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カテゴリー：　日用品　＞　家庭用掃除・収納用品
調査日：　2013年2月18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
百易特真空压缩袋 11丝加厚真空收纳袋真空袋

满118送电泵包邮

百易特/真空圧縮袋 1.1mm厚手真空収納袋 真空
袋 118元以上のお買い物で圧縮ポンプ贈呈＆配送
料無料

4.87 3.80 69,727 3,841,958 http://detail.tmall.com/item.htm?id=8510751834

2
百易特真空压缩袋 11丝加厚真空收纳袋真空袋

满118送电泵包邮

百易特/真空圧縮袋 1.1mm厚手真空収納袋 真空
袋 118元以上のお買い物で圧縮ポンプ贈呈＆配送
料無料

3.80 3.80 20,501 1,129,605 http://detail.tmall.com/item.htm?id=15169260574

3
星空夏日大规格透明鞋盒 塑料水晶收纳盒 鞋柜

式最新款5个包邮

星空夏日/大型透明靴収納ボックス プラスチック収
納ボックス 靴棚式 最新商品 5つ買うと配送料無料 7.60 3.80 17,108 942,651 http://detail.tmall.com/item.htm?id=14664732150

4
大熊爸爸韩国牛津布钢架百纳箱 收纳盒整理收纳

箱 特大号有盖

大熊パパ/韓国オックスフォードナイロン生地 鉄芯
収納ボックス 収納ボックス 整理収納ボックス 特大
サイズは蓋付き

20.50 20.50 13,757 4,089,268 http://detail.tmall.com/item.htm?id=14743650628

5
快乐鱼 收纳箱 百纳箱牛津布 有盖整理箱 大号收

纳盒

快楽魚/収納箱 オックスフォードナイロン生地 蓋付
き整理ボックス 大型収納ボックス 20.70 20.70 13193 3,959,879 http://detail.tmall.com/item.htm?id=14979303197

6
星空夏日鞋柜式透明鞋盒 加厚加大塑料透明 鞋

子收纳盒5个包邮

星空夏日/靴棚式透明靴ボックス 厚手大型プラス
チック透明 靴収納ボックス 5つ買うと配送料無料 10.00 4.00 11,637 674,946 http://detail.tmall.com/item.htm?id=18169579742

7
威图真空压缩袋 11丝真空加厚棉被收纳袋 比包

邮送电泵更便宜
VEITU/真空圧縮袋 1.1mm真空厚手布団収納袋 6.00 4.50 9,883 644,866 http://detail.tmall.com/item.htm?id=16006866717

8
百易特真空压缩袋 11丝加厚真空收纳袋真空袋

满108送电泵包邮

百易特/真空圧縮袋 1.1mm厚手真空収納袋 真空
袋 108元以上のお買い物で圧縮ポンプ贈呈＆配送
料無料

4.87 3.80 9,735 536,399 http://detail.tmall.com/item.htm?id=14038917892

9
收纳博士 加厚真空压缩袋 棉被衣物收纳袋3大2

中3小送泵 特价包邮

収納博士/厚手真空圧縮袋 布団衣類収納袋 大袋
3枚 中袋2枚 小袋3枚入り 圧縮ポンプ贈呈 配送料
無料

79.80 44.00 9,629 6,143,302 http://detail.tmall.com/item.htm?id=13128565333

10
百易特真空压缩袋 11丝加厚真空收纳袋真空袋

满118元送电泵包邮

百易特/真空圧縮袋 1.1mm厚手真空収納袋 真空
袋 118元以上のお買い物で圧縮ポンプ贈呈＆配送
料無料

7.92 3.80 8,514 469,121 http://detail.tmall.com/item.htm?id=15986497161

11
百易特真空压缩袋 11丝2特大4大4中送电泵 真空

袋套装 包邮收纳袋

百易特/真空圧縮袋 1.1mm厚手真空収納袋 特大2
枚 大4枚 中4枚 圧縮ポンプ贈呈 真空袋セット 郵
送費無料 収納袋

100.00 88.00 8,280 10,565,280 http://detail.tmall.com/item.htm?id=18183544397

12
圣强 专利款三件套内衣收纳盒 送盖子 内裤内衣

袜子分格 包邮

聖強/特許商品 3段下着収納ボックス 蓋付き 下
着・シャツ・靴下分別 配送料無料 88.00 88.00 6,133 7,825,708 http://detail.tmall.com/item.htm?id=18660819810

13
友纳衣服收纳箱特大号有盖 无纺布衣物整理箱

田园风储物箱收纳盒

YOUNA/衣服収納ボックス 特大サイズ蓋付き 不織
布衣服整理ボックス 田園風収納ボックス 12.87 12.23 5,521 979,067 http://detail.tmall.com/item.htm?id=12465399568

14
有你有我 加厚有盖文胸内衣收纳盒 收纳箱 创意

收纳/特价储物盒

YOUWO/厚手蓋付きブラ・下着収納ボックス 収納
ボックス 創意収納/特価整理ボックス 42.00 9.95 4,420 637,696 http://detail.tmall.com/item.htm?id=15623082619

15
快乐鱼 高品质有盖内衣收纳盒 整理盒 收纳三件

套 收纳箱

快楽魚/高品質蓋付き下着収納ボックス 整理ボッ
クス 収納ボックス3個セット　収納ボックス 98.00 29.40 4,279 1,824,138 http://detail.tmall.com/item.htm?id=14257117446

16
优芬收纳盒 收纳 创意内衣收纳 抽屉收纳箱 文胸

内衣袜收纳盒

Youful/収納ボックス 収納 創意下着収納 ひきだし
収納ボックス ブラ・下着・靴下収納ボックス 19.80 9.99 4,118 596,513 http://detail.tmall.com/item.htm?id=14517282907

17
特价包邮 百叶红品质文胸内衣收纳盒 储物盒有

盖三件套收纳箱韩国

Bayiho/特価 配送料無料 Bayiho品質 ブラ・下着収
納ボックス 蓋付き 3つセット 韓国 65.00 28.60 3,716 1,541,025 http://detail.tmall.com/item.htm?id=9302663601

18
优芬收纳箱 大号有盖收纳盒整理箱储物箱创意内

衣收纳箱2件套包邮

Youful/収納ボックス 大型蓋付き収納ボックス 整理
ボックス 創意下着収納ボックス2個セット 配送料無
料

29.00 17.55 3,483 886,336 http://detail.tmall.com/item.htm?id=16914440779

19
爬楼车购物车行李车手拉车可折叠便携买菜车 折

叠车手推车 包邮

ZHICHITIANYA/キャリーカート ショッピングカート
キャーリーバッグ 折り畳み式 配送料無料 72.00 50.40 2,896 2,116,397 http://detail.tmall.com/item.htm?id=16690012955

20
天堂牧歌 抽屉式木质化妆品收纳盒 创意桌面收

纳盒储物盒多省包邮

天堂牧歌/引き出し式木製化粧品収納ケース 収納
ボックス 配送料無料 49.90 29.49 2,699 1,154,106 http://detail.tmall.com/item.htm?id=19733324370

※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

布団圧縮袋がバカ売れしています。収納カテゴリー上位20位中7位までが布団圧縮袋ですね。それにしても1カ月間、天猫だけで13万枚以上売れ
ているのには驚きです。きっと春節の大移動に備えての買い物特需でしょう。この圧縮袋関係でトップシェアは、中国ではとても有名な「百易得」と
いうブランドです。天猫店舗では、百易得旗艦店（http://baiyitejiaju.tmall.com/）と、居佳家居专营店（http://jujiajj.tmall.com/）が正式に取り扱っ
ています。しかし専営店の一番売れている商品が80万枚近く売り上げているのに対して、旗艦店（フラッグシップ店）のほうは、7万枚程度で10倍
以上の差があります。専営店がかなり値段を下げて売っているのに対して、旗艦店は他の販売代理店・小売店への配慮もあって値段をむやみに
下げることができないからでしょう。売ってくれるのはありがたいことでしょうけど、代理店への価格施策も難しいものですね。
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