
カテゴリー：　矯正下着　＞　ショーツ
調査日：　2013年4月15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
蓓珊娜 高腰 翘臀五分裤 收腹裤 提臀裤 塑身裤塑

身裤

belsana/

ハイウエスト 腿5分丈 矯正下着 ガードル 矯正ショー

ツ

98.00 49.00 5,777 4,246,095 http://detail.tmall.com/item.htm?id=16477507149

2
姿彦丽儿 塑身裤 收腹内裤性感超高腰收腹提臀塑

身内裤 女SK210

Zylier/

矯正ショーツ 矯正下着セクシー超ハイウエスト 女

SK210

165.00 69.47 5,747 5,988,661 http://detail.tmall.com/item.htm?id=20742512816

3
3条包邮束缚束腹高腰收腹提臀束身美体收胃塑身

瘦身三角内裤 494

美·雅·挺/

3枚セット配送料込み 矯正ガードル ハイウエスト 美

体スリムショーツ 494

68.00 19.90 4,532 1,352,802 http://detail.tmall.com/item.htm?id=17587942546

4
香丽芳超薄高腰产后收腹裤收腹提臀塑身内裤女

无痕美体塑身裤2601

Sunny Frienda/

超薄ハイウエスト矯正ガードル ゴム跡防止 美体矯正

下着2601

130.00 65.00 3,411 3,325,725 http://detail.tmall.com/item.htm?id=14427422500

5
包邮 收腹裤高腰收胃 产后收腹提臀塑身美体内裤

女士内衣束腹裤

YTM/

配送料込 腹部矯正ガードル 産後矯正ショーツ レ

ディース矯正下着

68.00 39.00 2,966 1,735,110 http://detail.tmall.com/item.htm?id=10569267145

6
婷美tingmei包邮女士产后收腹裤高腰收胃提臀塑

身裤收腹束身内裤

tingmei/

tingmei 配送料込 レディース産後矯正ハイウエスト下

着 矯正ガードル

268.00 88.00 2,340 3,088,800 http://detail.tmall.com/item.htm?id=21035264254

7
今日秒杀 薄款女士性感高腰提臀收腹塑身裤 不卷

边蕾丝美体束裤

muyi/

本日秒殺（タイムセールス） 薄型レディースセク

シーハイウエスト矯正ショーツ 捲れ上がり防止

199.00 29.75 2,325 1,037,531 http://detail.tmall.com/item.htm?id=22900528852

8
新风尚歌丽雅 高腰收腹提臀束腰塑身无缝蕾丝产

后打底女内裤正品

GOLOVE/

新風尚 ハイウエスト矯正ショーツ 産後ショーツ正規

品

130.00 39.00 2,317 1,355,445 http://detail.tmall.com/item.htm?id=15772493460

9
女伯爵塑身裤收腹裤瘦身裤产后高腰收腹内裤收

腹提臀塑身内裤

landgravine/

矯正下着 産後矯正ハイウエストショーツ 矯正ショー

ツ

138.00 69.00 2,169 2,244,915 http://detail.tmall.com/item.htm?id=17233897289

10
香丽芳薄高腰产后收腹裤收腹提臀塑身内裤女美

体塑身裤束身裤2684

香麗芳/

薄型ハイウエスト産後痩身ショーツ 美体矯正ガード

ル 2684

98.00 49.00 1,863 1,369,305 http://detail.tmall.com/item.htm?id=10649865392

11
婷美塑身裤正品内衣高腰收腹提臀裤防走光合胯

塑形裤特价包邮

tingmei/

矯正下着正規品 ショーツハイウエスト ずり下がり防

止 特価配送費込

298.00 99.23 1,823 2,713,444 http://detail.tmall.com/item.htm?id=23303844149

12
*包邮 浪莎正品 提臀收腹双层高腰无缝美体塑身

内裤

langsha/

配送費込 langsha正規品 2重構造 ハイウエスト 矯正

ガードル

63.80 25.90 1,535 596,348 http://detail.tmall.com/item.htm?id=17088161557

13
婷美正品内衣 塑身裤 收腹裤提臀裤高腰合跨 束

腿裤 美体裤

tingmei/

正規品ショーツ ガードル 矯正ハイウエストガードル

美体ショーツ

298.00 69.00 1,471 1,522,485 http://detail.tmall.com/item.htm?id=17206873058

14
香丽芳超高腰产后收腹裤收胃收腹提臀内裤塑身

裤束身裤瘦大腿2610

香麗芳/

超ハイウエスト 産後矯正ショーツ 痩身ショーツ2610
136.00 68.00 1,431 1,459,620 http://detail.tmall.com/item.htm?id=2253096956

15
婷美正品包邮春夏产后收腹裤收胃提臀内裤女士

无痕塑身裤瘦身内裤

tingmei/

tingmei正規品 配送料込 春夏産後矯正ショーツ ゴム跡

防止 痩身ショーツ

268.00 69.00 1,412 1,461,420 http://detail.tmall.com/item.htm?id=18884212858

16
姿彦丽儿 中腰收腹提臀塑身裤性感 内裤 女 薄款

产后束腹裤SK95

Zylier/

矯正ショーツ 矯正下着セクシー超ハイウエスト 女

SK210

99.00 19.80 1,325 393,525 http://detail.tmall.com/item.htm?id=17415861933

17
开心赚宝调色夏季莫代尔高腰收胃收腹内裤瘦身

裤收腹提臀塑身内裤

Timossin/

夏季 ハイウエスト矯正ショーツ 痩身ガードル ヒップ

アップ矯正下着

68.00 29.00 1,303 566,805 http://detail.tmall.com/item.htm?id=14582045160

18
两条包邮 佐渡春夏塑身裤 薄款高腰收腹裤 收腹

提臀塑身内

佐渡/

2枚購入で配送料無料 春夏矯正ガードル 薄型ハイウエ

スト矯正ショーツ

39.00 38.00 1,152 656,640 http://detail.tmall.com/item.htm?id=9798951257

19
婷美正品塑身裤美体裤 动能燃脂收腹裤提臀裤无

痕束身裤美臀裤

tingmei/

tingmei正規品 美体ショーツ 脂肪燃焼 ゴム跡防止 矯

正ガードル

298.00 99.00 919 1,364,715 http://detail.tmall.com/item.htm?id=20440556501

20
【新风尚】婷美正品 收腹裤 提臀塑身美体裤舒适

薄塑身裤

tingmei/

【新風尚】tingmei正規品 腹部収納 ヒップアップ 美体

薄型矯正ガードル

269.00 99.00 853 1,266,705 http://detail.tmall.com/item.htm?id=16182294152

159.94 56.65 46,671 37,746,096 ※1元＝15.0円で計算
定価平均 販売価格平均 販売数合計 推定売上合計

セールス・インチャイナ代表・浅野より

今回は矯正下着（ショーツ）の売れ筋調査です。参考にAmazonで日本での矯正下着の売れ筋も調べて見ましたが、日本で売れている商品の価格
帯は大体1,400～2,000円程度でした。それと比べて、中国で売れているものは、大体60元（約900円）前後となっており、やはり日本での価格帯より
も安いことがわかります。この中で比較的売れているのは、tingmei（婷美）というブランドで、トップ20のうち6商品を占めています。弊社の女性ス
タッフによると、ブランドとしての知名度もあるそうで、こういった直接体に身につける矯正下着なんかは、ブランドの知名度による安心感も購買に
つながる大きな要因ですね。こういう市場に参入するには、基本的な価格競争や広告施策の他に、自社の製品がどれだけ安全、かつ有用なもの
かをどの様に消費者へ伝えるかがカギになってきますが、今までサポートさせて頂いた多くの事例を通して、やはり「日本」というキーワードは、商
品に説得力を持たせる上で大きなアドバンテージになるということを改めて感じます。こういう仕事をやっていると、「自社の製品は中国で売れます
か？」とよく質問されますが、要は商品が持っている可能性の使いようで、うまくやれば売れない商品はないと考えています。そして、それをうまくや
るのが弊社のお仕事です。いつでもご相談、ご質問等お待ちしております。

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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