2020 年 4 月 30 日
イーベイ・ジャパン株式会社

イーベイ・ジャパン、2020 年第 1 四半期の越境 EC トレンドを公開
カテゴリー売上ランキング：コレクティブルが不動の人気
増加率 1 位は

アニメ、キャラクター商品の「コレクティブル」

「宝飾品、腕時計」が 2 位、「ビデオゲーム」が 3 位に

売れ筋ランキング：ゲームやペット用品など“巣ごもり需要”が反映
「PS Vita」「任天堂 ゲームキューブ」と、生産終了したゲームハード関連が 1、3 位に
犬猫用のベッドや水槽ランプなどペット用品がランクイン！
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、日本セラーの「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、代表取締役社長：岡田 雅之、以下イーベイ・ジャパン）
は、2020 年度第 1 四半期（1‐3 月）の期間に日本セラーから出品されたアイテムの販売動向を発表しました。
カテゴリーの売上前年比では「アニメ、フィギュア、キャラクター商品」が、2019 年の第 2 四半期から 4 期連続で TOP
３入りとなり、日本のマンガやアニメの海外での人気が衰えず伸びていることが現れた結果となりました。
1 月-3 月の取引カテゴリーランキングは、「レディース」を 1 位に、「腕時計・アクセサリー」、「アニメ、キャラクターグッズ」
「フィルムカメラ、写真」と続き TOP5 は安定した人気のカテゴリーが並びました。そんな中、6 位にシューズやアパレル

な

ど「メンズ」がランクイン。eBay は昨年 12 月から一部地域でスニーカーの出品・落札手数料を無料にする初の試みを実
施しており、それが取引の活発化に繋がっているようです。
また、1 月-3 月の売れ筋商品ランキングでは「PS Vita」本体が 1 位となりました。3 位にも「任天堂 ゲームキューブ」の
コントローラーが入っているように、生産が終了しているゲームハードが人気で、日本より活発に取引されるのも越境 EC
の近年の特徴です。また、4 位に犬猫用のふわふわベッド、5 位に熱帯魚の水槽用ランプがランクイン。ゲームも含め、テ
レワークなどの“巣ごもり需要”の影響が見られる結果となりました。

■日本からの「越境 EC」取引に関するデータ（期間：2020 年 1-3 月）
【カテゴリー別成長率ランキング】（前年同期比)：米国で日本のアニメが人気

1 位のコレクティブルズ（おもちゃ類）に含まれる「Japanese, Anime」のカテゴリーは特に日本セラーの競争力が

高く日本からの販売が eBay.com 内でも高い割合を占めています。アメリカでも放映されたドラゴンボールやセーラ
ームーンは幅広い年代層に支持されていることもあり継続的に人気が高いですが、「ねんどろいど」という人気アニメ
やゲームキャラクターをデフォルメしたフィギュアも日本セラーから多く販売されています。実際、当該カテゴリー内の検
索ボリュームとしても上位に位置しており、バイヤーの購入意欲が高い商品です。
また、最近では新型コロナウイルス感染症の影響により、日本同様アメリカでも自宅待機に伴う巣ごもり需要が高
まっている中、以前から eBay で取引が活発だった PS Vita や NINTENDO64 がより一層活発に取引されており、取
引価格も日本より高い価格帯で推移しています。（コレクティブル カテゴリーマネージャー 林斐子）
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1 位〈1 位〉コレクティブル（アニメ、フィギュア類） (+14%YoY)
2 位〈 - 位 〉

宝飾・装飾・腕時計 (+14%YoY)

3 位〈3 位〉

ビデオゲーム（本体、ソフト類） (+10%YoY)

※順位横の〈〉は 2019 年第 3 四半期（7-9 月）同データでランクインしていた際の順位

【カテゴリー別取引ランキング】

2 位の宝飾・装飾・腕時計は eBay.com 内のジュエリー＆ウォッチカテゴリーとして日本からの売上が急成長を

見せている一つです。中でも実用時計のシェアでは世界一ともいわれ、近年高級腕時計の分野でも成長する
日本独自のウォッチブランドの商品に、高い人気が集まっています。特に「SEIKO MECHANICAL SARB033」はセ
イコーメカニカルシリーズの名機ともいわれ、「グランドセイコー」に似たフォルムを持ちつつ、かつリーズナブルな価格
から廃盤になった現在アメリカでも高い需要を誇ります。
また、世界のラグジュアリーブランド時計のニーズも年々高まっており、その傾向を受けて ebay.com では 99￠ス
タートオークションのイベントを定期的に開催しております。そういったイベントの後押しもあり、中古商品のクオリ
ティの高さが世界でも定評のある日本から販売される、90 年代～2000 年代のロレックス Datejust（参考平均
販売単価：約$3,000）やオメガスポーツウォッチの代表作である Seamaster（参考平均販売単価：約
$2,000）などの定番高級腕時計も根強い人気を博しております。
また、6 位のメンズカテゴリーは昨年 12 月から始まった「$100 以上のスニーカーを Athletic Shoes（メンズ、ウィ
メンズ）のカテゴリー内に出品すると各種手数料が無料」になる

(https://www.ebay.co.jp/info/announcement-191223sneaker/)
ebay.com のキャンペーン効果もあり初の TOP10 入りとなりました。現在もキャンペーンは続いており、第 2 四半

期でも引き続きランクインが予想されます。（ソフトグッズ カテゴリーマネージャー 北村直樹）

※順位横の〈〉は 2019 年第３四半期（7-9 月）同データでランクインしていた際の順位
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【商品別売れ筋ランキング】： 生産終了した商品が、人気を持続

1 位と 2 位には生産終了した製品がランクインしています。PS Vita はライバル機種の発売がきっかけで操作性
の良さが再評価され、PS Vita でしかプレー出来ないタイトルがあることで引き続き人気があります。SEIKO
SARB033 は価格以上の価値があるムーブメントを搭載していることもあり探し求めている人がまだまだいるようで
す。生産中止モデルですので、価格は高騰していますが、世界中で高い需要があります。3 位のゲームキューブ
コントローラーは SWITCH のゲームタイトルでも使うことが出来ることもあり、日本からも売れ筋上位に入ってきて
います。4 位、5 位の商品は米国での里親になる人が増えていることで、ペット用品がランクインしています。米
国ではコロナウイルスの外出規制の影響をうけて、アニマル・シェルターから犬・猫・小動物を里親として引き取る
人が 2019 年と比べて 2 桁近く伸びているようです。日本では 1 桁台であることから、まったく異なる需要トレン
ドであることがご理解いただけるかと思います。今後は巣ごもり消費の需要が高まることが予想されることから、こ
の時期だからこそ売れる商材を見極めていくことでビジネスを拡大出来る可能性があります。（ハードグッズ カテ
ゴリーマネージャー 柴田駿平）
1 位 〈3 位〉ソニープレイステーション PS Vita PCH-2000（Sony Playstation PS Vita PCH-2000）
2 位〈4 位〉セイコー メカニカル SARB033 （SEIKO SARB033 MECHANICAL）
3 位〈 - 位 〉任天堂 ゲームキューブ コントローラー（Nintendo GameCube controller）
4 位〈 - 位 〉ドーナッツ型 ふわふわペットベッド（Donut Cuddler Pet Calming Bed
5 位〈 - 位 〉水槽用 UV 滅菌ランプ （Aquarium Submersible UV Light Sterilizer）
※順位横の〈〉は 2019 年第３四半期（7-9 月）同データでランクインしていた際の順位

【 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 7,400 万人*ものアクティブバイヤー（買
い手）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 e 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。
* 2020 Q1 発表より
** 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
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事業内容：オンライン・マーケットプレイス「eBay」を通じた日本セラーの「越境 EC」支援
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