対象ページは以下の URL をクリックしてください。
http://pages.ebay.com/help/sell/storefees.html
尚、対象ページが表示されない場合は、eBay トップページ右上の Help ボタンをクリックして
対象のページを検索します。
Help ページの検索フォーム（下記部分）に対象のタイトル（全文）を入力後、
Search Help Pages ボタンをクリックして表示一覧から該当項目を見つけてください。

イーベイ・ストア出品料金：eBay Store Fees （2008 年 9 月改正料金）

利用料金
eBay ストアのオーナーとしてストアレベルによって月間利用料金が請求されます。
それぞれの利用レベルのメリットについての詳細は benefits of each subscription level をクリックして
下さい。
利用料金
Store レベル

料金

基本

$15.95/月

機能付

$49.95/月

アンカー（最強）

$299.95/月

Store 在庫フォーマットの基本料金
eBay Store のオーナーとして Store 在庫フォーマットと呼ばれる追加リストフォーマットにアクセス
できます。このフォーマットを使って価格を設定して出品すると、買手が即時に商品を購入できるもの
です（入札不可）
。これらのリストはオンラインオークションや固定価格フォーマットに比べると長く
持続し掲載料金も低いのですが、商品の宣伝度合いが限られます。また、商品が売れた場合は最終値料
金を支払うことになります。
注意：Store 在庫出品はあなたの Store に他の通常オンラインオークションと固定価格出品と一緒に表
示されます。場合により、eBay.com の検索結果ページにも出てくることもあります。
掲載料金
開始額または最低落札価格

30 日間

Good ‘Til Cancelled*

US$0.01〜US$24.99

US$0.03

US$0.03/30 日

US$25.00〜US$199.99

US$0.05

US$0.05/30 日

US$200.00 以上

US$0.10

US$0.10/30 日

*Good ‘Til Cancelled 出品は 30 日ごとに関連費用が請求されます。
注意：掲載料金は単一出品（同商品数量任意）であり、同じ商品を 1 個または 1000 個の場合でも同様
です。例えば、それぞれ$5.00 の商品を 10 個出品したとしましょう。開始額は$5.00 です。今回の出品
の場合、掲載料金は商品数量に関係なく$0.05/30 日となります。
最終値料金
終了値

最終値料金

アイテムが売れなかった場合

無料

US$0.01~US$25.00

終了値の 12%

US$25.01~US$100.00

最初の US$25.00 より 12%（US3.00）+終了値残高の 8％

US$100.01~US$1,000.00

最初の US$25.00 の 12%（US3.00）+ US25.01~US$100.00
の 8%(US$6.00）+終了値残高 4%(US$100.01~US$1,000.0
0)

US$1,000.01 以上

最初の US$25.00 の 12%（US3.00）+ US25.01~US$100.00
の 8% （ US$6.00 ） +US$100.01~US$1,000.00 の 4%
（US$36.00）終了値残高の 2%(US$1,000.01~終了値)

注意：Store 出品は Store Referral Credit（紹介販売）収入があってあなたの Store に多くの買手を呼
び込んだ場合には、Store 在庫出品での最終値料金を 75％貯金できます。
Store 在庫フォーマットのオプション機能料金
オプション機能を追加すれば、アイテムが売れるチャンスも増えます。
出品アップグレード料金

隠す

機能

30 日間

出品が 30 日間毎に自動更新

ギャラリー

無料

無料

ギャラリープラス

$0.35

$0.35/30 日間

写真パック

$0.50 (最高 12 枚)

$0.50 (最高 12 枚) /30 日間

サブタイトル

$0.02

$0.02/30 日間

出品デザイナー

$0.10

$0.10/30 日間

出品予約

$0.10

$0.10

太字

$1.00

$1.00/30 日間

外枠

$3.00

$3.00/30 日間

ハイライト

$5.00

$5.00/30 日間

機能プラス
開始価格
$0.01〜$24.99

料金
$9.95/30 日間

$25.00〜$199.99

$14.95/30 日間

$200.00〜$499.99

$19.95/30 日間

$500.00〜

$24.95/30 日間

注意：Blackthorne Basic、Blackthorne Pro または Selling Manager Pro の加入者は出品デザイナー
料金はかかりません。
出品アップグレードを見る
場合により、Store 在庫フォーマットの出品アップグレードが表示されるため、何時どこで登場するか
については下記の表ご参照ください。
出品アップグレードが表示される

出品アップグレードが表示されない

あなたの eBay Store*

Store 在庫出品がオンラインオークションま

ストアの検索結果

たは固定価格出品の下に表示される通常の

セラーの他のアイテムのページ

eBay 検索

Store 在庫出品のみを表示する通常の
eBay 検索

*機能プラス！はあなたの eBay Store には表示されません。
eBay 写真掲載サービス料金
30 日間

機能

隠す
Good ‘Til Cancelled(出品が 30 日間ごと
に自動更新)

最初の写真

無料

無料

追加写真（1 枚あたり） $0.15

$0.15/30 日間

スライドショー

無料

無料

写真パック

$0.50

$0.50/30 日間

eBay 料金についての注意
任意の理由で出品者のアカウントが停止された場合、アカウントに残っている未払金額が直ち
に請求されます。eBay はあなたが使用している支払い方法に異議を唱えなかった総額を請求
する権利を保有しています。
eBay での販売権利の支払い料金。出品者は eBay でのウェブページの独占権を購入していま
せん。eBay は同社の自由裁量であなたの相談なしまたは支払うことなく、第三者の広告を

同社のサイト領域内に掲載する可能性があります。
関連項目

eBay Stores の概要
あなたの eBay Store を閉店する
eBay 出品料金を支払う
写真を追加する：概要

