
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/fees.html

イーベイ出品料金：Fees for selling on eBay

基本料金

eBay にアイテムを出品する場合は、Insertion Fee（掲載料金）が掛かります。

更に、アイテムが売れた場合は、Final Value Fee（*落札手数料もしくは*販売手数料）が

請求されます。

*落札手数料とは、オークション形式による出品の場合。

販売手数料とは、固定価格形式による出品の場合。

アイテムを売る場合に掛かる料金は『掲載料金』と『落札手数料もしくは販売手数料』の合計です。

基本的な料金体系は、あなたの出品形式によって構成されます。

尚、すべての料金表示は米ドルです。

オークション形式による出品料金：Auction-style listing fees
オークション形式による出品は 30 日以内に 5 品目までは掲載料金が無料です（どこからどこまでを

対象にするかは eBay が判断して通知します）この無料の掲載料での出品には、8.75％ないし

20 ドル（いずれか低い方）の出品毎に落札手数料が課されます。

また、30 日間以内の追加掲載および複数商品の出品は、通常の出品掲載料および落札手数料（販売手

数料）より決定されます。

オークション形式の掲載料金：Insertion Fees for Auction-style listings

開始額または*最低落札価格 掲載料金

本･DVD･CD・ﾋﾞﾃﾞｵｹﾞｰﾑ

掲載料金

その他のカテゴリ

＄0.01－＄0.99** ＄01.0 ＄0.15

＄1.00－＄9.99 ＄0.25 ＄0.35

＄10.00－＄24.99 ＄0.35 ＄0.55

＄25.00－＄49.99 ＄1.00 ＄1.00

＄50.00－＄199.99 ＄2.00 ＄2.00

＄200.00－＄499.99 ＄3.00 ＄3.00

＄500.00 又はそれ以上 ＄4.00 ＄4.00

*最低落札価格については、無料！eBay 日本語ガイド.com のヘルプ Index「最低落札価格」を

参照して下さい。

http://pages.ebay.com/help/sell/fees.html
http://www.nihon5guide.com/


*以上の適用は（以下を除く）オールカテゴリです。

車、不動産、及び下記ビジネスと産業資本設備カテゴリは含まれておりません。

トラクターと農業器具、重機、トレーラー、営業用トレーラーとカート 、イメージング及びエステチ

ック用具、フォークリフト及びその他リフト、製造装置、金属加工業装置、商業用印刷機。

また、複数のカテゴリに出品する場合は、カテゴリ毎の掲載料金が掛かります。

その際の出品は Sell Your Item または Simple フォームの使用に限り、Selling Manager, Selling

Manager Pro, や TurboLister, FileExchange, Mass Listing Editor, bulk sell/relist/revise flows, API,

及びサードパーティのよる eBay ツールなどでは使用できません。

固定価格形式による出品費：Fixed price listing fees
固定価格(Buy It Now)形式の掲載料金：Insertion Fees：Fixed Price listings

Buy It Now 価格 掲載料金

本･DVD･CD・ﾋﾞﾃﾞｵｹﾞｰﾑ

掲載料金

その他のカテゴリ

＄1.00 以上の設定が必要

また、オークション形式によ

る開始価格の 10％以上の設

定が必要です。

＄0.15 ＄0.35

固定価格(Buy It Now）形式の販売手数料：Final value Fees：Fixed Price listings

カテゴリ Buy It Now 価格

アイテムが売れなか

った場合：無料

販売手数料

家庭用電化製品

ビデオゲームシステム

カメラ＆写真

Electronics,Video

＄0.01-

＄50.00

終了額の 8.00％

＄50.01-

＄1,000.00

＄50.00 の 8.00％+

終了額残高 4.50％

落札手数料：Final Value Fees：Auction-style listings

終了額 落札手数料

アイテムが売れなかった場合 無料

＄0.01－＄25.00** 終了額の 8.75％

＄25.01－＄1,000.00 ＄25.00 の 8.75％（＄2.19）+終了額残高の 3.50％

（＄25.01－＄1,000.00）

＄1000.01 ちょうど又はそれ

以上

＄25.00 の 8.75％（＄2.19）+＄25.00－＄1,000.00

の 3.50 ％（＄ 34.12 ） + 終了額残高の 1.5 ％

（＄1000.01－終了額）



Game Systems,

Cameras & Photo

（＄50.01－＄1,00

0.00）

＄1,000.01 以上 ＄50.00 の 8.00 ％

+ ＄ 50.01 －

＄1,000.00 の 4.5

0％+終了額残高

の 1％（＄1000.01

－終了額）

コンピューター＆ネットワー

ク

Computers & Networking

＄0.01-

＄50.00

終了額の 6.00％

＄50.01-

＄1,000.00

＄50.00 の 6.00％+

終了額残高 3.75％

（＄50.01－＄1,00

0.00）

＄1,000.01 以上 ＄50.00 の 6.00 ％

+ ＄ 50.01 －

＄1,000.00 の 3.7

5％+終了額残高

の 1％（＄1000.01

－終了額）

衣服、靴＆アクセサリ

Clothing, Shoes & Accessories

＄0.01-

＄50.00

終了額の 12.00％

＄50.01-

＄1,000.00

＄50.00 の 12.00％

+終了額残高 9.00％

（＄50.01－＄1,00

0.00）

＄1,000.01 以上 ＄50.00 の 12.00

％ + ＄ 50.01 －

＄1,000.00 の 9.0

0％+終了額残高

の 2％（＄1000.01

－終了額）

本、音楽、DVD＆映画、

ビデオゲーム

Books, Music, DVD ＆

Movies, Video Games

＄0.01-

＄50.00

終了額の 15.00％

＄50.01-

＄1,000.00

＄50.00 の 8.00％+

終了額残高 5.00％

（＄50.01－＄1,00

0.00）

＄1,000.01 以上 ＄50.00 の 15.00



％ + ＄ 50.01 －

＄1,000.00 の 5.0

0％+終了額残高

の 2％（＄1000.01

－終了額）

上記以外全てのカテゴリ

All other categories

＄0.01-

＄50.00

終了額の 12.00％

＄50.01-

＄1,000.00

＄50.00 の 12.00％

+終了額残高 6.00％

（＄50.01－＄1,00

0.00）

＄1,000.01 以上 ＄50.00 の 12.00

％ + ＄ 50.01 －

＄1,000.00 の 6.00

0％+終了額残高

の 2％（＄1000.01

－終了額）

*固定価格（Buy It Now）の最低額は＄１.00 です。

DSR 格付けの高いパワーセラーには落札手数料（販売手数料）の割引があります。

バリエーションを加えた出品の掲載料金：Listing with variations fees

バリエーションの掲載料金は$0.35 です。

ピクチャーパック（Picture Pack）を使用すれば割安になります。例えば、4 枚の色違いの画像を

掲載する場合 4 枚分の掲載料が必要となりますが、ピクチャーパックを使用すれば以下の料金です。

バリエーションによる画像掲載料：eBay picture hosting fees for variations

画像 1-6 枚の場合 $0.75

画像 7-12 枚の場合 $1.00

ビジネス＆産業*資本設備カテゴリを選択した場合は以下の料金が掛かります：

Business & Industrial
ビジネス＆産業資本設備カテゴリ特別料金

掲載料金 ＄20.00

最低落札価格料金 ＄5.00

最終値料金 終了額の 1.00％（最高＄250.00 請求）

※ビジネス＆産業*資本設備カテゴリ及び関連カテゴリはこれらのアイテムが対象となります。

農業と林業 ＞トラクターと農業器具：建設 ＞重機、トレーラー；飲食物提供サービスと小売

＞営業用トレーラー及びカート ；＞健康管理、研究室、生命科学 ＞想像と美学の道具

＞工業製品供給、MRO ＞フォークリフト及びその他のリフト；製造業と金属加工業 ＞製造装置

；製造業と金属加工業 ＞金属加工装置；事務所、印刷と発送 ＞商業用印刷機など。



オプション機能料金：Optional feature fees
入札活動及び落札チャンスを増やすため、オプション機能を追加することができます。

最低落札価格設定料金（アイテムが売れたら全額払戻）： 隠す

*最低落札価格 料金

＄0.01－＄199.99 ＄2.00

＄200.00 及びそれ以上 最低落札価格の 1％（最高＄50.00 まで）

*最低落札価格の説明は、無料！eBay 日本語ガイド.com のヘルプ Index「最低落札価格」を

参照して下さい。

出品アップグレード有料オプション：Listing Upgrade Fees 隠す

機能 料金－オークション形式及び固

定価格形式（3、5、7、10 日）

料金－固定価格形式（30 日及び販

売完了もしくはキャンセルするま

で）広告出品

バリューパック（ギ

ャラリー、サブタイ

トル、出品デザイナ

ー）

＄0.65 ＄2.00

ギャラリー* 無料 無料

ギャラリープラス ＄0.35 ＄1.00

出品デザイナー** ＄0.10 ＄0.30

サブタイトル ＄0.50 ＄1.50

太字 ＄2.00 ＄4.00

日時指定出品 ＄0.10 ＄0.10

お勧めアイテム特集

上位表示***

＄24.95 ＄74.95

2 つのカテゴリに出

品****

掲載料金は 2 倍（ただし日時指定

出品料、お勧めアイテム特集料、

落札手数料もしくは販売手数料

は 1 回分）

掲載料金は 2 倍（ただし日時指

定出品料、お勧めアイテム特集

料、落札手数料もしくは販売手

数料を除く）

次のカテゴリ出品の場合、その出品期間は写真ホスティング、ピクチャーパック、ギャラリィープラス

料金は無料です。稀少品、芸術、陶器、ガラス工芸品、骨董品。

*ギャラリー料金は写真掲載による出品に自動的に含まれます。

**eBay Motors 用の出品デザイナー料金はこれより高く設定されています。

詳しくは eBay Motors fee page を参照下さい。

***お勧めアイテム特集上位表示の利用は Top-rated sellers に限ります。

****2 つのカテゴリ出品は掲載料金及び出品アップグレード料金は 2 倍になります。

（ただし日時指定出品料、落札手数料もしくは販売手数料は除きます）

http://pages.ebay.com/help/sell/motorfees.html
http://www.nihon5guide.com/


eBay 写真ホスティング料金：eBay picture hosting fees 隠す

機能 料金

最初の 1 枚 無料

追加写真 1 枚につき ＄0.15

写真パックサービス（1－6 枚） ＄0.75

写真パックサービス（7－12 枚） ＄1.00

出品者ツール料金：Seller Tool Fees 隠す

出品者ツール 料金

ターボリスター：TurboLister 無料

セリングマネージャー：Selling Manager 無料

セリングマネージャー：Selling Manager Pro（30 日間無料トライアル） $15.99

ブラックソーン：Blackthorne Basic（30 日間無料トライアル）* $9.99

ブラックソーン：Blackthorne Pro（30 日間無料トライアル）** $24.99

*Blackthorne Basic 加入者は無料で Selling Manager に加入できます。

**Blackthorne Pro 加入者は無料で Selling Manager Pro に加入できます。

補足

・あなたのセラーアカウントが（いかなる理由においても）利用停止になった時点で、あなたの未払い

の出品手数料がある場合は直ちに支払っていただきます。eBay はあなたに対して契約した支払方法で

未払金額を請求する権利があります。

・あなたのアイテム出品後、キーワードまたはカテゴリ検索において、その出品アイテムはすぐ表示さ

れない場合があります。表示までにしばらく（おおよそ 24 時間以内）時間を要することがあります。

また eBay は正確な表示時間を保証できません。

・30 日間の固定価格形式の継続出品は、あなたが出品キャンセルもしくは終了するまで 30 日毎に自動

更新されます。

・7 日間以上の出品期間の場合、別途アップグレー料が発生する場合があります。「Create your listing：

出品を作成する」のフォームの一番下のセクションにある「Your fees so far：あなたの現在の手数料」

と「Review your listing：あなたの出品をレビューする」のところに、あなたの出品手数料の小計が表

示されますので確認してください。

・あなたの出品履歴は、あなたの Account Activity page：アカウントアクティブページで最近の４ヶ

月のアカウント活動を見ることができます。

・手数料はあなたが作成する出品ごとに請求されます。

・eBay が eBay 内で広告する以外の有料オプションツールは使用しないでください。


