
 
 
 

 
2021年 3月 1日 

イーベイ・ジャパン株式会社 

2020 eBay Japan Awards 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が二年連続受賞︕ 
新設アワードも含め6部門の受賞社（者）が決定 

 

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、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「2020 eBay Japan Awards」各
賞の受賞企業(者)を決定しましたので発表いたします。 

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」が昨年に続き 2年連続で受賞しました。 

また、セラー・オブ・ザ・イヤーを含む、アワード全 6部門の受賞企業も決定致しました。今回から、eBay の人気商品カテゴ
リーごとの優秀セラーに贈られるアワードや、個人事業主を対象にした賞、イーベイ・ジャパン社員が選ぶ特別賞など、新たに 4

部門を新設、のべ 10社（者）の多彩なセラーが選ばれました。 

受賞の皆様には eBay 内の自社ストアや e メール署名に使用できる、2020 eBay Japan Awards 受賞セラーの証、
「Awardバッジ」が授与されます。 

 



アワード全 6部門と受賞企業は次頁の通りです。 

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

 アワード名 受賞企業（者） 

１  

 

 

 

 

Seller of the Year 

セラー・オブ・ザ・イヤー 

 

2020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
ップのセラーに贈られます。 

        

Monoshare （URL︓https://www.ebay.com/str/monoshare） 

株式会社 JP.Company （中古ブランドバッグ、アクセサリー、時計） 

 
 
【受賞コメント】General Manager 林 勇治（はやし ゆうじ）氏 
今回もまた、栄えある最高の賞を賜りまして、誠にありがとうございます。このような
賞をそれも 2 年続けて頂けることは、会社スタッフ全員の頑張りはさることながら、
イーベイ・ジャパン様の多大なるサポートと、コロナ禍に於いての配送業者様の手
厚いご協力なくしてはありえないものだと思います。感謝申し上げます。この受賞の
喜びに甘んじず、今後ともチャレンジ精神に磨きをかけて邁進して行く所存でござ
いますので、引き続きお引き立てのほどよろしくお願い致します。The shining star 
eBay existing forever︕ありがとうございました。 
 

2  

 

 

 

 

New Seller of 

 the Year 

ニューセラー・オブ・ザ・イヤー 
 
2020年から eBay で販売
をスタートし、最も売上を伸ば
したセラー1社（名）に贈ら
れます。新人賞にあたります。 
 

    

Highbrand Japan（URL︓https://www.ebay.com/str/highbrandjapan） 

株式会社フタキ （中古ブランドバッグ、アクセサリー） 

 
 
【受賞コメント】 代表 林 寛夫（はやし のりお）氏 
この度はこのような賞を頂き、誠に有難う御座います。これまでご協力頂きました
皆様に感謝申し上げます。このコロナ禍で様々な制限を受けておりますが、今回
の受賞は弊社にとっても非常に励みになり、今後の seller活動の大きな原動力
となることと思います。今後もたくさんの賞を頂ける様な seller を目指していきま
す。 

3 ＜新設＞ 

 

 

 

 

Entrepreneur Award 

アントレプレナー アワード 

 

最も売上を伸ばした個人・個
人事業主セラー1名に贈られ
ます。もう一つの新人賞で
す。 
 

 

FromNippon （URL︓https://www.ebay.com/str/fromnippon） 

ユウキ シシド 氏（アニメグッズ、本） 

 
 
【受賞コメント】 ユウキ シシド 氏 
Entrepreneur Award の受賞にとても驚いています。2020年は予想外の出
来事の連続でした。アイテムを購入してくださったバイヤーのみなさん、イーベイ・ジャ
パンや国内・国際物流のみなさんのサポート、妻と娘、そして 10年以上一緒に仕
事を続けてくれたパートナーの力がなければ、このような賞はいただけなかたっと思っ
ています。ありがとうございました。 
 

https://www.ebay.com/str/monoshare
https://www.ebay.com/str/highbrandjapan
https://www.ebay.com/str/fromnippon


4 ＜新設＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Category Growth 

Award 

カテゴリー グロース アワード 

 

注目する５カテゴリー枠内で
目覚ましい成長率を記録し、
2020年の売上向上に貢献
したセラーに贈られます。 

 

・アパレル・バック・ブランド小物 

KOMEHYO  (URL︓http://www.ebaystores.com/komehyo） 

株式会社コメ兵 

・時計 
Monoshare （URL︓https://www.ebay.com/str/monoshare） 

株式会社 JP.Company 

・カメラ関連 
harry_camera_japan 
（URL︓https://www.ebay.com/str/harrycamerajapan） 

針原 将博 氏（個人事業主） 

・トレーディングカード 

pokemon_club_shangrila 
（URL︓http://www.ebaystores.com/pokemonclubshangrila） 

株式会社 Shangri-La 

・アニメアート・キャラクターグッズ 

FromNippon（URL︓https://www.ebay.com/str/fromnippon） 

ユウキ シシド 氏 

 

【受賞コメント】 
■株式会社コメ兵 IT 事業部WEB 事業グループ 部長代理 甲斐 真司（かい しんじ）氏 
この度は、この賞に選出いただき誠にありがとうございます。 
2020 年はコロナ禍という大変厳しい状況ではありましたが、その中でも越境 EC は成長を続けており改
めてそのポテンシャルの高さを実感することができました。これからも世界中のバイヤー様から支持されるよ
うスタッフ一同取り組んでまいります 
 
■株式会社 JP.Company シニアバイヤー  南条 貴哉（なんじょうあつや）・持田 義紀（もちだよしのり）氏 
この度は賞を頂きありがとうございます。eBay の人気カテゴリーである腕時計の中で名誉ある賞を頂き光
栄に思います。2021年も常に勉強と試行錯誤を繰り返し一歩ずつ歩んでいく所存であります。 
これからも日本のきめ細かいサービスを付加価値として商品とともに全世界のバイヤー様に向けて提供し
ていきたいと思います。最後はこの言葉で締めたいと思います。 
There is no trick in success. We just tried our best at the job!! 
 
■針原 将博（はりわら まさひろ）氏 
この度はカメラ部門に選出、受賞させていただきありがとうございました。 
多くのカメラセラーの中から選ばれたこと、本当に光栄に思います。1 年半前、eBay とはなんぞや。というところか
らスタートして半年後には事業になり、更に 1 年経つ頃に結果に対して賞までいただけるとは全く思っていません
でした。今では海外のバイヤーとのやり取りも楽しみながら色んな考え方も学びながら eBay とお付き合いをして
います。ここまで楽しめているのも、情報を下さった方々や応援して下さった方がいるからこそです。今後も楽しみ
ながら向き合って行きます。この度は本当にありがとうございました。 
 
■株式会社 Shangri-La 大野 智哉（おおの ともや）氏 
この度はこのような賞をいただき、驚きと共にとても嬉しく思います。2020 年はコロナの影響を大きく受け、売り
上げは元より特に配送面では苦戦を強いられました。その上でこの一年はとてもいい経験になりました。これから
もより一層の尽力をしてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
 
■ユウキ シシド 氏 

Award を受賞させていただきありがとうございます。 2020 年で嬉しかったのは、医療従事者のバイヤーか
ら、「このような状況になっても、今までと同じように日本のアニメアイテムを購入できることが、とても癒やしになっ
ている。」というメッセージを受け取ったことでした。これからもこのカテゴリーを盛り上げるように全力で取り組みた
いと思います。 

 

http://www.ebaystores.com/komehyo
https://www.ebay.com/str/monoshare
https://www.ebay.com/str/harrycamerajapan
http://www.ebaystores.com/pokemonclubshangrila
https://www.ebay.com/str/fromnippon


5 ＜新設＞ 

 

 

 

 

Consultant Award 

公認コンサルタント アワード 
 

セラーサポートに貢献したコン
サルタント 1名に贈られます。 
 

 
株式会社 SAATS 

 
【受賞コメント】 代表取締役社長 林 一馬 （はやしかずま）氏 
このような賞を頂きまして、本当にありがとうございます。弊社は今年 eBay セラー様
のサポート事業を開始して 14 年目に突入します。これまで多くの eBay セラー様の
輸出を手助けしてきました。昨年はコロナウイルスにより色々と大変な 1年でした。し
かし、巣ごもり需要もすごいので逆手に取り、今年も引き続き頑張っていきたいと思
います。 
 

6 ＜新設＞ 

 

 

 

 

 

 

Social Impact Award 

ソーシャルインパクト アワード 

 

eBay の販売活動を通し、 
社会に貢献する姿勢が認め
られたセラー1社（名）を
eBay Japan社員が選ぶ特
別賞です。 

Camera shop-maple 

（URL︓https://www.ebay.com/str/camerashopmaple） 

株式会社メープル （カメラ） 

 

 
【受賞コメント】 代表取締役 牧野 旨孝（まきの むねたか）氏 
この度は、このような名誉ある賞を頂きまして、大変光栄に思います。弊社は、障が
い者就労支援事業の一環で eBay の販売を行っています。就労支援事業というの
は、障害をもった方々を雇用して（以降、障がい者サービス利用者さん）、様々な
一般業務を一緒にこなしながら、社会的マナーや技術を学び、一般就職を目指す
事業となります。利用者さんには、eBay での商品の検品から、出品の下書きまで
行ってもらっています。今回、この賞を受賞できたのも、利用者さんの日々の努力が
あってのものになります。その努力が認められた事がとても嬉しく思います。また、この
賞を受賞したことで、利用者さんの自信につながり、一般就職へ向けた意欲につな
がるものと考えています。今後も、購入して下さるお客様はもちろん、サポートして頂
けるイーベイ・ジャパンの皆様、協力関係機関の皆様、そして弊社従業員、利用者
さんに、今まで以上に喜ばれる企業を目指してまいります。 
 

  
【 eBay Inc.およびイーベイ・ジャパンについて 】 URL︓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 8,500万人*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。2020 年の取引高は 1,000 億ドル（約 10.9兆円**）となり、常時 14億商
品が世界中から出品されています。 

*2020年 第 4四半期報告より ** 為替レート（1 ドル＝108.9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」を通じた日本セラーの「越境 EC」支援 

================================================================== 

 

 

https://www.ebay.com/str/camerashopmaple
https://www.ebay.co.jp/

