
以下の手順で eBay（イーベイ）活動に最低限必要な

eBay ユーザー登録 PayPal 登録 eBay⇔PayPal リンク は完了いたします。

まだ「eBay ユーザー登録サイト」を開かれてない場合は、

以下 URL をクリック後、画面右側の eBay 縦長バナーをクリックしてください。

http://www.nihon5guide.com/ebayuser.php

eBay ユーザー登録 登録は無料です。

eBay ユーザー登録フォーム

（重要）以下の様に、最初に表示される登録フォームは、米国ユーザー専用です。

日本ユーザー専用の登録フォームではありませんので、何も入力せずに必ず画面切り替え作業を

行って下さい。

ここに United States と表示されている入力フォームは

米国ユーザー専用です。

このままでは日本ユーザーの登録はできませんので、

日本ユーザー専用の登録フォームに変更する作業を

おこないます。

http://www.nihon5guide.com/ebayuser.php


1．登録フォームの変更作業

Country or region のプルダウンメニュー を左クリックして

See all countries…を選択します。

自動的に次の画面に切り替わります。

日本ユーザー専用の入力フォームに変更します。



２．続・登録フォームの変更作業

日本ユーザー専用の登録フォームが表示されます

プルダウンメニューから Japan を選び、

Change Country or Region をクリックします。

自動的に、日本ユーザー専用の登録フォーム画面が

表示されます（以下の画面です）

スペース部分に Japan が表示されています。

これが日本ユーザー専用の登録フォームになります。

では、入力していきましょう。



3．日本ユーザー専用の登録フォーム

以下の入力内容を参考にされて各項目に入力してください。

名前を入力します。

（例）山本 恵子 の場合、

①First name (名) に Keiko

②Last name(姓) に Yamamoto と入力します。

住所と郵便番号を入力します。

英語の場合は番地から書き始めましょう。例を参考にしてください。

（例）〒251-0000 神奈川県藤沢市南藤沢 1-2-3 日の出ビル 402 号 の場合

③Street address(住所)、

402 Hinode Bldg.

1-2-3 Minamifujisawa

④City（市郡町村）

Fujisawa

⑤State /province / Region (県)

Kanagawa

⑥Postal code (郵便番号) を入力します。

2225555 の場合（222－5555 の様に－ハイフンは入れないでください）



引き続き・日本ユーザー専用の登録フォーム

電話番号、メールアドレスの順に入力します。

⑦Primary telephone (電話番号)を入力します。

電話番号が 0466-22-2222 の場合

日本の国番号 81 を頭に加え、市外局番の頭の 0 を外し、81-466-22-2222 と入力します。

-ハイフンは外して 81466222222 でも構いません。

尚、携帯電話の場合は、81 の後に 090 の頭の 0 を外して入力します。

⑧Email address（メールアドレス）を入力します。

⑨Re-enter email address は、確認の為もう一度、同じメールアドレスを入力します。

※入力内容が違う場合は赤文字で入力やり直しのメッセージが表示されます。



引き続き・日本ユーザー専用の登録フォーム

↓質問内容は以下になります。

⑩ご自分の好きな ID を登録します。

入力後 Check availability をクリックして「同じ ID を使っている人がいないか・・」

確認します。

同じ ID が使われていた場合は赤文字で使用不可のメッセージが表示されます。

その場合、自動で生成された表示 ID を選択するか、再度、違う ID を入力しましょう。

パスワードの登録です。

⑪Create password に 6 文字以上のパスワードを入力します。

⑫Re-enter password には、確認の為同じパスワードを入力します。

⑬パスワードを忘れた時の為に、

Pick a secret question （秘密の質問）プルダウン

メニューから好みの質問を選択します。

⑭Your secret answer（秘密の答え）を入力します。

What street did you grow up on?

育った町の（思い出の）通りは？

What is your mother’s maiden name?

母親の旧生は？

What is the name of your first school?

初等学校（5 歳～9 歳まで：日本では小学校）は？

What is your pet’s name?

ペットの名前は？

What is your father’s middle name?

父親のミドルネームは？（日本人はありません）

What is your school’s mascot?

学校のマスコットは？



引き続き・日本ユーザー専用の登録フォーム

⑯表示されているセキュリティ番号を入力します。

番号が見難い場合は Refresh the image をクリックして表示を変えてください。

⑰下記の項目に同意して、□Ｉagree that:の□にチェックを入れます。

・私はユーザー合意とプライバシー政策を受理します。

・ 私は eBayからのお知らせを受け取ります、またMy eBayにおいて通知優先権（※）

の変更ができることを理解します。

※．通知優先権とは、eBay が送信する各種メールの受信を選ぶことができます。

例えば、営業メールは受け取らない・・といった選択設定です。

・私の提供する情報は eBay 株式会社(所在地：米国カリフォルニア州サンノゼ)

により管理されることを理解しています。

・私は 18 才以上です。

⑱最後に continue ボタンをクリックします。

⑮生年月日を Month (月)、Day (日)、Year (年) の順に入力します。

YYYY は Y を全て delete ボタンで削除して入力してください。



4．ユーザー登録まであと一歩の画面

【注】まれに（eBay の判断で）クレジット（デビット）カード登録が要求されます。

その場合は、表示内容に沿って入力してください。

クレジット（デビット）カード登録画面

クレジット（デビット）カード番号を入力します。

①カード番号を入力します。

②カード裏面の（eBay 入力画面が示す赤い囲い部分

の）３桁の数字を入力します。

③カードの利用期限をプルダウンで選択します。

④continue ボタンをクリックします。

※．カード登録による eBay からの引き落としは一切

ありません（ユーザー登録は無料です）

尚、カード登録が終わりましたら、

引き続き、次ページ 5．eBay よりメールが届きます

からの登録作業を行います。

ユーザー登録完了まであと一歩です。

登録したメールアドレスに eBay から

最終手続きのメールが届きます。

この画面を閉じて、

メールボックスを見てみましょう！

引き続き、次ページ 5．eBay よりメールが届きます

からの登録作業を行います。



5．eBay よりメールが届きます

（注）以下の画像はメール本文です、eBay サイトではありません。

件名に、ユーザー登録の最終ステップ・・と

表示されています。

メール本文に記載される

クリック後は、eBay サイトの「ユーザー登録完了」画面に

リンクします。



6．eBay ユーザー登録の完了

eBay サイトにリンクしてユーザー登録は完了です。

eBay ユーザー登録はこれで完了ですが・・

このままでは【買い物】も【出品】もできません!!

1．PayPal アカウント登録

2．eBay ⇔ PayPal リンク（関連付け） が必要です。

この画面から連続して次ページの手順で行います。

“あと少し頑張ってください”

※．また一旦ここで（eBay 画面を閉じ）手続きを中止して、後で手続きを再開すること

もできます。

登録 ID とお名前が表示されます。

このポップはアンケートのお願いです。

任意ですから答えたくない場合は閉じ

てかまいません。



1．PayPal アカウント登録

前ページから引き続き PayPal アカウント登録をする場合

途中再開による PayPal アカウント登録をする場合

eBay トップページを開き、ページ最下部の PayPal リンクを見つけてください。

http://www.ebay.com/


PayPal ログイン画面が表示されます

① 、② どちらかの Sign Up をクリックします。



言語選択とアカウント選択画面です

取引相手は全て海外の為、個人情報の登録は英語で行います。

よって、U.S. English のままにしておきます。

但し、登録後の運用は日本語表示で行いますのでご安心ください。

PayPal には Personal パーソナル、Premier プレミア、Business ビジネスという

利用方法により異なる 3 つのアカウントがあります。

買い物のみは Personal パーソナル、買い物も出品もされる場合は Premier プレミア

もしくは Business ビジネス（屋号が使えます）を選んでください。

登録は全て無料です。

また登録後、Personal パーソナルから Premier プレミアや Business ビジネスへの

アップグレードも簡単にできます。



個人情報入力画面です

PayPal 用のメールアドレスの登録です。

一般的には eBay に登録したメールアドレスを使います。

最低 8 文字の数字とローマ字号を組み合わせた

パスワードを登録します。

Re-enter password は、確認の為もう一度同じ

パスワードを入力します。

(例) 山本 恵子 の場合は、

①First name (名) に Keiko

②Last name(姓) に Yamamoto と入力します。

利用方法により異なる 3 つのアカウントがあります。

誕生日を入力します。

(例) 1977 年 5 月 5 日の場合は、

1977 05 05 と入力します。

郡市町村名 (City)以下を入力します。

(例）藤沢市南藤沢 1-2-3 日の出ビル 402 号

の場合は、

City

Fujisawa

Address line 1

402 Hinode Bldg. 1-2-3 Minamifujisawa

と入力します（Address line 2）は未記入で構いません。

県名（Prefecture）をプルダウンメニューから

選んでください。

郵便番号を入力します。



引き続き・個人情報入力画面です

ここからは異なる 2 パターンの表示がありますが、以下の手順でお手続きください

1．クレジットカード入力欄がない場合

クレジット（デビット）入力画面が表示されます

電話番号を入力します。

電話番号が 0466-22-2222 の場合

日本の国番号 81 を頭に加え、市外局番の頭の 0 を外し 81-466-22-2222

と入力します。

尚、携帯電話の場合は、81 の後に 090 の頭の 0 を外して入力します。

以上、全ての入力が完了しましたら、

クレジット（デビット）カード番号を入力、カード有効期限 月／年をプルダウ

ンメニューより選び、CVC（カード裏面の 3 ケタの番号）を入力します。



もう一つの表示パターンです

1．クレジットカード入力欄がある場合

以上、全ての入力が完了しましたら、

クレジット（デビットカード）を登録します。

登録したクレジット(デビット)カードから買い物の支払いが行われます。

の□にチェックを入れます。

次に、クレジット（デビット）カード番号、カード有効期限 月／年を

プルダウンメニューより選び、CVC（カード裏面の 3 ケタの番号）を

入力します。



登録完了画面が表示されます

My Account 画面が表示され、これで PayPal アカウント登録は完了です

お疲れ様でした！

Go to My Account をクリックします。

Log Out をクリックして PayPal ログイン画面に戻り、画面を閉じてください。



最後の手続きです。

入力作業はありませんので簡単に終了します。

2．eBay ⇔ PayPal リンク（関連付け）

以下の画面が表示されます（もしくは次ページの Sign In 画面になる場合もあります）

eBay トップページを開いてください。

http://www.ebay.com/

My eBay をクリックします。

Sign In をクリックします。

http://www.ebay.com/


Sign In 画面

ユーザーID、パスワードを入力して Sign Iｎ をクリックします。



My eBay 画面

Addresses 情報画面

Account のプルダウンメニューから

Addresses リンクをクリックします。

View all shipping addresses リンク

をクリックします。



eBay ⇔ PayPal リンク（関連付け）ボタン画面

最終手続き画面です

① PayPal に登録したメールアドレスが表示されています。

② PayPal のログイン用パスワードを入力します。

入力内容を確認後「Link Your Account」をクリックして

手続きは完了します。



eBay⇔PayPal リンク（関連付け）完了画面です

PayPal 登録アドレスが配送先住所として表示されます

PayPal 認証
買い手：未認証では累計 36 万円が送金限度額となります。

送金限度額を無制限にするには認証手続が必要です。

売り手：未認証では出品できません。出品には認証手続が必要です。

手続き方法はこちらのページ後半の PayPal 認証手順 PDF をご参照ください。

0.5 ドル(約 43 円)お試し体験「落札→送金」
買い手：いきなり本番はやや心配…とお思いの方向けの体験ショッピング方法です。

売り手：フィードバックを手早く増やす方法です。

手続き方法はこちらのページ後半の 体験ショッピング方法 をご参照ください。

eBay⇔PayPal リンク（関連付け）は完了しました。

「Return to eBay」をクリックしてリンク内容を確認します。

eBay⇔PayPal リンク（関連付け）が完了したことで、

PayPal 登録住所が（買い物をした場合の）配送先として表示されます。

これで落札もしくは Buy It Now（固定価格）による買い物ができます。

http://www.nihon5guide.com/ebayuser.php
http://www.nihon5guide.com/ebayuser.php

