
 
 
 

2022年 2月 24日 
イーベイ・ジャパン株式会社 

 eBay Japan Awards 2021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が三年連続受賞︕ 
全5部門で過去最多となるのべ16社（者）の受賞が決定 

 

 
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、日本セラーの越境 EC（海外

販売）を支援するイーベイ・ジャパン株式会社（所在地︓東京都港区、代表取締役社長︓岡田 雅之、以下イー
ベイ・ジャパン）は、2021 年度に優秀な成績をあげた日本のセラー（販売者）を表彰する「eBay Japan 
Awards 2021」各賞の受賞企業（者）を決定しましたのでお知らせいたします。 

最優秀セラーの称号となる「セラー・オブ・ザ・イヤー」の栄冠には、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」が輝き、昨年一昨年に続き 3年連続、４回目の受賞、という快挙を達成しました。 
 

eBay Japan Awardsは、日本のすべての eBayセラーを対象に、2021年の販売実績や、バイヤー（買い手）評価、
年間での成長率、商品カテゴリーごとの成績などを選考基準に優秀なセラーを選定し表彰するもので、5 つのアワードで構成
されています。今年は一部のアワードにおいて、法人だけでなく個人にも表彰枠を設け、過去最多となるのべ 16 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、eBay Japan Awards 2021受賞セラーの証、
「Award バッジ」が授与されます。 

アワード全 5部門と受賞企業は次頁の通りです。 
 

Seller of the Year 
株式会社ＪＰ．Ｃｏｍｐａｎｙ 

 
New seller of the Year 

森のピアノ製薬株式会社 
香島 英康  

 
Category Growth Award 

バリュエンスジャパン株式会社 
シュッピン株式会社 
株式会社 GLIT 
松井 一樹 

株式会社 Ra・Mu 
ユウキ シシド 
渡辺 浩一 

株式会社ゴルフパートナー 
有限会社 ステップライズ 

若林 誉弘 
 

Traffic Award 
株式会社 アニマック 

 
Consultant Award 
株式会社サードステップ 

 
 

■アワードおよび受賞企業（者） ご紹介 
 
 

 
Seller of the Year/セラー・オブ・ザ・イヤー 
2021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。 

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

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

 

【受賞コメント】代表取締役 荒木 淳平（あらき じゅんぺい）氏 
Seller of the year という大きな賞を頂き、スタッフ一同大変嬉しく思っています。 
このような賞を頂けることは、スタッフ全員の努力はさることながら、イーベイ・ジャパンのスタッフの方々の手厚いサポ
ートと、物流が混乱している状況下での配送業者様のご協力なくしてはありえないものだと思います。この場をお借
りして感謝申し上げます。 

 

 

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


 
 
New Seller of the Year/ニューセラー・オブ・ザ・イヤー 
2021年から eBay で販売をスタートし、最も売上を伸ばした法人セラーと個人セラーそれぞれに贈られます 

 
 

<法人枠＞ 森のピアノ製薬株式会社  

【受賞コメント】 事業部長 小島（こじま）氏 
昨年、9 月から本格的にリユース品の eBay 輸出の新規事業に取り組み始めました。日本の方々の大切に扱ってき
たものが、海外のバイヤーの皆さんに喜んでもらえていることがやりがいとなり、事業を大きく伸ばすきっかけとなりました。
2022年はより質の良い商品と、きめ細やかなサービスで、選ばれるストアになっていきたいと思います。 

 

＜個人枠＞ 
 

香島 英康 氏（カメラ） 
Eco Free  (URL: https://www.ebay.com/str/ecofree ) 

 

【受賞コメント】 香島（かしま）氏 
栄誉あるこの賞を受賞させて頂き大変光栄に思っております。 
最初は操作方法もわからずただただ必死に毎日取り組んでおりましたが、少しずつ eBay での取り組み方がわかってき
て、そして毎日コツコツ積み重ねた結果がこの度の受賞に繋がったと思います。 
これからも日々積み重ねていき、去年より素晴らしい結果を出せるよう頑張りたいと思います。この度はありがとうござい
ました。 

 

 
 
Category Growth Award/カテゴリー グロース アワード 
注目するカテゴリー枠内で目覚ましい成長率を記録し 2021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 
 
 

バリュエンスジャパン株式会社 
ALLU  (URL︓http://www.ebaystores.com/allujapan） 
 

 

【受賞コメント】 リテール事業本部 ALLU推進部 副部長 藤本 勇人（ふじもとゆうと）氏 
この度はこのような賞をいただき非常に光栄です。日ごろからのイーベイ・ジャパン様のサポートに感謝しております。今
後もeBayのトレンドをキャッチアップして更に売上を伸ばしてしていきたいと思います。またバリュエンス全体としても toC
向けの販売を今後強化していくことが方針として掲げられているため、2022 年以降も連続受賞できるよう更なる成
長を目指してまいります。 

 

 

・時計 ・カメラ＜法人枠＞ダブル受賞 
 シュッピン株式会社 

GMT       (URL: https://www.ebay.com/str/gmtj) 
Map Camera（URL︓https://www.ebay.com/str/mapcamera） 

 

【受賞コメント】  グローバル戦略部 副部長 小野 新平（おの しんぺい）氏 
サブマネージャー 黄 添昇 （こう ていしょう）氏 

この度は栄えある賞をいただき誠にありがとうございます。このように弊社の活動を評価して頂けるのは、日々の
課題に対して常にきめ細かくサポートしてくださるイーベイ・ジャパンの皆さまの弛まぬお力添えのお陰です。この
場を借りて深く御礼を申し上げます。これからも eBay を通して世界中のお客様に高品質の商品を丁寧にお
届けできるよう誠心誠意努めて参りたいと存じます。今後とも何卒よろしくお願いいたします。 

 

 

https://www.ebay.com/str/ecofree
http://www.ebaystores.com/allujapan
https://www.ebay.com/str/gmtj
https://www.ebay.com/str/mapcamera


・カードゲーム 
 株式会社 GLIT  

Trading Card & Hobby shop ururu2018  
（URL:https://www.ebay.com/str/ururu2018） 

【受賞コメント】 代表取締役 杉村 剛（すぎむらつよし）氏 
この度は、このような素晴らしい賞を頂き大変嬉しく思います。2021年は、トレカブームということもあり、より多くのバイ
ヤーからの注目が集まった 1 年でした。2022 年は、試行錯誤を重ね、より多くの商品を取り扱っていき、eBay を通
じて、日本のカルチャーを発信して、たくさんのバイヤーに喜んで頂けるよう、精進していきます。 

 

＜個人枠＞ 松井 一樹 氏  

【受賞コメント】 松井（まつい）氏 
この度はこのような素晴らしい賞を頂き誠にありがとうございます。 
eBay の人気カテゴリーであるトレーディングカード部門での受賞大変嬉しく思います。 
手厚いサポートをしてくださったイーベイ・ジャパン様、配送業者様、そして毎日梱包や発送の手伝いをしてくれた父と
母、心より感謝申し上げます。世界中のお客様に喜びと感動をお届けできるよう、これからも全力で取り組んで参りま
すのでどうぞよろしくお願い致します。 

 

 
・アニメアート・キャラクターグッズ 
 株式会社 Ra・Mu 

 
 

【受賞コメント】 代表取締役 小河 光徹司（おがわひとし）氏 
この度はこのような賞をいただき本当にありがとうございます。コロナが発生以降、世の中のいろんなことが変わり、
2021 年は弊社にとって挑戦の年でした。一貫して前向きに常に挑戦し続けたことがこのような結果に結びついたと思
いますので、これからも恐れずに前向きに挑戦し続けていきたいと思います。そのような中でもイーベイ・ジャパンの皆様
には、昨年に限らず今までずっとお世話になってきました。これからもよろしくお願いいたします。この度は大好きな eBay
よりこのような賞をいただき、本当に嬉しく思います。 

 

＜個人枠＞ 
 

シシド ユウキ氏 
FromNippon（URL︓https://www.ebay.com/str/fromnippon） 

 

【受賞コメント】 シシド 氏 
2 年連続でアワードを受賞させていただいた事を、とてもありがたく思っています。昨年やってきたことを評価し
てもらえるのは嬉しいです。2021 年を振り返ると、eBay セラー歴 15 年の中で最も大きな風を感じ、その
風を読み掴むために試行錯誤した一年だったと思います。今年も色々な風が吹くと思いますが、家族を大
切にしながら楽しく賢く勤勉に eBay を続けようと思います。ありがとうございました。 

 

 
・カメラ    
＜個人枠＞ 
 

渡辺 浩一 氏 
NBZ Japan (URL︓https://www.ebay.com/str/nbzjapan） 

 

【受賞コメント】 渡辺（わたなべ）氏 
この度はこのような賞をいただき、本当にありがとうございます。eBay を始めてちょうど 10 年という節目の年に
賞をいただけたのは、今までの努力が実を結んだ成果なのかもしれません。2022年も様々なことが起こると思
いますが、常に向上できるように一歩ずつ着実に歩んで参りたいと思います。これからもお客様やスタッフに喜ん
でもらえるようなビジネスを進めて参りますので、今後ともどうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

https://www.ebay.com/str/ururu2018
https://www.ebay.com/str/fromnippon
https://www.ebay.com/str/nbzjapan


・スポーツ関連グッズ 
 株式会社ゴルフパートナー 

GOLF Partner USA （URL︓https://www.ebay.com/str/golfpartnerusa） 

【受賞コメント】 海外事業部 海外事業課 課長 稲村 圭一（いなむらけいいち）氏 
この度は Sporting Goods部門カテゴリ―グロースアワードという名誉ある賞を頂き、大変嬉しく思っておりま
す。2021年は必ず賞を受賞すると目標を宣言してスタート致しました。 
それが有言実行できた満足感と同時に次のステップへ更に身の引き締まる思いでございます。 
まずは弊社を担当頂いているアカウントマネージャーのフルヤ様にお礼を申し上げたいです。 
いつも親身に相談に乗って頂き、的確なアドバイスをして頂きました。私たちにとってチームの一員でありとても
心強い存在です。いつも本当にありがとうございます。引き続き、どうぞよろしくお願い致します。 

 

 
・オートパーツ（自動車部品） 
 有限会社 ステップライズ 

Steprise (URL︓https://www.ebay.com/str/steprise） 
 

【受賞コメント】 代表取締役 平野 順一（ひらのじゅんいち）氏 
多くのセラー様の中から選出頂き、大変光栄です。皆様におかれましてもコロナ禍の大変厳しい状況の中、モ
チベーションを高め、さらに工夫と努力を重ねて来たと思います。幸いにも購入者と接触しない EC と言う強み
もあったと思います。何よりもお客様のニーズが変わらず高かった事により日々の業務に励む事が出来ました。 
未だ先の見えない時ですが、環境に対応してより一層の品質の高いサービスをバイヤー様へお届け出来る様
に邁進したいと思います 

 

＜個人枠＞ 若林 誉弘 氏 
【受賞コメント】 若林（わかばやし）氏 
好きなことを仕事にして、ましてや賞を頂けるなんて私は本当に幸せ者だと痛感しております。 
また、日頃より支えてくださっているスタッフや取引先など多くの人々にこの場を借りて感謝申し上げます。皆様
の協力があってこその賞だと思っております。これからも自分の好きなことに全力で挑み、お客様が満足できる
サービスを提供できるよう精進していこうと思いますの度は栄えある賞をいただき誠にありがとうございました。 

 

 
 
Traffic Award/トラフィック アワード 
Promoted Listing等のマーケティングツールを有効活用し、Impression, Page view等 Traffic データにて優秀な成績を収めたセラ
ーに贈られます。 

 
 

株式会社 アニマック （時計、トレーディングカード） 

Japan Markets（URL︓https://www.ebay.com/str/japanmarkets） 

【受賞コメント】  専務取締役 上野 龍一(うえのりゅういち）氏 
この度は、このような栄えある賞を賜りまして、誠にありがとうございます。弊社スタッフ一同、驚きと喜びを感じ
ております。今後の事業活動へのエネルギーとし、さらなる活躍ができるよう精進してまいります。 
また、イーベイ・ジャパン様の様々な部署のスタッフ様からのご助言、ご協力、ご尽力に改めて御礼申し上げま
す。これからもより一層のご支援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.ebay.com/str/golfpartnerusa
https://www.ebay.com/str/steprise
https://www.ebay.com/str/japanmarkets


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。 
 

 
 

株式会社サードステップ 
eBay サポートチャンネル（URL:https://ebaysupport.3rdstep.co.jp/） 

【受賞コメント】 代表取締役社長 福井 牧彦（ふくいまきひこ）氏 
この度は栄誉あるこのような賞を受賞でき大変嬉しく思います。同時に、この受賞は弊社お取引先 Seller
様や外部の eBay に関わるツールベンダー様、および弊社社員達のご尽力と協力の賜物だと感じており感謝
しております。今後も eBay Seller の皆様および eBay に関わる企業様の持ち得る成果が最大限発揮さ
れるような環境作りに繋がる事を微力ながらさせていただければと思っております。この度は誠にありがとうござい
ました。今後更に充実したサービスを提供する責任を感じております。 

 

 
  
【 eBay Inc.およびイーベイ・ジャパンについて 】 
 
 
 
eBay Inc.（米国 NASDAQ 上場、ティッカーシンボル︓EBAY）は、世界をリードする e コマース企業として世界中
の個人、起業家、あらゆる規模の企業・組織のすべての人の生活を豊かにするために、190 以上の国と地域でセラー
（売り手）とバイヤー（買い手）をつなぐマーケットプレイスを運営しています。1995 年に米国カリフォルニア州サンノゼ
で創業されて以来、eBayは価値ある商品やユニークな商品が見つかる世界最大級のマーケットプレイスとして、活発な
取引の場を提供し続けています。2021年の総取引額は約 874億ドル（約 10兆円*）超となりました。 
会社情報の詳細と運営サイトの情報はこちらからご覧いただけます。 
 
*2021年 第 4四半期報告より、為替レート（1 ドル＝115.5円）で換算 
 
【イーベイ・ジャパン株式会社】  
本社所在地︓東京都港区 
事業内容︓eBay Inc.の日本法人として、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
援を行っています。 
https://www.ebay.co.jp/ 
========================================================= 

 

 

https://ebaysupport.3rdstep.co.jp/
https://www.ebay.co.jp/

