
Tmall (天猫）売れ筋商品情報

カテゴリー：　スポーツ用品　＞　バドミントン
調査日：　2013年4月1日

過去30日の販売数量トップ20
順位 画像 商品名（中国語） 商品名（日本語） 定価（元） 販売価格（元） 販売数 推定売上（円）※ URL

1
羽毛球拍 正品 红双喜 特价2支装情侣款家庭套装

羽毛拍对拍 送球

紅双喜/

バドミントンラケット 規格品 特価2本入りセット

ファミリーセット シャトルも同梱

98.00 49.00 15,726 11,558,610 http://detail.tmall.com/item.htm?id=8275748347

2
超耐打 羽毛球 凯胜 KS15 KASON正品 鹅毛俱乐

部球12只装销量

Kason/

超耐久シャトル KASON正規品 ガチョウ羽使用シャ

トル 12個入り

38.00 38.00 14,182 8,083,740 http://detail.tmall.com/item.htm?id=9876244226

3
吸汗带 手胶 羽毛球拍网球拍百斯锐 舒适型 正品

原价12元

Bestray/

ラケットグリップ バドミントン・テニス 規格品 原

価12元

4.80 4.80 6,343 456,696 http://detail.tmall.com/item.htm?id=8214806667

4
包邮 特价 羽毛球拍 全碳素 正品 尤尼克斯Yonex

YY 弓箭D 台湾产

YONEX/

配送費込 特価 カーボンフレーム 規格品 Yonex YY

台湾産

245.00 237.00 5,605 19,925,775 http://detail.tmall.com/item.htm?id=12741944646

5
包邮 羽毛球 正品百斯锐打不烂AS 11鹅毛耐打王

一个顶3个打

Bestray/

配送費込 バドミントンシャトル 規格品 3本セット
38.00 38.00 5,534 3,154,380 http://detail.tmall.com/item.htm?id=17035356440

6
羽毛球 正品 AMUSI阿姆斯黑鹅毛全圆耐打王一

个顶三个

AMUSI/

バドミントンシャトル 規格品 黒ガチョウ羽使用
29.80 29.80 4,403 1,968,141 http://detail.tmall.com/item.htm?id=16392435760

7
正品 羽毛球拍 包邮 红双喜 家庭套装2支装情侣

款羽毛拍 送羽球

紅双喜/

規格品 バドミントンラケット 配送費込み ファミ

リーセット2本入り 購入で

39.00 39.00 4,217 2,466,945 http://detail.tmall.com/item.htm?id=14546499266

8
1桶包邮！川崎羽毛球专柜正品牌 耐打鸭毛 训练

8 9 10 回头客多

KAWASAKI/

1本から配送料無料！ KAWASAKI正規品 アヒル羽 ト

レーニング用8、9、10号

29.00 29.00 3,926 1,707,810 http://detail.tmall.com/item.htm?id=7239407191

9
包邮 红双喜羽毛球拍正品 羽毛球拍 正品 特价 2

支装 208送6只球

紅双喜/

配送費込 規格品 特価2本セット シャトル6つプレゼ

ント

36.00 36.00 3,516 1,898,640 http://detail.tmall.com/item.htm?id=10472333053

10
正品特惠二号羽毛球 BESTRAY/百斯锐 耐打好打

手感好 4桶包邮

Bestray/

規格品 特価2号バドミントンシャトル 耐久好感覚 4

本配送費無料セット

32.00 32.00 3,490 1,675,200 http://detail.tmall.com/item.htm?id=15232172328

11
羽毛球拍 正品 卡弗莱230亲子儿童羽毛球拍 3支

装羽拍 家庭亲子

CANFLY/

バドミントンラケット ファミリーセット 3本入り
128.00 78.08 3,431 4,018,387 http://detail.tmall.com/item.htm?id=18047311067

12
羽毛球拍 正品 卡弗莱 家庭亲子套装3支装羽毛拍

送球/拍套

CANFLY/

バドミントンラケット ファミリーセット 3本入り

シャトル&ラケットカバープレゼント

158.00 69.05 3,360 3,480,120 http://detail.tmall.com/item.htm?id=21230700322

13
台湾T头 羽毛球拍 全碳素 正品 百动弓箭10特价

包邮单拍 假一罚百

JCQ/

バドミントンラケット カーボンフレーム 正規品 特

価 配送費込 偽物なら100倍の金額を賠償

498.00 128.00 2,995 5,750,400 http://detail.tmall.com/item.htm?id=21007768868

14
送包送球 羽毛球拍 正品特价 全碳素Yonex尤尼

克斯yy N超轻台湾

YONEX/

配送費込 シャトルプレゼント バドミントンラケット

正規品特価 カーボンフレーム

258.00 238.00 2,596 9,267,720 http://detail.tmall.com/item.htm?id=3320003417

15
【送球6个】正品 羽毛球拍 包邮 红双喜 家庭套

装2支装羽毛拍

紅双喜/

【シャトル6つプレゼント】 規格品バドミントンラ

ケット 配送費込 ファミリーパック2本入り

39.00 39.00 2,436 1,425,060 http://detail.tmall.com/item.htm?id=16203549331

16
羽毛球拍 全碳素 正品特价威克多胜利/VICTOR

挑战者9500 2支送

VICTOR/

バドミントンラケット カーボンフレーム 正規品特価

挑戦者9500

182.00 182.00 2,387 6,516,510 http://detail.tmall.com/item.htm?id=3408749141

17
镇店之宝|李宁羽毛球鞋 正品特价 男女士运动鞋

中国风 超轻防滑

Lining/

バドミントンシューズ 正規品特価 男女兼用モデル

中国風 軽量滑り防止加工

199.00 199.00 2,150 6,417,750 http://detail.tmall.com/item.htm?id=12793374923

18
羽毛球拍 正品 卡弗莱 2支装REFLEX碳素超轻情

侣对拍 特价包邮

CANFLY/

バドミントンラケット 規格品 2本セット カーボン超

軽量 特価配送費込

158.00 79.00 2,027 2,401,995 http://detail.tmall.com/item.htm?id=20594452290

19
送袜子护腕 包邮HEAD海德正品羽毛球鞋男女鞋

特价 运动鞋防滑耐

HEAD/

ソックス&アームカバープレゼント 配送費込正規品

男女兼用モデルシューズ 特価 滑り防止加工

116.00 116.00 2,010 3,497,400 http://detail.tmall.com/item.htm?id=7779722275

20
2013新款家用情侣2只装全碳素双打专用2只对拍

羽毛球拍 全国包

KEKA/

2013ニューモデル ファミリーセット2本入り カーボ

ンフレーム 全国配送料無料

275.00 275.00 1,676 6,913,500 http://detail.tmall.com/item.htm?id=17923811184

※1元＝15.0円で計算
セールス・インチャイナ代表・浅野より
そろそろ暖かくなってきて、体を動かしたくなってくる頃でしょうか。と、いうことで、今回はスポーツ用品（バドミントン）の売れ筋調査です。中国ロー
カルのブランドが並ぶ中、ヨネックスの製品もランクインしています。このランキングで面白いのは、1、7、9位の製品は全て同じ製品・型番であるの
に対して、価格の見せ方に大きな違いがあるところです。1位の製品は、定価「98元」を特価「49元」で販売するという見せ方であるのに対して、7位
の製品は「39元」、9位の製品は「36元」の定価を載せるだけの見せ方になっています。実際の販売価格は1位の製品が一番高いのですが、この価
格の見せ方の一工夫が、売上を底上げしている（もちろん、それ以外にも、広告や店舗の知名度などの要因も大きいでしょうが）のではないかと感
じます。少し気になったのでこの製品に関して調査したところ、ラケット1本当りだいたい卸値は「12.5元」、上代は「25～30元」程度とのことです。今
回は2本セットなので、50～60元程度が参考価格となり、1位の定価「98元」というのは真っ赤なウソというのがわかります。こういった小細工も、中
国の市場では、売上を上げる一種のテクニックなんでしょうね。

セールス・インチャイナでは、さらに詳細な淘宝網/Tmallでの販売状況をお調べすることができます。

自社ブランドや競合ブランドの販売状況や購入者属性、ベンチマークとなる店舗の売上状況など、中国ECにおける調査・分析についてご興味のあ
る企業様は以下へお気軽にお問い合わせ下さい。

セールス・インチャイナ株式会社　営業部
〒107-0052 東京都港区赤坂2-17-22赤坂ツインタワー東館15階(ネットイヤーグループ株式会社内)
E-MAIL: info@sales-in-china.jp
TEL: 03-6369-0807
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