
カテゴリー：　アウトドア用品　＞　バーベキュー
調査日：　2013年4月8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
科瑞KORO 保温包 加厚防水 便当包 保鲜母乳包

保温袋户外冰包

Koro/

保温ボックス 弁当ボックス 新鮮母乳ボックス 保温

アウトドアボックス

78.00 32.00 2,074 995,520 http://detail.tmall.com/item.htm?id=22348268678

2
考味佳正品 不锈钢户外便携烧烤炉子折叠碳烧烤

箱 BBQ家用烧烤

Cowekai/

Cowekai正規品 サビ防止アウトドア用バーベキュー

グリル BBQファミリーグリル

236.00 118.00 1,974 3,493,980 http://detail.tmall.com/item.htm?id=6912888884

3
【求生必备】自由兵户外 求生镁棒 多功能打火

石取火石打火棒

Free Soldier/

【サバイバル必需品】　アウトドア用サバイバル

キット 多機能火打石付き

23.00 23.00 1,675 577,875 http://detail.tmall.com/item.htm?id=12398913563

4
原始人不锈钢木炭烧烤炉 户外 便携 烧烤架 户外

烧烤 家用炉子

The Primitive/

サビ防止木炭グリル 携帯式 バーベキューグリル ア

ウトドアバーベキュー ファミリーグリル

338.00 198.00 1,265 3,757,050 http://detail.tmall.com/item.htm?id=19350864527

5
MaryShop┃背奶包┃冰包母乳保鲜包,保温包,保温

袋,冰袋

MaryShop/

保温ボックス ミルク保鮮ボックス クーラボックス

アイスボックス

198.00 98.00 1,154 1,696,380 http://detail.tmall.com/item.htm?id=16521976695

6 烧烤8件套 烧烤必备工具 经济套餐

Ulecamp/

バーベキュー８点セット バーベキュー必需品 経済

セット

35.00 35.00 1,115 585,375 http://detail.tmall.com/item.htm?id=21510872524

7
不锈钢烧烤炉烧烤架 户外烧烤架家用木炭 烧烤

炉户外便携 烧烤架

Cowekai/

サビ防止バーベキューグリル アウトドアバーベ

キュー木炭グリル 携帯式

88.00 88.00 1,098 1,449,360 http://detail.tmall.com/item.htm?id=13177527802

8
大号不锈钢烧烤炉 木炭家用烧烤架 户外 便携式

野外烤肉架子

Ulecamp/

大型サビ防止バーベキューグリル 木炭ファミリーグ

リル アウトドア 携帯式野外BBQグリル

198.00 174.00 1,079 2,816,190 http://detail.tmall.com/item.htm?id=18137255847

9
野餐 户外烧烤用品 烧烤用 锡纸 可替代烤盘 并且

保护烤炉

Cowekai/

アウトドアバーベキュー バーベキュー用アルミホイ

ル グリル保護

6.80 6.80 1,040 106,080 http://detail.tmall.com/item.htm?id=7122950452

10
无烟碳烧烤碳木炭 盒装烧烤炭 环保炭 机制碳 户

外烧烤燃料碳

XIAO KE/

煙なしバーベキュー木炭 木炭セット 環境保護木炭

アウトドアバーベキュー

22.80 22.80 815 278,730 http://detail.tmall.com/item.htm?id=12869174419

11 调料板 烧烤专用
Ulecamp/

調理板 バーベキュー専用
25.00 22.00 768 253,440 http://detail.tmall.com/item.htm?id=16298689761

12
考味佳烧烤必备 烧烤配件 炭精 助燃引火 点火 助

燃 8粒装

Cowekai/

バーベキュー必需品 バーベキューセット 簡易点火加

工木炭

6.80 6.80 682 69,564 http://detail.tmall.com/item.htm?id=10272226348

13
ENTESI正品不锈钢户外便携烧烤炉子 折叠碳烧

烤箱BBQ家用烧烤

ENTESI/

ENTESI正規品 サビ防止アウトドア携帯式グリル 折

りたたみ式ファミリーバーベキューグリル

202.00 128.00 669 1,284,480 http://detail.tmall.com/item.htm?id=21257432301

14 户外 烧烤工具 野外必备 手动鼓风机
Cowekai/

アウトドア バーベキュー用品 手動送風機
9.80 9.80 636 93,492 http://detail.tmall.com/item.htm?id=7101251438

15
北北小栈┃增高背奶包┃冰包母乳保鲜包 保温包

便当保温袋 冰袋

Beibei Store/

ミルク保鮮ボックス 保温ボックス 弁当ボックス ア

イスボックス

98.00 88.00 627 827,640 http://detail.tmall.com/item.htm?id=14793515351

16
淘金币 婵之语冰包┃品质保证┃冰包/保温包/便当

包/母乳保鲜

婵之語/

淘金幣 アイスボックス 品質保証 保温ボックス 弁当

ボックス ミルク保鮮ボックス

28.00 24.08 574 207,329 http://detail.tmall.com/item.htm?id=9982836380

17 考味佳 烧烤必备 烧烤配件 密度烤网 P6657
Cowekai/

バーベキュー用品 グリル用焼網 P6657
20.00 16.00 561 134,640 http://detail.tmall.com/item.htm?id=10285584782

18 考味佳烧烤必备 烧烤配件 碳夹子 夹子
Cowekai/

バーベキュー用品 グリル用トング
6.00 6.00 560 50,400 http://detail.tmall.com/item.htm?id=10270766926

19
婵之语A029┃中号背奶包┃冰包/冰袋/保温包/便当

包/母乳保鲜

婵之語/

A029 中型 アイスボックス 保温ボックス 弁当ボック

ス ミルク保鮮

44.00 30.80 549 253,638 http://detail.tmall.com/item.htm?id=10946526856

20
特价考味佳正品家用户外炭烧烤炉 便携折叠不锈

钢烧烤架箱

Cowekai/

特価Cowekai正規品 ファミリーアウトドアグリル 折

りたたみ式サビ防止グリルボックス

156.00 88.30 484 641,058 http://detail.tmall.com/item.htm?id=12536847372

※1元＝15.0円で計算
セールス・インチャイナ代表・浅野より

春特集ということで、今週はバーベキュー用品の売れ筋調査です。バーベキューグリルのみのランキングだと色気がないので、「バーベキュー用
品」と大きな括りで売れ筋ランキングにしてみました。グリルなんかは、割りと金額も高めで、モノも大きいので、お店で実際に商品を見ながら買うイ
メージでしたが、このごちゃ混ぜのランキング内でもガッツリ売れているのがわかります。実際に商品ページをみてみるとわかるのですが、ランキン
グに入っているグリルは、全て配送料無料（上海までの送料で調査）となっており、それも売れる要因のようです。送料というのは、商品代金以外に
掛かる余分なお金ということで、金額が高いとどうしても心理的負担となってしまいます。それだけで商品の購入を見送ってしまう消費者も多いた
め、モノを売る側としては工夫のしどころです。よくあるのが、商品の値段に予め送料分も含めてしまい、送料は無料にするという見せ方ですね。例
えば、予算１万円でバーベキューグリルを買うとして、「7000円+送料3000円」という商品と「１万円+送料無料キャンペーン中！」という商品があった
ら、商品自体の価値が高い後者を選ぶ人が圧倒的に多いかと思います。まぁ、そういうことですね（笑）

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

Copyright © 2013 Sales in China INC. All rights reserved.
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