
Tmall (天猫）売れ筋商品情報

カテゴリー：　宝飾・腕時計・メガネ　＞　メガネ
調査日：　2013年3月4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
视佑正品防辐射眼镜 男女款潮电脑镜 平光镜抗

疲劳电脑护目镜眼睛

SEEYOU視佑/
正規品防輻射メガネ ユニセックス PCメガネ
度なし疲労軽減PC保護メガネ

42.00 19.90 11,450 3,303,898 http://detail.tmall.com/item.htm?id=13597482643

2
视佑防辐射眼镜 男女款 时尚电脑护目镜 抗疲劳

眼镜 平光镜正品

SEEYOU視佑/
防輻射メガネ ユニセックス スタイリッシュPCメ
ガネ 眼精疲労軽減メガネ 度なし正規品

100.00 26.80 7,055 2,741,573 http://detail.tmall.com/item.htm?id=14071283983

3
2013新款正品电脑防辐射眼镜电脑镜 男女同款

抗疲劳 可配近视镜

AOXUE傲雪/
2013ニューモデル正規品 パソコン防輻射メガ
ネ PCメガネ ユニセックス 眼精疲労軽減 近
視用レンズと組み合わせることも可能

128.00 29.00 5,217 2,193,749 http://detail.tmall.com/item.htm?id=16236985601

4
正品男女款抗疲劳防辐射眼镜 潮流时尚大框平光

电脑镜 护目镜

R.B.space阿贝斯/
正規品 ユニセックス 眼精疲労軽減 防輻射メ
ガネ ウェリントン度なしPCメガネ

78.00 19.50 3,962 1,120,256 http://detail.tmall.com/item.htm?id=13430735336

5
视佑正品2013新款防辐射眼镜 大框复古潮电脑

护目镜 抗疲劳眼镜

SEEYOU視佑/
正規品2013ニューモデル 防輻射メガネ ウェリ
ントンPCメガネ 眼精疲労軽減

118.00 38.82 3,476 1,956,606 http://detail.tmall.com/item.htm?id=18330783780

6
正品高档 男女 折叠式 便带式 老花镜 高清 时尚

气质款老视镜花镜

RUIXING瑞星/
正規品 高品質 ユニセックス 折り畳み式 携
帯式 老眼鏡 老眼用メガネ

79.00 59.00 3,016 2,580,188 http://detail.tmall.com/item.htm?id=15872169220

7
非主流 眼镜框潮人男女式大黑色方框 豹纹 眼镜

架 平光镜镜架

非主流 メガネフレーム ユニセックス 大型フ
レーム 豹柄 度なし

20.00 7.80 2,876 325,276 http://detail.tmall.com/item.htm?id=17601535542

8
2013款 嘉乐迪黄金膜防辐射眼镜 男女电脑护目

镜 电脑镜上网眼镜

JIALEDI嘉楽迪/
2013モデル 防輻射メガネ ユニセックスPCメ
ガネ パソコンインターネットメガネ

98.00 35.28 2,533 1,295,781 http://detail.tmall.com/item.htm?id=8224997817

9
正品 防辐射眼镜 男女款 电脑镜 抗疲劳 三防护目

镜 时尚潮流款

Odilon欧迪郎/
正規品 防輻射メガネ ユニセックス PCメガネ
眼精疲労軽減

100.00 19.00 2,208 608,304 http://detail.tmall.com/item.htm?id=16280751723

10
曼特斯 正品包邮防辐射眼镜 男女款电脑护目镜

抗疲劳眼镜 平光镜

Mantesi曼特斯/
正規品 配送費込み 防輻射メガネ ユニセック
スPCメガネ 眼精疲労軽減 度なしメガネ

108.00 24.84 2,198 791,676 http://detail.tmall.com/item.htm?id=13829161482

11
韩版眼镜框 无镜片潮黑框眼镜男女复古眼镜架

框架眼镜眼睛平光镜

韓国メガネフレーム レンズ無黒縁メガネ ユニ
セックス ウェリントン

18.80 18.80 2,175 592,905 http://detail.tmall.com/item.htm?id=14247948564

12
【爱购】Inmix平光镜 抗疲劳防辐射眼镜 男女大

框眼镜 电脑护目镜

【愛購】INMIX音米/
度なしメガネ 眼精疲労軽減 防輻射メガネ ユ
ニセックス ウェリントンメガネ PCメガネ

238.00 69.02 2,071 2,072,636 http://detail.tmall.com/item.htm?id=10767235328

13
2013新款 蓝眸防辐射眼镜 电脑镜 防紫外线 男女

同款 平光镜 包邮

BLUES藍眸/
2013ニューモデル 防輻射メガネ PCメガネ 赤
外線カット ユニセックス 度なしメガネ 配送費
込

126.00 35.03 2,038 1,035,172 http://detail.tmall.com/item.htm?id=21792208009

14
正品防辐射电脑镜 眼镜框潮上网护目镜 男女款

抗疲劳眼镜护目镜

BMD博明頓/
正規品 防輻射PCメガネ メガネフレーム パソ
コンメガネ ユニセックス 眼精疲労軽減メガネ

60.00 15.90 1,990 458,795 http://detail.tmall.com/item.htm?id=16547818736

15
普莱斯正品 眼镜框 近视眼镜男款 纯钛眼镜架 近

视眼镜框眼睛8190

Pulais普莱斯/
正規品　メガネフレーム 近視メガネメンズモデ
ル チタンフレーム 近視メガネ8190

235.00 188.00 1,796 4,895,896 http://detail.tmall.com/item.htm?id=8887233297

16
小辣椒同款 复古圆形男女眼镜架 潮人时尚眼镜

框 明星款 可配近视

Bertha貝爾莎/
小辣椒着用モデル クラシック丸型 ユニセック
スメガネフレーム 近視レンズと組み合わせ可

88.00 58.00 1,740 1,463,340 http://detail.tmall.com/item.htm?id=16855627627

17
迪亚龙正品 防辐射眼镜 男女潮电脑镜 平光镜抗

疲劳护目镜眼镜框

DIYALONG迪亜龍/
防輻射メガネ ユニセックスPCメガネ 度なし
眼精疲労軽減 メガネフレーム

110.00 29.00 1,727 726,204 http://detail.tmall.com/item.htm?id=15352897820

18
洛米氏正品 包邮防辐射眼镜 男女款电脑护目镜

抗疲劳眼镜

RNSY洛米氏/
正規品 配送費込み 防輻射メガネ ユニセック
ス 眼精疲労軽減

69.00 17.25 1,703 425,963 http://detail.tmall.com/item.htm?id=22233492166

19
正品 男 女 防辐射电脑电视专用镜 时尚装饰镜 护

目镜 情侣款眼镜

ichao/
正規品 ユニセックス 防輻射PC・テレビ専用メ
ガネ

98.00 36.00 1,647 859,734 http://detail.tmall.com/item.htm?id=16280295846

20
【Tmall积分】防辐射眼镜 男女款 抗疲劳电脑镜

平光眼镜 护目镜

【Tmallポイント】NVDAYA/
防輻射メガネ ユニセックス 眼精疲労軽減 PC
メガネ 度なし

128.00 49.00 1,644 1,168,062 http://detail.tmall.com/item.htm?id=15738619640

※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

ネット販売ではなかなか度入りのメガネを販売するのは難しいですね。ですので、いわゆるダテメガネ、サングラスが売れ筋です。ここ数年はアニメ
キャラを真似た一般的なダテメガネか、太陽光線をカットするいわゆるUVメガネが主流でしたが、昨年から一気に流行しだしたのが、パソコンから
の輻射を軽減できるPC用メガネです。パソコンの輻射を浴びながらネットショップでPC用のメガネを購入する。なかなか皮肉な構造ですね。（笑）
そのPCメガネの中でも売れているのが、SEE YOU(http://shiyou.tmall.com/)で、なんと２０元を割るような価格で販売していますね。日本で流行し
ているJINSのPCメガネが中国で４００元前後で売られていることを考えれば、破壊的に安い値段で、累計１８０００本以上売っています。安い価格
にもかかわらず消費者のレビューもいいですね。
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