
 

 

 

 

2020 年 2 月 20 日 

イーベイ・ジャパン株式会社 

2019 eBay Japan Award 受賞企業を発表 

 

「SELLER
セ ラ ー

 OF
・ オ ブ

 THE
・ ザ

 YEAR
・ イ ヤ ー

」は 

ブランド品販売の JP.Company に決定！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世界最大規模のオンライン・マーケットプレイス「eBay（イーベイ）」への出店を通じ、日本企業の「越境 EC」を支援する

イーベイ・ジャパン株式会社（所在地：東京都渋谷区、以下イーベイ・ジャパン）は、2019 年度にめざましい活躍で優秀

な成績をあげた日本のセラー（売り手）を表彰する「2019 eBay Japan Award」各賞の受賞企業を決定しましたので発

表致します。 

 

今回、最優秀セラーの称号となる「セラー・オブ・ザ・イヤー」には、中古ファッション、ブランドバッグなどの販売を行う「株式会

社 JP.Company」が選ばれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、セラー・オブ・ザ・イヤーを含む、アワード全 4 部門の受賞企業も決定致しました。 
株式会社 JP.Company 社員の皆様 

 



 

受賞企業の皆様には eBay 内の自社ストアや e メール署名に使用できる、2019 eBay Japan Award 受賞セラーの

証、「Award バッジ」が授与されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アワード全 4 部門と受賞企業は以下の通りです。 

 

 

■アワード名および受賞企業                                            

 アワード名 基準 受賞企業名 

１ Seller of the Year 

セラー・オブ・ザ・イヤー 

2019 年の「eBay」における販売

実績、バイヤーからのフィードバック

等の総合的評価トップのセラー 

  Monoshare 

株式会社 JP.Company 

（ファッション、ブランドバッグ販売） 

2018 年に Seller of the year のトロフィーを頂戴して以来、2 度目の受賞に驚いております。厳しい状況下で

の弊社スタッフ全員の頑張りはもとより、イーベイ・ジャパン様の手厚いサポート無くしてこのような栄光を掴む

ことは出来ません。賞を頂いたことにより、一層気を引き締め、新たなる挑戦のスタートを切る所存でございま

す。今後は今まで以上にイーベイ・ジャパン様と共に越境 EC の益々の発展に力を注いでまいります。この度は本

当にありがとうございました。And most of all, many thanks to all staff at ebay.com! The brightest star 

eBay shining forever!  

General Manager 林 勇治（はやし ゆうじ）氏 

2 Global Seller Award 

グローバル・セラー・アワード 

アメリカ以外に販売した国・地域の

売上が最も多かったセラー 

Retro Video Game Yamatoku-Classic 

株式会社山徳  

（カードゲーム、ビデオゲーム販売） 

 この度は「Global Seller Award」をいただき、ありがとうございます！世界中にいるバイヤー様のおかげでこの

ような名誉ある賞を受賞することが出来ました。いつも当ストアを選んでいただきありがとうございます。また、

日頃よりビジネスをサポートしてくださっているイーベイ・ジャパンの皆様にもこの場を借りて感謝申し上げま

す。今後も全世界のバイヤー様から愛されるストアになれるようスタッフ一同全力を尽くしてまいります。 

代表取締役社長 岩瀬 裕真（いわせ ゆうま）氏 

3 Buyer Experience 

Award 

バイヤー・エクスペリ

エンス・アワード 

2019 年に販売金額も多く、かつ

DEFECT Rate（ディフェクトレー

ト）が低く、Positive Feedback

（ポジティブフィードバック）が多い

セラー 

 

 

boom2hanten 

株式会社ドリームストレージ 

（ファッション、ブランドバッグ販売） 

2019 eBay Japan Award 「Award バッジ」 

 



2019 年イーベイセラーアワードに選んでいただき光栄に思います。 

弊社では、中古のブランド品を取り扱っております。お客様のお買い求めやすいようフリーシッピング、フリーリ

ターンなどの工夫をしており購入後のアフターケアにも力を注いでおります。今後、イーベイ・ジャパンのスタッ

フとも手を取り合い、バイヤーにもセラーにもより良い環境のマーケットを作れるよう取り組んで行く所存です。 

マネージャー 落合 怜(おちあい れい)氏 

4 Rising Star of the 

Year 

ライジング・スター・

オブ・ザ・イヤー 

 

2019 年に新しく「eBay」で販売を

開始し、最も実績をあげたセラー 

AsianPortal Fishing 

株式会社 ASIAN PORTAL 

スポーツ用品（釣り具）販売 

 

kingram from japan 

株式会社ベストバイ 

（ファッション、ブランドバッグ販売） 

 

CosmeBear 

株式会社リナドリーム. 

化粧品販売 

■株式会社 ASIAN PORTAL 代表取締役社長 大谷 康平（おおたに こうへい）氏 

この度、Rising Star of the Year という名誉ある賞を頂き、大変光栄に思います。 

弊社は eBay での販売を開始してまだ 1 年未満ですが、受賞できた事に驚いていると同時に大きな喜びを感じてい

ます。弊社は日本メーカーの釣り具を販売しておりますが、eBay 販売開始後、急激に増加していくバイヤーからの

問合せの数に、まず驚きました。それだけ、日本の製品の需要の高さと世界の認知を肌で感じる事ができました

が、その声の多さは見方を変えると、世界への情報量が決定的に不足していると感じました。その為、弊社では日

本の釣り具情報を英語で世界へ発信するウェブサイトの拡充が重要と捉え、その製作と配信に日々、注力しており

ます。世界の釣りファンの方々から「日本の釣り具の情報は、このウェブサイトにあるよ」と言ってもらえる様

に、これからも取扱い製品の拡大と情報の発信に尽力していきたいと思います。ありがとうございました。 

 

■株式会社ベストバイ EC 営業部 課長 山本 善則（やまもと よしのり）氏 

この度はこの様な名誉ある賞を頂き、誠にありがとうございます。スタートしてもうすぐ 1 年がたちますが正直

まだまだ分からない事だらけです。イーベイのスタッフの皆様には大変お世話になっており、感謝しかありませ

ん。この 1 年はとにかく出品数を増やす事に注力してきましたが、次の 1 年は中身にも注力し成長していきたいと

考えています。まだまだ課題は山積みですがその分まだまだ成長できると実感しております。やれることはまだま

だ沢山あるので次の 1 年が楽しみです。 

 

■株式会社リナドリーム 代表取締役 李 凱（り がい）氏 

今回「Rising Star of the Year 賞」をいただけることをすごく嬉しく思っています。最初は eBay でのビジネスは 

わからないことがいっぱいで不安がありました。そこで法人サポートの担当者様と相談し、何回かミーティングを

行っていく中で、今後の目標設定や戦略も一緒に考えてくれました。迷いがちな初期設定から難しい商品出品まで

サポートをいただき、１年のあいだでなんとか形が見えるようになりました。弊社としては 2019 年は試行錯誤と

勉強の１年でしたが、2020 年こそ本気のスタートと思っています。出品点数の充実とリピーター作りに力を入

れ、確実な売上アップに努力して参りたいと考えています。 

  

 

■eBay Inc.およびイーベイ・ジャパンについて  

 

 

 

https://www.ebay.co.jp/ 

eBay Inc.（米国 NASDAQ 上場、ティッカーシンボル：EBAY）は、世界中から 1 億 8,300 万人*ものバイヤー（買い

 

https://www.ebay.co.jp/


手）が集まる世界最大規模のオンライン・マーケットプレイス「eBay」などを運営し、世界をリードするコマース企業です。

1995 年に米国カリフォルニア州サンノゼで創業され、ひとりひとりがそれぞれのパーフェクトを見つけられる場所として、世界中

の買い手と売り手を結びつけています。2019 年の取引高は 902 億 US ドル（約 10.3 兆円**）となり、常時 14 億商

品が世界中から出品されています。 

 

* 2019 年 年間報告より 

**為替レート（1 ドル＝114 円）で換算。 

 

【イーベイ・ジャパン株式会社】  

本社所在地：東京都渋谷区 

事業内容：オンライン・マーケットプレイス「eBay」を通じた日本企業の「越境 EC」支援 
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