
Tmall (天猫）売れ筋商品情報

カテゴリー：　食品　＞　輸入食品
調査日：　2013年2月25日

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

1
年货比利时进口德菲丝松露巧克力黑色传统

1000g +100克独立装包邮
ベルギー

Truffl.es/
ベルギー輸入 トリュフチョコレート ブラック
1000g+100g個別包装 配送費込

158.00 78.99 12,364 14,161,169 http://detail.tmall.com/item.htm?id=16052219378

2
榴的华榴莲干100克 泰国进口金枕头榴莲100g

假一罚万 特价不包邮
タイ

ドリアンキング/
ドライドリアン100g タイ輸入ドリアン100g
偽物なら1万元返金保証 特価 配送費別

37.00 35.00 11,020 5,592,650 http://detail.tmall.com/item.htm?id=13268976552

3
Tipo白巧克力面包干300g 越南特产 鸡蛋奶油面

包干 越南进口饼干
ベトナム

友誼牌/
Tipoホワイトチョコレート ラスク300g ベトナ
ム特産 カスタードクリームラスク ベトナム
輸入ラスク

16.80 13.50 10,974 2,148,161 http://detail.tmall.com/item.htm?id=14917526398

4
菲律宾进口 宿雾芒果干 100g 宿务芒果干 芒果干

宿雾顶级芒果干
フィリピン

フィリピン輸入 セブドライマンゴー100g ドラ
イマンゴー セブ一級品ドライマンゴー 10.80 10.80 10,281 1,610,005 http://detail.tmall.com/item.htm?id=10472290361

5
韩国小吃进口巧克力制做杏仁松塔饼干食品零食

特产24包1斤装包邮
韓国

Seedman/
韓国輸入 チョコレート アーモンドパイ生地
お菓子 特産 24個入り500g 配送料込

40.00 25.00 10,249 3,715,263 http://detail.tmall.com/item.htm?id=9645701829

6
零利润Tipo越南面包干300g白巧克力鸡蛋牛奶味

饼干 进口零食品
ベトナム

友誼牌/
利潤無視特価 Tipoベトナムラスク300g ホ
ワイトチョコレートカスタードクリーム味ラス
ク 輸入お菓子

12.80 11.80 8,510 1,456,061 http://detail.tmall.com/item.htm?id=13797820385

7
比利时进口零食品 包邮德菲丝/德菲斯松露巧克

力黑色传统1000g
ベルギー

Truffl.es/
ベルギー輸入お菓子 配送料込 トリュフ
チョコレート ブラック 1000g

158.00 78.99 7,329 8,394,307 http://detail.tmall.com/item.htm?id=13570540443

8
博士果 年货特价伊朗进口 A级原味本色开心果无

漂白 4袋包邮
イラン

博士果/
年越し特価 イラン輸入 A級ビスタチオ 漂
白剤未使用 4袋購入で配送料無料

36.00 20.28 7,162 2,106,058 http://detail.tmall.com/item.htm?id=12962825822

9
包邮 意大利进口费列罗巧克力金莎T48粒喜糖零

食品情人节礼盒
イタリア

フェレロ/
配送費込 イタリア輸入フェレロチョコレート
48粒ボックス バレンタインギフトボックス

139.00 135.00 5,721 11,198,858 http://detail.tmall.com/item.htm?id=13848392748

10
【天猫超市】德国进口菲仕利全脂牛奶1L/盒（6

盒起售，限购10组）
ドイツ

【Tmallスーパー】Frischli/
ドイツ輸入 全脂牛乳 1L
（6パックから販売、10組まで）

19.80 9.90 4,799 688,896 http://detail.tmall.com/item.htm?id=14727505007

11
包邮 台湾特产进口零食品 张君雅小妹妹系列7口

味11包 甜甜圈/面
台湾

維力食品/
台湾特産輸入スナック 張君雅シリーズ7種
類11袋入り

99.00 49.90 4,258 3,080,876 http://detail.tmall.com/item.htm?id=16469935013

12
【天猫年货】包邮 韩国农协蜂蜜柚子茶1000g 进

口柚子茶 清火养颜
韓国

【Tmall年越し特価】
配送料込 韓国農協蜂蜜柚子茶1000g 輸
入柚子茶 美容に効果アリ

57.00 49.90 4,134 2,991,156 http://detail.tmall.com/item.htm?id=9929969138

13
【Tmall积分】山野农夫花草茶 玫瑰花茶 特级进

口粉红法兰西玫瑰
フランス

【Tmallポイント】SANNF/
ローズティー 特級輸入フレンチローズ 48.00 24.00 3,785 1,317,180 http://detail.tmall.com/item.htm?id=14277768046

14
西班牙原装进口 特级初榨纯橄榄油1L装包邮 护

肤/食用油/送礼佳品
スペイン

Jason/
スペイン輸入 特級バージンオリーブオイル
1L 配送料込 スキンケア/食用油

138.00 67.90 3,624 3,568,009 http://detail.tmall.com/item.htm?id=12346270979

15
预售28省包邮进口速溶越南咖啡中原G7咖啡大

袋装原味50小袋800g
ベトナム

TRUNG NGUYEN/
予約28省配送料無料 輸入インスタント
コーヒー ベトナム中原コーヒー G7コーヒー
50袋入り800g

38.80 38.80 3,537 1,989,916 http://detail.tmall.com/item.htm?id=15689837113

16
柯林蓝山咖啡豆 中美洲原装进口拼配咖啡454g

免费磨咖啡粉 包邮
アメリカ

Colin/
ブルーマウンテンコーヒー豆 アメリカ輸入
コーヒー 454g 無料で豆挽きサービス 配送
費込

52.00 52.00 3,304 2,491,216 http://detail.tmall.com/item.htm?id=17649808375

17
年货【顺丰包邮】费列罗巧克力 金莎T3进口零食

结婚庆喜糖 T48粒
イタリア

【順豊エクスプレスで配送】フェレロ/
フェレロチョコレート 48粒ボックス バレンタ
インギフトボックス

158.00 135.00 3,023 5,917,523 http://detail.tmall.com/item.htm?id=9031039371

18
博珍德国进口原片无糖纯大燕麦750g*2袋 免煮

即食营养早餐麦片
ドイツ

BRUGGEN/
ドイツ輸入無糖オートミール 750g×2袋
お湯を注げば食べられる 栄養朝食オート
ミール

84.00 48.00 2,733 1,902,168 http://detail.tmall.com/item.htm?id=15754449357

19
【天猫超市】越南进口零食 Tipo特制鸡蛋牛奶白

巧克力面包干300g
ベトナム

【Tmallスーパー】友誼牌/
ベトナム輸入お菓子 Tipo特製カスタードク
リームホワイトチョコレート味ラスク 300g

22.90 14.60 2,559 541,740 http://detail.tmall.com/item.htm?id=12388052828

20
【天猫超市】 菲律宾进口果干 CEBU宿务芒果干

100g/袋 宿雾
フィリピン

【Tmallスーパー】/
フィリピン輸入ドライフルーツ セブドライマ
ンゴー 100g/袋 セブ

17.00 11.90 2,495 430,512 http://detail.tmall.com/item.htm?id=13920684393

※1元＝14.5円で計算
セールス・インチャイナ代表・浅野より

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

天猫で売れている輸入食品はやはりお菓子が多いですね。私なんかは日本のバラエティに富んでいて、美味しいお菓子に慣れているので、中国の
お菓子が本当にマズいなと感じます。特お美味しくないのが中国ブランドのチョコレートですね。この時期バレンタインデーもあるので、20品目中８品
目がチョコレートです。あとは、ベトナム輸入お菓子 Tipoですね。ランキング内に3つあって、全部足すと1位の売り上げ超えます。2009年から販売さ
れてるお菓子で、コピー商品も多く出回ってるそうです。一度本物とコピー商品を買って食べ比べしてみたいものです。日本のブランドがネットのラン
キングに入っていないのが残念ですが、中国の大都市のコンビニには、グリコ、明治、ブルボン等々日本のお菓子が結構並んでいますよ。ネットで
も頑張れー、日本ブランド！
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