越境ECに役立つ
英語フレーズ
監修：デイビッド・セイン
事業者の方の心配事の一つと言えるのが言語の問題
越境ECを行う上で、
です。
しかし、EC運営では
「出品」
「取り引き」
「配送」
「問い合わせ対応」
と
いった、
決まったパターンでのコミュニケーションが基本となるため、
覚
えておく必要がある単語は多くありません。
本稿で紹介する英単語やフ
レーズ、
翻訳する際の考え方などを実践していくことで、
越境ECに取り組
んだ際に必要となる、
基本的なコミュニケーションができるようになるで
しょう。
デイビッド・
本稿では、
英語学習書で累計400万部以上の著作を刊行する、
セイン先生に監修いただき、
越境ECで役立つ英語についてご紹介します。
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①これだけ知っていればOK！
越境ECで必要な英単語
まずは、越境ECを始めるにあたって、最初に覚えておきたい15の単語をご
紹介します。最初に必要となる英語は、日本でもカタカナ英語として一般

ECを運営されている中でよく目にする単語が多
化しているものばかり。
いので、活用しやすいのではないでしょうか。

Payment Policy…お支払いについ

Return Policy…返品について

て（Policyとは、
「基本方針」
という

Shipping Policy…配送について

ニュアンスで、
いろいろな使い方が
できます）

Quantity…数量（商品の在庫や注文
numberは単純
数などで使います。
に
「数字」
のことで、
物の量には使い
ません）

Auction…オークション

オークション形式と固定価格形式

Best Offer…交渉価格

の出品（販売）
形式が選択できます

基本
日本語のニュアンスと微妙に違う単語もありますが、ECの運用では、

Buy It Now…即時購入

Handling Time…入金から発送まで

的には私たち日本人にも耳慣れた、
一般的な英単語がよく使われます。
使

Condition…商品の状態のこと

の時間

い方にさえ気をつければ、
それほど難しい単語は必要ありません。
まずは、

（eBayでは各選択肢から選びます）

Item Specifics…商品の詳細（item

上記の表を見ながら、
出品まで行ってみましょう。

Description…商品の説明（商品の特

は「商品」
、
specificsは「詳細」のこ

徴や使い方、サイズなどの追加情報

と。
eBayでは、デフォルトでブラン

などを掲載します）

ドや状態、
色、
形などを記入するよ

Duration…出品期間（eBayでは、商

mobileで商品を
うになっています。

品の出品期間を事前登録する必要

ご確認いただいた際には、
クリック

があります）

なしで表示されるため、
アピールポ

Fee…手数料（商品の価格は

イントになります

「price」、
サービスに対する料金は
「fee」、支払い・決済は「payment」と
いった使い分けがあります）

Listing…リスト、一覧表。eBayでは
「リストに載せる」
から転じて
「出品
する」
「出品されたもの」
という意味

Fixed Price…固定価格。eBayでは、 で使います
1
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②
【取り引きフェーズ別】
お役立ち英単語一覧

Fixed Price…固定価格

かった商品をもう一度出品するこ

Good Till Canceled…GTCとも。購

と

基本の15単語で、
EC運営でよく使う英語の傾向を把握できたのではない

入されるまで出品され続ける出品

Similar…eBayの出品機能の一つ

Fixed
方法。
※30日ごとに更新され、

で、
「以前出品した商品に似たカテ

price（固定価格）形式のみ適用可能

ゴリーの商品を出品する」
こと

Handling Time…入金から発送まで

Standard Shipping…通常便

の時間

Submit…送信する、提出する

Item Specifics…商品の詳細（item

Unsold…売れずに出品期間が過ぎ

は商品、
Specificsは詳細のこと。

た商品のこと

eBayでは、ブランドや状態、色、サ

UPC…アメリカやカナダの商品

イズ、
リージョンなどを記入しま

コード。
日本のJANコードに相当し

す）

ます

Listing…リスト、一覧表、出品する

Weight…重量

でしょうか。
次は、出品から実際の購入に至るまでのワークフロー別に、
よく使う英単
語や英語表現をご紹介します。わからない単語が登場したら、
本項を活用
してみて下さい。

1

出品

出品の作業では、
先ほどご紹介した単語に加え、
知っておくと便利＆コン
バージョンアップにつながる表現を紹介します。
出品の作業では、
商品の
情報入力だけでなく、商品画像の貼りつけや価格＆送料設定、
タグづけな
ど、ECならではのテクニカルな単語が登場します。

Best Offer…最低交渉価格

のサイズ）

Buy It Now…即時購入

Does Not Apply…該当なし（eBay

Create…新規登録する

に出品の際には、
「UPC」
の入力が必

Custom Label…eBayでセラーが

要です。
入力する商品コードがない

在庫管理のために自由に設定でき

商品の場合に入力することができ

るラベルの機能

ます）

Default…初期設定

Duration…出品期間

Description…商品説明

Economy Shipping…エコノミー便

Details…商品の詳細

Edit…編集する

Dimension…寸法（主に梱包した際

Expedited Shipping…お急ぎ便

Material…素材
Package…パッケージ（New in
Package などで、パッケージ入り
の新品同様の商品を指します）

Payment…支払い
Policy…運営方針（日本でよく使わ
れる
「信条」
「こだわり」
のような意
味はありません）

Quantity…数量
Region of Manufacture…生産地域
Relist…再出品。期間内に売れな
2
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2

Final Value Fee…落札手数料

販促

販促では、
バイヤーからのメールに対する対応や、
価格の調整、
在庫管理の
他、現状分析やプロモーション設定、プロモーション活動などが含まれま

eBayならではの手法を踏まえながら紹介します。
す。

（eBayでは、
商品購入が確定した際

Paid…支払い済み
Purchase…購入

に、
商品ごとにセラーが支払う手数

Transaction…取り引き

料）

Unpaid…未払い

4

配送

Advertising…広告

Promote…販促をする、プロモー

Analyze…分析する

ションを行う

ラベルの印刷、
梱包から、
サンクスカードの作成など、
バイヤーの印象を

Decline…取り引きを辞退する、
（打

Summary…概要（eBayでは、

eBayのシッピングツールは、お手元のプリン
決めるのが配送パートです。

診などを）
断わる

Selling Manager のSummaryから

ターから日本郵便株式会社の国際発送用ラベルを発行できる無料ツール

Discount…値引き、ディスカウント

売上状況のおおまかな確認ができ

で、
これを利用することで配送を手早く行うことができます。

Merchandising…一般的に、ニーズ

ます）

に合う商品を適切な価格で提供す

Carrier…配送会社

Postage…送料（eBayでは、

ること

Estimated…予測

Standard=標準便、Expediated＝お

（Delivery:Estimated Between A

3

落札処理

バイヤーとセラーにとって、最も緊張する場面が、
落札処理。
キーワードを
踏まえておけば、焦ることなく対処することができます。

Accept…承諾する

歴が残ります。
個別にeBay上で管

Archive…アーカイブ（eBayでは、

理したい取り引きをArchived に移

All ordersは、90日まで履歴が残り

動させる方が多いです）

ますが、Archived は、
120日まで履

Awaiting…待ち状態

急ぎ便、Economy＝エコノミー便

and Bで、AからBまでの間に到着し

のオプションがあります）

ます、
という意味）

Postpone…延期する

Except…〜を除く

Signature…サイン（配達時の受領

Include…〜を含む

サインの有無などで必要となりま

Label…ラベル（eBayのデータを利

す）

用すると、
自動で配送用ラベルの作

Tracking Number…追跡番号

成が可能）

Mark 〜 as...…「〜を…として記録
しました」
の意味
3
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③もはや王道！Google翻訳活用法

コミュニケーション

事後対応やトラブルの問い合わせなど、最終的な評価を決めるのが、
バイ
ヤーとのコミュニケーション。ちょっとしたキーワードを覚えておくだけ
で、高評価の維持につながります。

常にバイヤーとの迅速なコミュニケーションが求められるセラーにとっ
て、
外部の翻訳者につどアドバイスを求めていては、
迅速な対応は実現で
きません。
人工知能の導入によって性能が向上したGoogle翻訳
（Google

Apologize…お詫びする

Negative「悪い」、Neutral「どちらと

Appreciate…感謝する

も言えない」
）

Feedback…フィードバック（eBay

Received…受け取り完了

では、バイヤーの評価には次の3つ

Return…返品する

の評価があります。Positive「よい」、 Significantly…非常に

Translate）を活用して、手軽に越境ECに取り組んでみてはいかがでしょ
うか。
デイビッド・セイン先生に最近のGoogle翻訳の性能についてお聞きした
ところ、
下記のように評価いただいています。
「Google翻訳は非常に素晴らしい性能になっていますよね。
あまりにも精
度が高くなってきていて、
私の仕事もなくなってしまうのではないか、
と
思ってしまうほどです。
特に、
決まり文句のような英語は非常に正確に出
ている印象があります。
その一方で、
すごく日本的な表現や、
微妙なニュア
ンスの英語は、
まだ精度が低い印象があります。
使い方のコツとしては、
短
い文章に区切って翻訳する、
日本的なぼかした表現ではなく、
直接的な言
い回しを翻訳する、
といった工夫をすると、
より正確な英語で翻訳してく
れるでしょう。
また、
パーツごとに検索をかけて、
その表現がよく使われているかを確
認する、
という手法も便利です。
例えば、
「 Thank you for shopping from

*. 」のように、目的語を「*」に変え、検索する文章を「 」で囲んで検索しま
の部分の単語に関係なく、
「Thank you for shopping from」
す。
すると、
「* 」
という定形の単語の使用例を検索することができます。
この使用例が多け
れば、
英語としてよく使われていると判断ができます」
（セイン先生）

4
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【Google翻訳とは？】
Google翻訳とは、Googleが提供する翻訳サイト。任意のテキストをウェ
ブ上に入力するだけで、翻訳したい言語に自動変換してくれます。2016年
に、翻訳アルゴリズムに人工知能が搭載されたことで、
飛躍的に翻訳の精
英語を効率的に翻訳
度が向上しています。Google翻訳を活用することで、
することができるようになります。
とはいえ、
やはり気になるのはその性能。まずは、
その翻訳精度を確かめて

[日本語→英語のGoogle翻訳例]
●お買い求めいただき、ありがとうございます。
（Thank you for your purchase.）
セイン先生のコメント：この英訳は、
ニュアンスも文法も正確な文
章です。
また、
単純な翻訳ではなく、
下記のような表現にすると、
よ
りよい印象を与えるでしょう。

みましょう。日本語、英語の翻訳精度について、
セイン先生のコメントとと
もに紹介します。

ありがとうございます
→*よりお買い求めいただき、
（Thank you for shopping from *.）
●値段交渉には応じられません。
（I cannot accept price negotiation.）

can
セイン先生のコメント：直訳としては問題ない表現です。
ただ、
can tのほうが印象を弱めることができま
notは結構強い表現で、
す。
「店舗のルー
また、
お断りなどをする場合には、
主語はWeとすると
ルとして」
というニュアンスが出ます。
下記のような文章がよいで
しょう。

→弊社では、
価格交渉には応じかねます。
（The price is non-negotiable.）
5
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●とても状態のよい中古品です。
（It is a very good secondhand item.）
セイン先生のコメント：これも悪くない表現です。
その他には、
下記
のような文章があります。

→追跡番号がないため荷物を見つけることができませんでした。
（We were unable to locate the luggage without a tracking

number.）
●これは非売品モデルです。
（It is a not for sale model.）

→中古品ですが、
とてもよい状態です。
（It s a secondhand item, but it s in very good condition.）
翻訳の精度が高ま
※Google翻訳が翻訳しやすい、シンプルな日本語だと、
ります。

本当に売り物ではない、
セイン先生のコメント：not for saleだと、
というニュアンスに。
また、
売らないものを出品するのはeBayの規

limited modelが、
本来のニュアンスに近いで
約違反となります。
しょう。

[長文でも意味は伝わるものの、やや気をつける必要があります]
●追跡番号がついていないため、荷物が紛失してしまいました。
（Because the tracking number is not attached, the luggage

→これはディスプレイモデルです。
（This is a display model.）

has been lost.）
lostという
セイン先生のコメント：このGoogle翻訳の英訳の場合、
表現を使っていますが、
この単語は
「もう絶対に追跡できない」
とい
う、
絶望的な印象を与えてしまいます。
ここでは、
「荷物が紛失した」
というより、
「荷物のトラッキングができなくなった」
という言い方
に変えるとわかりやすくなります。

→これは、一般市場では販売されなかった限られたモデルです。
（This is a limited model that was not made for sale on the

general market.）

[英語→日本語のGoogle翻訳例]
●You told me * was included.
（あなたは＊が含まれていると言った。）

6
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セイン先生のコメント：これも、
EC運営でよく登場しそうなフレー
ズですね。
翻訳でもそのままの意味です。
「*」
の中には、
「tax
（税金）
」
（電池）
」
などの付属品などが入って使われることが
の他、
「battery
想定されます。

④コツをつかむと日本より楽？日本と違う、お客様と
のコミュニケーション法
欧米では、
日本と違ってバイヤーとセラーが比較的対等な関係で接するこ
とが一般的です。

●Just wondering if there was a tracking number when this

was shipped. I haven't received this item yet.
（これが掲示されたときに追跡番号があったかどうか疑問に思うだけで
す。私はまだこのアイテムをまだ受け取っていません。）
セイン先生のコメント：翻訳自体は間違いではありませんが、
遠回
しな表現を和訳しているので意図が読みづらくなっていますね。
この文章の真の意味は、
「発送されたときに追跡番号をつけました
か？」
という問い合わせの連絡です。
ちょっとイヤミな言い方です
ね。

ポイントごとに気をつける必要がある表現があるものの、
基本的には、

Google翻訳はこれまで以上に自然な表現で日英翻訳が行えるようになっ
たと言えます。コツをつかめば、十分に活用できるのではないでしょうか。
多
また、越境ECでは、必ずしも相手が英語のネイティブではありません。
くの人が英語を第二言語として使用しているため、
ちょっとやそっとの
英語のミスを気にしない傾向があります。まずは、Google翻訳の力を借り
て、積極的に顧客とコミュニケーションを取ってみましょう。

「バイヤーに謝りすぎ
越境ECに参入したての日本企業でよくあるのが、
る」
パターンがあります。
例えば、
セラー側に落ち度がない配送トラブルの
場合などでは、
セラーはバイヤーに謝罪をするよりも、
トラブルの原因を
冷静に伝える方が、
トラブルを回避できます。
また、
最初からメールで
「Dear Mr/Mrs...」と書き始めることはあまりしま
せん。
初対面の会話では、Hi. や Hello. などから書き始めることが一般的
非常にかしこまった場面か、
丁重な謝罪が必要な
です。Dearを使うのは、
場面など、
と覚えておきましょう。
ここでは、
日本語と英語のニュアンスがわかりやすいコミュニケーション
例を紹介します。

【商品が未着だった場合の謝り方】
バイヤーとのコミュニケーションでよくあるのが、
商品の未着です。
謝罪
が必要な場合でも、
下記のようにへりくだる必要はありません。

Buyer：I haven t received the item. Did you really ship it?
（バイヤー：まだ商品が届いていないよ。
本当に配送したの？）

Seller：I am sorry to hear that the item hasn't arrived yet.
7
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However, it seems to be stopped at customs. I will investigate

丁寧、
can=普通、と習っている方が多いのですが、実はこの3つの表現、
「丁

this item as soon as possible, so would you please wait for a

寧さ」
の違いというより、
「お願いの度合い」
の違いによって使い分けてい

few days? I really appreciate your cooperation.

ます。

（セラー：商品が届いていないとのこと、誠に申し訳ありません。しかしな

「お願いだから〜して下さい」
と、
感情的にお願
つまり、Would you...? は、

がら、
商品は税関で止まっているようです。私はこのことについて、できる

いをしているニュアンス。Can you...? は、
「ちょっと〜してくれる？」
と、

だけ早く調査いたしますので、もう数日ほどお待ちいただけましたらと存

軽いお願いをしているニュアンス。Could you...?

じます。
ご理解をいただけますこと、
何卒よろしくお願いいたします。）

Could you...? を使うと間違いがありません。
ネスで使う場合は、

セイン先生のコメント：この英語自体は悪くないのですが、
私なら
下記のように返答します。

は、
その中間です。
ビジ

【バイヤーからセラー向けのフィードバック変更依頼】
取り引きが終了した際、
eBayでは、バイヤーがセラーに対して評価やコメ

→I am sorry to hear that the item hasn't arrived. I suspect it

has been stopped at customs. I will investigate this now, so
could you (please) wait for a few days? I (really) appreciate
your cooperation.
上の文章の seems to be stopped は「なんとなく止まっているみたいで

suspect...「〜ではないかと
す」と、ちょっと無責任なニュアンスのため、
思います」
としたほうがベターです。

as soon as possible 「できるだけ早く」はよく使われる表現ですが、
「今
はやらないよ」
というニュアンスが隠れた表現です。
この場合は now「今
やります」
としたほうがよいでしょう。

Could you...?、Can
最後に、相手にお願いをする際には、Would you...?、
you...?の3つの言い回しがあります。よく、Would=最も丁寧、Could＝やや

ントをつける、
フィードバック機能があります。
セラーの信頼度を表すた
めのものですが、
バイヤーの方の中には、
コメント欄はよい評価だったの
としてしまうことがあります。
その際、
に、
誤ってnegative（よくなかった）
セラー側から
「評価を間違えていませんか？」
と連絡することがあります
が、
その際に下記のような表現をしてしまわないように注意しましょう。
●Seller：Please change feedback. It's very annoying.
（セラー：フィードバック、
変えてくれない？

ムカつくんだけど。
）

セイン先生のコメント：まさか、
日本語でもこのような表現をする
人は少ないと思いますが、
実際にあった例だそうです。
これは非常
に強い口調なので、
本当に変えてほしかったのですね
（笑）
。
このような場合は、
下記のように連絡してみましょう。
8
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→I d like to point out that you may have rated me in a negative

way by mistake.
（もしかしすると、誤ってネガティブ評価をされたのではないかと思うの
ですが、いかがでしょうか？）
→Could you kindly reconsider your rating? It really has a big

impact on me.
（評価を再度ご確認いただいてもよろしいでしょうか。この評価は私に
とって非常に重要なのです。）

by mistake「間違って」を使い、間違えてネガティブにしたという可能性を
指摘したいですね。
Could you kindly...?「よろしければ、〜して下さい。」
は、口語だとちょっとイヤミを含んだニュアンスになりますが、
文語であ

big impact on me 「私にとって非常に重要です」を
れば問題ありません。
加えることで、
感情に訴えるニュアンスになります。
客観的な場合はweや

usを使いますが、Iやmeを使うと本音っぽくなります。断るときにはweや
us、感謝するときはIやmeにするなど、どちらでもOKですが、少し使い分
けができると表現の幅が広がります。

【Situation: 価格交渉】
Buyer：Can you give me a 20% discount?
How about a 20% discount?
Is a 20% discount possible?
（バイヤー：20％引きにはできませんか？）

S：No, I cannot. I cannot lower this price any more.
（セラー：いいえ。
これ以上の値引きはできません。
）

cannot は非常に強い表現で
セイン先生のコメント：前述の通り、
す。
下記のようにやんわりと断ったり、
「原価割れしてしまいます」
と正直に伝えてもよいでしょう。
また、
「もう少し注文するなら、
割
引をします」
といった交渉をするのも、
コミュニケーションとして
有効です。

できません。
）
→I m afraid we can t. （申し訳ありませんが、
→This is the lowest price I can make a profit on.
（これ以上値下げをすると、
利益が出ません。
）
→I can give you a 20% discount on an order of 10 or more.
（10個以上注文いただけたら、
20％引きにします。）
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【お勧め表現】
メールの最後には、下記のような表現を加えると、
相手の印象がアップし
ます。ぜひ使ってみて下さい。

If you have any questions, please let me know.
（ご質問がありましたらお知らせ下さい。）

Please let me know if anything is unclear.
（ご不明な点がありましたらご連絡下さい。）

If I can help you with anything or answer any of your
questions, please let me know.
（もし私でお手伝いできることや、お答えできることがありましたら、ぜひ
ご連絡下さい。
）

I hope that we can do business again in the future.
（またお取り引きができますことを、楽しみにしております。）
「自分が責任を持っ
このように、
主語を I にしたり、目的語をmeにすると、
て対応します」
というニュアンスが出ます。
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⑤越境ECで知っておきたい、Q＆A
Q1 返品を断れないのですが、どうしたらよいですか？
日本のECサイトの場合、
「ノークレーム・ノーリターン」
というスタンスの
セラーが多いため、返品に抵抗感があるセラーの方は多い傾向がありま
す。しかし、欧米のECサイトの場合は、基本的にバイヤーとセラーの立場
が対等なスタンスのため、クレームがあった場合にはすぐに返品対応する
ことが望ましいと言えます。返品対応しないことで評価が下がってしまう
と、集客の面で競合に差をつけられてしまうことがあります。
返品依頼の英文例については、下記のような例があります。

The item I received doesn t match the picture. I d like to return
it.
（受け取った商品は、
写真とは大きく異なりました。）

It s sun-faded and in poor condition. Since it s not the item I
thought I was ordering. I d like to return it.
（商品は日焼けがあり、状態がよくありません。思っていた商品と異なりま
す。返品させて下さい。
）
返品を承諾する際には、下記のように返信するとよいでしょう。

I m sorry to hear about the product. I have attached the return

instruction.
（商品につきまして、
大変申し訳ありません。
返品に関するお知らせを添
付いたします。
）

Q2 相手の英語がまったくわかりません。
セラーやバイヤーの大多数が、
非英語圏の人た
越境ECの取り引きの場合、
ちです。
バイヤーの方々は、
相手も英語が苦手な場合や、
英語が苦手な相手
とのコミュニケーションに慣れていることが多いようです。
まずは、
あま
り難しく考えず、Google翻訳で相手のメールを日本語にしてみましょう。
「返品」
「到着していない」
「いつ届く」
「状態が」
など、
ちょっとしたキーワー
ドから、
相手が伝えたい内容をおおまかに推測することができます。
また、
下記のような英文で相手に対し正直に書き直してもらうようにお願
いしてみるのもよいでしょう。

I am afraid I don t understand your message. Could you try
writing again?
（すみません、
あなたのメッセージがよく理解できませんでした。
もう一度
書いていただけないでしょうか。
）

I m having trouble understanding your message. Could you
try to write it in simpler English for me? I apologize for my
poor English.
（あなたのメッセージがなかなかうまく理解できませんでした。
もう少し
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シンプルな英語で書いていただいてもよろしいでしょうか。
英語力がな

定金額以下で自動的に拒否」
という設定もできます。
こうした機能を使う

く、申し訳ありません。）

ことで、
相手のオファーを拒否するなどの手間を省くことができます。
ま
た、
多くのセラーは、
設定金額以下のオファーに対しては返信をしない、
と

I m unclear about this sentence: I have more time for buying.

いう選択をしています。

Does this mean you need more time to make a decision?

またバイヤー側は、
「Make Offer
（価格交渉をする）
」
というボタンで交渉金

（「I have more time for buying.」という文章ですが、これは
「買うかど

10回を超えるとそれ以上の交渉が不可能となります。
額を設定しますが、

うか決めるにはもう少し時間が必要だ」
という意味でしょうか。）

Q3 特定の国で、荷物が届かないことがよくあります。
特定の国では、
特に
越境ECでは、その国によって配送事情が異なります。
配送状況が悪く、
商品が届かない、という事態がたびたび起こります。
その
ような場合を防ぐため、配送事情の信頼性が高い国・地域に限定して対応
することをお勧めしています。例えば、アメリカや西ヨーロッパなどは比
「対応地域」
の欄を
「全
較的信頼度が高い傾向があります。eBayなどでは、
」
という欄で、
配送対応が
世界」とはせずに「exclude country（非対応の国）
できない国・地域を設定することが可能です。

Q4 50%値引きなど、明らかに無理な値引き交渉が多いのですが。
eBayでは、バイヤーから値引き交渉の連絡が頻繁に送信されます。明らか
に無理な値引き交渉では、建設的なコミュニケーションが取れず、
時間を
（最低交渉価
多く取られてしまいます。それを防ぐためには、
「Best Offer
格）」を設定することができます。また、
「一定金額以上で自動的に承諾」
「一
12
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⑥越境ECを始めてみよう！

識を持たずに、
まずはトライいただけたらと思います。

デイビッド・セイン先生

機会に、
このタイミングで越境ECに挑戦してみてはいかがでしょうか。

特にEC運営では、
やってみたことで自分のナレッジになります。
ぜひこの

日本の商品は非常にクオリティが高く、海外の方が購入した際、
満足する
ことが多いと思います。ただ、
「日本では当たり前の商品だ」
という認識が
ありすぎて、もったいないことをしているお店も多いように思います。
例
えば、四角い玉子焼き器といった商品を売る場合に、
「日本の寿司屋では、
本品のような玉子焼き器を使っている」とか「日本の職人によるハンドメ
イド」といったひと言をつけ加えるだけで、海外の方にとって非常に魅力
的に見えるようになります。単純な商品紹介だけではなく、
日本の文化や
職人のこだわりなどをつけ加えて紹介するなど、
「海外の人には何が売り
になるか」
を考えながら、うまく商品をアピールしてみて下さい。
ぜひこの
機会に、日本の商品を海外の方に広めていっていただけたらと思います。

eBay Japan
越境ECに興味を持たれている方の多くは、英語など言葉の壁を感じられ
ほとんどの部分で
ているかと思いますが、eBayでは、出品から決済まで、
システム化されており、バイヤーの方に直接セラーがメールをする、
とい
それほど多くありません。
うシチュエーションは、自社ECサイトと比べ、

【監修者紹介】
デイビッド・セイン
（David Thayne）
アメリカ出身。
累計400万部以上の著作
を刊行する英語本のベストセラー著者。
日本で30年近く英語を教えており、
これ
まで教えてきた生徒数は数万人に及ぶ。
翻訳、
英語書籍・教材制作などを行うク
リエーター集団
「エートゥーゼット」
の
代表。
著作に
『
「ごちそうさま」
を英語で
言えますか？』
（アスコム）
などがある。
※本ホワイトペーパーで紹介している英単語・英語表現・アドバイスは、あくまで一般的
なユーザーとコミュニケーションを取る場合の一例です。個別のユーザーにより、解釈
や受け取り方、英語の表現方法は異なりますので、あらかじめご了承下さい。

設定機能が豊富なため、基本的な単語を押さえていただければ出品いただ
けるようになっています。特に、本ホワイトペーパーでも書いていますが、
画面の向こうの人は、必ずしも英語ネイティブばかりではありません。
英
語が得意でない人も多く使っているので、伝わる状態であれば大丈夫で
す。同じような英語力のバイヤーも多いので、英語に対してあまり苦手意
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