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【著作権について】 

 

本無料レポートの著作権は eBay チェリーボーイ・ヒロシにあり、事前の承諾なしに本書

の一部または全部を、あらゆるメディアにおいて無断転載、無断複製することを禁じま

す。 

 

【免責事項】 

本無料レポートに掲載された内容につきましては、すべて自己責任においてご利用くだ

さい。 いかなる損害等が発生しましても一切の責任は負いません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【eBay(イーベイ)・PayPal(ペイパル)の登録編もあります】 

http://mag-zou.com/report_get.cgi?id=m0000150538 

 

 

 

 

中学英語でガツンと稼ぐ！ 

海外オークション eBay(イーベイ) 

出品編 

http://mag-zou.com/report_get.cgi?id=m0000150538


【ご挨拶】 

 

はじめまして、eBay チェリーボーイ・ヒロシと申します。 

 

僕は 2005 年 2 月より海外オークション eBay(イーベイ)への出品をはじめ、 

現在ではシルバー・ランクのパワーセラーとして毎月コンスタントに 30 万円以上の利益を出せるようになり

ました。 

 

僕は eBay へ出品する前にヤフーオークションさえろくに経験もなく、 

ましてや英語を専門的に学んだことなども 1 度もありませんでした。 

 

日本人で eBay へ参加されている出品者は英語圏の学校へ留学経験があったり、 

翻訳者やスチュワーデス、あるいは語学を活かした仕事に就くことを目的として 

過去にある程度英語を専門的に学んだ経験がある人たちがほとんどです。 

あるいはそれに近いくらい英語を勉強した人たちです。 

つまり自身の英語力にある程度の自信がある人たちです。 

 

僕の最終学歴は工業高校卒でしかも卒業時はクラスで後ろから数えて５番くらいに入るくらいでした。 

工業高校で学ぶ英語なんて中学の英語に毛が生えた程度のものです。 

ですから僕の英語力は中学レベルで止まっているか、あるいは後退さえしていました。 

まさに英語弱者です。 

 

こんな僕でもウェブの無料翻訳サイトを使うことにより、eBay 出品に必要な商品説明文も書けますし、 

落札者・出品者の方と売買に関してのメールでのコミュニケーションも出来てしまうんです。 

さらに僕は落札者の方とメル友になって商売抜きのメールのやり取りもしています。 

このように高度な英語力なんて必要なく(あるに越したことはありませんが)、eBay へ出品して売ることは可

能なんです。 

 

僕は去年(2004 年)の 11 月頃に「これからは海外販売だ！」と強く直感しました。 

そして eBay についての情報をウェブや書籍でかき集めて勉強してみました。 

eBay はネットビジネスへの参入に遅れた僕にとって残されたフロンティアのように思えました。 

世界からは日本の商品への熱いまなざしがそそがれているのに、日本からの出品がまだ少なかったのです。僕

は僕が感じた直感を確信へと変えました。 

 

だがしかしです、僕もやはり最初は英語の壁にたじろぎました。 

その壁を見上げるとマッターホルンの北壁のように登るのは険しいのじゃないかと思いました。 

でもどこかにこんな僕でも登る余地はあるのではないかとも思いました。 

 

僕は以前、アメリカへ 1 ヶ月ほど一人旅をしたことがありました。 

その時も英語なんてどうにかなるだろうと思って出かけたのでした。実際どうにかなりました。 

その経験が僕に登る余地はあると感じさせたのかも知れません。 

 

それと同時に遠い古、例えばマルコポーロの時代の商人のことを想像してみました。 

おそらく彼らは旅先の言語なんて知らないままに商品を抱えて旅立ち、異国の魅力ある商品と物々交換をした

り、黄金やスパイスと引き換えに商売をしたはずだと思ったのです。 

言語の通じない彼らは指を指し「それ、何個欲しい。これ、何個と交換、どうだ？」みたいに非常にシンプル

なコミュニケーションで行ったと思ったのです。 

 

このことは商売とは非常にシンプルなコミュニケーションで成り立つのだと僕に示唆してくれました。 

ということは現代の eBay においてもそれは可能だろうと想像したんです。 

海外の方々にとって魅力がありどうしても欲しいと思う商品ならばそこに言葉はあまり必要ないのかもしれ
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ないと思ったのです。 

 

また香港やロシアの eBay 出品者はブロークンな英語で臆することなく商売をしているとも聞きました。 

ならば僕の稚拙な中学英語でも可能だろうと思ったのです。 

それと同時に僕の英語の弱点を補う方法として写真画像で商品の魅力を伝えればいいじゃないか、とも思いま

した。 

 

そういうふうに思って 2005 年 2 月に僕は eBay デビューしました。 

最初は英語だらけの画面を見るだけでめまいがしたものです(笑 

途方に暮れそうになり、やっぱり無理かななんて何度思ったことでしょう。 

 

とにかく自分の ID に信頼性が欲しいと思って評価数稼ぎのために気が急いた落札をして、必要もなければヤ

フーオークションで売れそうにもない商品を点か落札してしまいましたし、 

出品説明文の文章のミスをバイヤーさんの方から指摘されたこともあります。 

 

でも、いいのです。 

それが一段一段階段を登ることだと思うんです。 

イチローも最初から 200 本安打打者として生まれてきたわけではなく、バットをもった日は空振りばかりをし

ていたはずです。 

ロナウジーニョだって最初からファンタジスタとして生まれてきたわけではなく、とんでもない方向へボール

を蹴っていた頃もあったはずです。 

 

イチローやロナウジーニョと違って僕はいまだに中学英語ですが(進歩がない・笑 

とにかく一歩一歩踏み出し続け、その結果 1 年たらずで eBay パワーセラーになれたわけです。 

 

もし、あなたが、eBay 出品に強く興味を持っていながらも、 

英語力のなさで踏み出すことを躊躇しているのでしたら、 

僕の経験と到達があなたの希望の灯火となれるかも知れません。 

 

中学英語でも eBay 出品で稼ぐことは可能です。 

僕がその証拠です。 

 

あなたの決意と日々の積み重ねがあればきっとあなたも eBay で稼いでパワーセラーになれるはずです。 

 

これを読んでいる人たちの多くは、僕より学力も英語力もあると思います。 

ということは僕より短期間で僕が出来たとこを実現できる可能性が高いと言えるかもしれません。 

 

eBay という海外市場へ出てみませんか？ 

苦労もありますが、楽しいことはもっとありますよ。 

それにあなた次第でガツンと稼げます。 

 

中学英語で eBay へ参入してみませんか？ 

 

よろしければ僕のこのレーポートを参考に、 

最初の一歩を踏み出してみませんか？ 

 

さあ、eBay の扉を叩いてみましょう。 
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■中学英語で海外オークション eBay(イーベイ)出品するにあたって 

 

中学英語で海外販売なんてできるのか？ 大丈夫なのか？ 

多くのみなさんはそう思っていらっしゃると思います。 

実際に僕も僕の身の回りの多くの方々からそのような質問をされました。 

 

「うん、出来ちゃうんだよね」それが僕の答えです。 

 

必要なのは出品商品について最低限の情報を英語で書く能力です。 

それと売買に関して英語での最低限のコミュニケーション能力です。 

 

この二つは無料の翻訳サイトを使えばクリアできます。 

ちなみに僕は「インフォシークマルチ翻訳」と「エキサイト翻訳」を 

並列して使って翻訳をしています。 

 

海外オークション出品代行業さんなどの専門業者さんの中には 

中途半端な英語だと信頼性にかける、細かな情報のやり取りができない、 

翻訳サイトを使った機械翻訳だとおかしな英文になってしまう、 

 

そういうことを言って敷居を高くして、 

だから私達のサービス使いなさいと誘導している業者さんもありますが、 

 

僕たちは個人間のオークションをしたいわけで、 

規模が大きい貿易業を行おうとしているわけではないのです。 

 

出品をするにあたっての英語による最低限の伝達力とコミュニケーション力が 

あれば OK だと僕は思うんです。 

『ご挨拶』にも書きましたが商売とは非常にシンプルなものだと思うのです。 

 

「それ欲しい、いくらで売る？」「$30」「OK 買った！」 

こんな単純なやり取りで商売は成立していると思うんです。 

 

幼稚な英語、片言の英語で恥ずかしいなんて思う必要はないんです。 

短文の文章でもいいので、商品をちゃんと伝えればいいんです。 

買う側(落札する側)にとってあなたの出品商品が魅力的で欲しいものならば 

あなたの英語が幼稚だろうと片言だろうとあまり関係ないと思うんです。 

 

僕たち日本人は先人の方々のお陰で、 

日本人は正直者で品質の良い商品を作る、というイメージを海外の方に持たれています。 

 

この良いイメージもあって、片言の英語だろうと日本人の出品者だから 

信頼していいだろうとビッドしてくれる面もあるのかも知れません。 

 

その面では現代の僕たちは祖先に感謝しなければいけないですね。 

 

話しが少しそれてしまいましたが、 

短文の幼稚な英語でも伝われば OK なんです。 

饒舌な英語を書けても伝わらなければその文章はバツです。 

伝わることが大事だと思うんです。 
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例えば音楽だってスリーコードのポップミュージックだってハートに届くものが優れた音楽だと思うんです。 

高度な音楽理論に基づいて作られた音楽でもそれがハートに届かない音楽ならばその音楽は駄作だと思うん

です。要は伝わるか伝わらないかだと思うんです。 

 

またまた話しがそれてしまいましたが、 

中学英語でも恥じることはない、ガツンと稼げるぜ、ってことを言いたいわけなんです。 

 

ただし自分と落札者さんの利益を損ないかねない部分だけは 

充分すぎるほど注意深く伝わる英文にしないといけませんが。 

 

↑これだけは本当に気をつけてください。 

 

 

最後になりますが僕が使っている翻訳サイトを再度ご紹介いたします。 

 

●インフォシークマルチ翻訳  

http://www.infoseek.co.jp/Honyaku?pg=honyaku_top.html&svx=105420&svp=SEEK 

 

 

●エキサイト翻訳 

 http://www.excite.co.jp/world/english/ 

 

 

いろいろと使ってみましたが僕的には以上の二つの翻訳サイトが使いやすくて使っています。 

使用を重ねていくと分かると思うのですが、二つのサイト各々で翻訳に得手不得手があります。 

その得手不得手を二つのサイトを使うことで補うようにしています。 

 

以上の二つのサイト以外にも良いサイトはあるかもしれません。 

最初はいろいろな翻訳サイトを使ってみて自分に合うサイトを探すと良いと思います。 

 

では、eBay 出品を楽しんで稼ぎましょう！ 
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■出品商品情報と写真画像の準備 

 

eBay(イーベイ)へ出品する商品が決まりましたら、 

あらかじめ商品説明文と商品の写真画像を用意しておきましょう。 

 

以下にこのマニュアルにおいて出品過程をご説明するために準備しました 

商品説明文と写真画像を掲載いたします。 

 

この商品を出品すると仮定してこのマニュアルでのご説明を進行していきます。 
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以上のように出品の基本的な準備が出来たところで、 

eBay(イーベイ)へアクセスしましょう。 

http://www.ebay.com/ 

 

そして➊の My eBay をクリックして、My eBay のログイン画面を表示します。 

 

 
 

 

表示されたログイン画面で登録した自分の ID とパスワードを入力します。 

次に➊の Sign In Securely をクリックしてログインします。 
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以下の画面が「My eBay」 の画面です。 

この画面内で取り引きに関する管理と業務のほとんど全てを行えます。 

ヤフーオークションのマイオークションと同じようなものと考えて OK です。 

 

では出品をするために➊の Sell をクリックします。 
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以下が最初に「Sell(出品)」をする時の画面です。 

➊の Sell Your Item をクリックします。 
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そうすると以下の画面が表示されますが、この画面は最初の出品時１回だけ出る画面です。 

この画面で出品手数料や販売手数料を eBay へ支払うカードを登録します。 

出品手数料・販売手数料は月末締めで１ヶ月ごとに請求され、翌月の５日前後に請求されます。 

余談ですが PayPal 口座へ請求金額以上の金額がある場合は PayPal 口座から支払うことも可能です。 

 

それでは各項目にカード情報を入力しましょう。 

 

全て入力したら➊の Continue をクリックします。 
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次の画面で毎月の支払いに登録したカードを使うことに同意します。 

 

➊の Authorize Credit Card (カード使用の許可)をクリックします。 
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次にこの画面が出てカード登録の完了です。 

メーラーにもセラー手続き完了のメールが届きます。 

次回の出品からはこのカード手続きは必要ありません。 

 

これで出品ができます。ではさっそく出品しましょう。 

 

➊の Sell をクリックします。 

 

 

 

 

メーラーに届く歓迎のメールです。 
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２回目からの出品時からは Sell をクリックするとこの画面が表示されます。 

では➊の Sell Your Item をクリックします。 

 

尚、フィードバック数や取り引き開始からの経過日時等の条件が満たされますと 

Fixed Price(Buy it now/即売価格販売)や Store Inventory(イーベイストア)での販売ができるようになりま

す。 
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次に下図の画面が表示されますので、 

➊の Sell item at online Auction(通常のオークション出品)を選び 

➋の Continue をクリックします。 
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下図の画面が表示されます。 

この画面でアイテム(出品商品)のカテゴリを選びます。 

では日本の焼物の酒セットを出品するカテゴリを選びます。出品するカテゴリによって入札に影響しますので

出品アイテムが最も注目されるカテゴリを選ぶようにします。 

左から出品カテゴリを絞って選んでいきます。 

 
 

下図はコレクターのカテゴリを選んだ時の例です。 

 

 

下図はホーム&カーデンのカテゴリを選んだ時の例です。 
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どのカテゴリを選んだら良いか分からない場合は、 

例えば「Japanese Pottery sake」というキーワードで検索をし、 

同じような出品アイテムを探して、そのアイテムが出品されているカテゴリを 

選ぶと良いでしょう。 

 

またカテゴリを二つ選ぶことも可能です。 

この場合追加料金が発生します。 

 

下図が二つのカテゴリを設定した時の画面です。 
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カテゴリを設定したら、 

➊の Continue をクリックします。 
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次の画面ではアイテムのタイトルや商品説明文を入力します。 

 

サブ・タイトルは$0.50 の追加料金が発生します。 

通常は入力しなくて OK です。僕はほとんど入力することはありません。 

たまにサブ・タイトル設定が無料になるときがあるので、そういう時は気が向けば入力しています。 

 

アイテムのコンディションの設定項目ですが、カテゴリによっては複数の項目があります。 

またこの項目がないカテゴリもあります。 

例えば CD やレコードは項目数が５個こらいあった記憶があります。 

このコンディションを省略しても OK です。 

 

 

 

↓この画面の下に商品説明文の入力項目がつづきます。 
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下図が商品説明文を入力するところです。 

 

➊➋は説明文入力に例えばホームページビルダーでホームページを作るときのように、またはワードでチラシ

やメニューを作るときのように、出来上がりをそのまま見ながら作っていくか、HTML で作っていくかを選択

できるようになっています。 

 

➊はホームページビルダー的作り方をする Standard です。(こちらがデフォルトとなっています) 

➋は HTML ベースで作っていきたいときに選びます。 

 

➌はワードなどと同じくフォントの装飾をするツールです。 

 

➍が入力と作成していくスペースです。 

 ここへあらかじめ作っておいた説明文をコピペします。 

 改行をしたい場合は「Shift」を押しながら「Enter」を押します。 

 

➎をクリックするとフレビューできます(新規ウィンドウが立ち上がります)。 
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下図はフォントを装飾しているところです。 

ワード等のソフトと同じような操作方法です。 

装飾したい文字列を選択して書体を選んでいます。下図では Verdana というフォントを選んでいます。 

 

 

上図の選択文字列を、フォントを Verdana に、サイズを大きく、 

ボールド(太字)にしたのが下図です。 
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上図で装飾したものを Enter your own HTML をクリックすると 

HTML ベースで見ることができます。 

 

 

 

Preview description をクリックするとプレビーできます。 

OK なら➊の Continue をクリックします。 
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次の画面でアイテムのスタート価格等を設定していきます。 

➊にオークション・スタート価格を入力します。 

➋で出品期間をプルダウンで選びます。 

➌で即時出品か時間を指定しての出品かを選び、時間指定の場合は時間を設定します。 

➍は出品個数です。複数出品の場合は Lots をクリックして個数を入力します。 

➎は出品地域です。➏は自分の住む地域を入力します 
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上の画面からの続きです。 

ここで商品写真をアップロードします。 

eBay 画像アップロード用ソフトのインストゥールのご案内が出るかもしれません。 

その時はインストゥールしてください。 

 

ヤフーオークションは３枚まで無料ですが、 

eBay は 1 枚だけです。２枚目からは有料となります。 

 

では➊の参照をクリックしてあらかじめ用意してある写真を指定してアップロードします。 
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上の画面からの続きです。 

ここで商品ページのデザインを選ぶことができます。 

有料で$0.10 がかかります。もちろんデザインを選ばなくても OK です。 

 

ここでデザインする場合はまず➊でテーマを選びます。 

テーマを選ぶと➋のセレクトウィンドウにテーマに沿って用意されているデザインが表示されますので 

その中からデザインを選びます。選ぶと右のウィンドにプレビュー画像が出てきます。気に入ったデザインを

納得がいくまで探して決めましょう。 

次に➌で商品ページのレイアウトを選びます。 

以上で完了です。 
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上の画面からの続きです。 

ここでは検索されたときの検索結果画面に写真を表示するか否かを決めます。 

写真を表示しなくて良い場合はなにもしなくて OK です。 

写真を表示する場合は➊の Gallery にチェックを入れます。 

 

有料で$0.35 かかります。 

ちなみに僕はほとんどの場合表示するようにしています。 

スタート価格や利益また戦略的に各々の状況に応じて表示するか否かを決めれば良いと思います。 
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上の画面からの続きです。 

 

➊の Page counter で表示されているデェフォルトのカウンターを変えたい場合は Change を 

クリックしてください。と言ってももう１つしかないのですが。 

またカンウターを非表示にすることも出来ます。 

 

このページでの入力が終わりましたら➋の Continue をクリックします。 

 

 

 

 27



では次のページです。 

ここでは支払いと発送についての設定や入力をします。 

 

➊はデフォルトで PayPal の支払いにチェックが入っていて、 

PayPal に登録した PayPal-ID のメルアドが表示されています。 

 

➋で PayPal 以外での支払いも受ける方は、受け取り可能な支払いにチェックを入れます。 

 

ちなみに僕は PayPal だけで支払いを受け取るようにしています。 

それでもイレギュラー的に PayPal-ID を持っていない方が落札したり、 

落札してから「私の PayPal が使えないんですけど」などの問い合わせが来たりします。 

そういうときに限ってだけ他の支払いで受け取るようにしています。 

受け取り可能な支払いを PayPal 以外もするかどうかは個人の考え方で各々決めてください。 
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上の画面からの続きです。 

 

ここでは発送可能地域を設定します。 

➊で全世界に発送 OK でしたら Worldwide にチェックすると 

全ての国・地域にチェックが入ります。 

発送地域を限定したい方は地域を選んでチェックを入れます。 

 

余談ですが以前 Japan はなかったのですが、昨年(2005 年)の夏ごろでしょうか 

Japan が表示されるようになりました。 

それだけ日本から落札する方が増えたと言うことなのかもしれません。 

 

発送地域設定の下の Shipping & sales tax はパスして進行して OK です。 
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上の画面からの続きです。 

この画面との間にいくつかの項目がありますがスルーして OK です。 

 

➊で Return policy を設定します。返金・返品についてです。 

僕は基本的に７日以内に限り、返金いたします、という設定にしています。 

Change で詳細を記入することが出来るようですが、僕は記入したことがありません。 

 

➋の Payment instructions には支払いについての注意事項等を記入します。 

ちなみに僕は支払いは PayPal だけで受け取るということ、発送は EMS だけを使うということ、 

送料は落札者負担で、この出品アイテムの重量とアメリカまでの送料を記載しています。 

送料はアメリカ以外の地域の送料も記載してあげると親切だと思います。 

ですが落札者さんの中にはここをあまり見ない方も多いようです。 

ですから僕は商品説明文に世界全地域への送料などについて別途掲載しています。 

 

以上の設定と入力が完了しましたら➌の Continue をクリックします。 
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この画面で出品前の内容を確認します。 

もし修正したいところがある場合は、修正したい項目右側にある Edt をクリックして修正します。 

 

➊に出品手数料の詳細と合計が表示されます。 

出品内容の記載に間違いがなかったら➋の Submit Listing をクリックします。 

これで出品完了です。お疲れ様でした(^^ 
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【あとがき】 
 
いかがでしたでしょうか。 
 
思っていたより簡単だと思われたのではないでしょうか？ 
まずはとにかく一度出品を経験することにより、出品すること自体になれましょう。 
 
最初のうちは評価数(フィードバック数)も少ないのでビッドがあまり入らないかもしれません。 
でもそれが当たり前ですので、最初から大きく稼ぐことは脇に置いておいて、 
とにかく出品になれることを目的に出品をしてみましょう。 
(もちろん自信のある方は最初からガツンと稼ぐ出品をしても良いと思います) 
 
出品になれることが目的ですので、出品手数料が安くて済むように低額スタート出品できるものから出

品をしてみましょう。 
 
また評価数を増やすために落札もいくつかすると良いでしょう。 
この落札の取り引きで出品者として何をどのようにやればいいのかある程度学ぶこともできます。 
また出品者から届くメール文も参考になります。 
使えそうな文章は使うと良いでしょう。 
 
では一歩一歩亀の歩みでも良いですから踏み出して行ってみてください。 
 
そこにはきっと素晴らしい世界が待っていることでしょう。 
きっと新しい自分と出会うことでしょう。 
 
個人輸出でガツンと稼いでいる自分がいるかも知れません。 
売買を通して海外の友達を持っている自分がいるかも知れません。 
 
個人輸出をきっかけとして貿易業を営んでいる自分がいるかも知れません。 
世界中に出来た友達を訪問する旅に出ている自分がいるかも知れません。 
あるいは稼いだお金で南国のリゾートでのんびりしている自分がいるかも知れません。 
 
僕は将来海外でボランティア活動をする目標に向かって稼ぎたいと思っています。 
資産を作り働かなくても良い状況にしてそのような活動をしたいと思っています。 
世界中を旅しボランティアを通して現地の方々とより強いコミットメントをして、 
より深く世界を見て知りたいと思っています。 
 
もしかしたらこの僕の願望が、僕を eBay へと導いたのかも知れません。 
 
僕は eBay に出会えたことに深く感謝しています。 
 
そして僕が eBay で販売活動するにあたって先駆者の方々が出されている情報に 
助けられることがしばしばありました。 
 
「よしさん」「$超合金 Z$」さんに深く感謝いたします。 
 
●よしさんのメルマガ「海外オークションで毎月 50 万円！eBay 独占中継」 
 http://www.mag2.com/m/0000138604.html 
 
●超合金 Z さんのメルマガ「イーベイ(eBay)で起業！稼げる海外オークション出品術」 
 http://www.mag2.com/m/0000139867.html 
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僕もまたこれから eBay へ参加される方々へ良質の情報を配信できればと思っています。 
 
僕のメルマガ「eBay チェリーボーイが行く！目指せ月 48 万！出品奮闘記」 
タイトル変更後 →「中学英語でガツンと稼ぐ！海外オークションで大繁盛！」となりました。 
 
 http://www.mag2.com/m/0000150538.html 
 
今後このマニュアルへ PayPal 口座から日本の銀行口座への送金方法などについての 

情報等をバージョンアップしていく予定です。 

バージョンアップ等の情報は随時メルマガでお伝えいたしたいと思います。 

 

 

このマニュアルを読んでのご感想などがありましたら、 

是非お声を聞かせてください。 

 

info@uriuri-kaigai.com 

 

こちらのアドレスへ「eBay 出品マニュアルを読んで」等のタイトルでお寄せ下さい。 

 

 

また「eBay(イーベイ)・PayPal(ペイパル)の登録編」はこちらで入手できます。 

http://mag-zou.com/report_get.cgi?id=m0000150538 
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