が認められません。このオプションを希望する場合には □ にチェックを入れ

「Save」ボタンをクリックします。
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配送情報の設定（参照項目：11-1、11-2、11-3...） 
 
 
 
 

 
 
 
Add or Remove options クリック後の小ウィンドウ 

 
 

11. 
「Add or Remove options」をクリックして、日本のセラー用の

入力フォームを表示します。

11-1 
いくつかのチェック □ が表示されますが、一番上の

□ 「Show international services and options」に

チェックを入れて「Save」ボタンをクリックします。 

初に表示されている入力フォームは米国の売り手専用フォームになりますので、

日本の売り手用の入力フォームを表示しなくてはなりません。 
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International shipping 部分の入力 その① 

小ウィンドウが消え、以下の入力フォームが表示されます。 

カテゴリーによっては送

料に上限があります。 

11-2 
A とB はプルダウンメニューからこの記載項目を選択

します。 
C の「Cost」 は日本から米国までの送料を入力します。

注）Book、DVD、CD などはC に$4.00 の上限規制が 
表示されますので$4.00 以上は入力できません。 
尚、「Free Shipping」 は送料無料になります。 

11-3 
D の「Handling time」は（代金入金後に発送してからの）お届け日数です。 
プルダウンメニューから日程を選択してください。 

11-4 
E はプルダウンメニューから「Flat: same cost to all buyers」を選択します。 
その後E 以下にF を含む（この様な）新しい入力フォームが表示されます。 
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International shipping 部分の入力 その② 

 
 
Exclusion listの作成 

 

「Create exclusion list」から指

定した国のバイヤーは入札する

事が出来ません。 

11-5 
F はプルダウンメニューから①「Will ship Worldwide」か②「Will ship to the United 
States and the following」を選択します。①を選択した場合には、リスクの高いとされて

いる国のバイヤーを拒否することが出来ませんので注意が必要です。②を選択するとで配

送可能な国の指定をすることができます。 

地域全体を選択するか

特定の国だけ外すこと

も可能です。 
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International shipping 部分の入力 その③ 

 
 
Shipping rulesの作成 

 

複数の商品を一人のバイヤーが落札した

際の「Combine Shipping」の設定を行う

事ができます。 
落札してくれたバイヤーへの販促として

ディスカウントや落札個数による送料の

増額分のルール設定などを行う事ができ

ます。 

複数の商品を同一のバイヤーが落札

した場合に、まとめて支払いを行うこ

とが出来る期間を指定することが出

来ます。 

11-6 
送料に関する質問はクロスボーダー取引では頻繁に問い合わせがくる可能性が高いので前

もって全て開示しておく方が時間の節約をすることができます。 
①「Flat shipping」では落札個数に関係なく一律の送料で配送する場合に設定します。 
②「Calculated shipping」は重さによって送料が変わる場合の設定が出来ます。 
③「Promotional shipping rule」をクリックすると落札個数、落札金額からディスカウン

ト設定が行えます。 
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Item Location - 出品アイテムの所在地の表示設定 

 
 
 
 
 
Return Policy - 返品規定 

 
 
Returns No Accepted - 返品を受け付けない場合 

 
 

12． 
出品アイテムのロケーション（所在地）を設定します。 
Japan だけでも構いませんが、都道府県以下まで表示で 
きます。設定は「Change location」をクリックしてロケ 
ーション情報を書き込みます。 

特に明記する明記する欄

はありません。 

「Return Policy」は必須項目なの

でかならずどちらかを選択する必

要があります。 

受け付けない場合には、「Item Description」
内でその旨を明記する方が良いでしょう。 
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Returns Accepted - 返品を受け付ける場合 

 

 
 
 
 
 
 
 

13. 
「Item must be returned within」はアイテム到着後から返品受期間を選びます。 
「Refund will be given as」は「Money Back」（返金）、「Exchange」（交

換）、「Merchandise Credit」（クレジットカードへ返金）を選びます。 
「Return shipping will be paid by」は返品送料負担を「Buyer」もしくは「Seller」
から選びます。 
「Return policy detail」は補足があれば記載してください。
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Return Policy – その他の設定① 

 
 
Rerutn Policy – バイヤーへの連絡事項 

 
 

ここからオプションを

追加する 

14. 
「Buyer requirements」を選択するとこれまでの評価履歴をもとに、特定のバイ

ヤーからの入札を制限することができます。 
「Sales tax」は消費税をバイヤーに負担してもらうためのオプションです。 
「Additional checkout instructions」では何か支払いをするにあたって注意点な

どがある場合のコメント欄を追加することが出来ます。 
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Return Policy – その他の設定② 

 
 
Return Policy – Buyer requirementを設定する 

 

入札できるバイヤー

条件を設定する 

悪質なバイヤーからの入

札自体を防ぐ事ができる

ので、出品キャンセルや

トラブルを防ぐ自己防衛

の意味でも利用する価値

があります。 

例えば一人のバイヤーが同じアイテムに入札、

落札できる回数を指定する場合には □ にチェ

ックを入れてください。（限定アイテムなど） 
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以上で出品手続きは完了です。 

 

 
プレビュー画面 

 

 
 
 
 
 
 
 

15． 
全ての設定が終わりましたら「Continue」 
ボタンをクリックするとプレビュー画面が表示されます。

プレビュー内容に変更があればページ 下部「Edit listing」をクリック

して再度設定画面に戻ります。OK であれば、「List your item」ボタン

をクリックして出品手続きは完了です。また今後類似したアイテムを出

品される場合には、□ 「Save this listing as...」にチェックを入れるこ


