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カテゴリー：　宝飾・腕時計・メガネ　＞　ファッションジュエリー
調査日：　2013年3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
CCE 925耳钉纯银女 韩国可爱流行耳饰 防过敏

男士耳环 时尚 包邮

CCE/ED016
925純銀レディースピアス 韓国流行ピアス ア
レルギー防止 メンズイヤリング 配送料無料

49.00 12.25 7,958 1,462,283 http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.7.nAHrkU&id=17603707692&is_b=1&cat_id=50026461&q=&rn=e2881f464043021c38580ad07c40334e

2
15包邮喜芙韩国发饰品 头饰烟雨璀璨水晶串珠宽

发箍 头箍发卡饰品

shefine/FG0096
15元 配送費込 韓国髪飾り 雨模様水晶風カ
チューシャ

25.00 15.00 7,936 1,785,600 http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.15.nAHrkU&id=13335981712&is_b=1&cat_id=50026461&q=&rn=e2881f464043021c38580ad07c40334e

3
张太太韩国珍珠饰品 优雅发饰礼物 水钻头花发

圈发绳 头饰A015

張太太/A015
韓国真珠アクセサリー 優雅装飾品 プレゼン
ト キュービックジルコニア花シュシュ 髪飾り

55.00 27.50 6,024 2,484,900 http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.22.nAHrkU&id=21806012497&is_b=1&cat_id=50026461&q=&rn=e2881f464043021c38580ad07c40334e

4
包邮张太太韩国饰品 珍珠蝴蝶结发夹发卡 水钻

顶夹头饰 发饰B213

張太太/B213
配送費込 韓国アクセサリー 真珠蝶ネクタイ
型髪留め キュービックジルコニア髪留め

16.50 16.50 5,889 1,457,528 http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.29.nAHrkU&id=12321940850&is_b=1&cat_id=50026461&q=&rn=e2881f464043021c38580ad07c40334e

5
买2送1 豪至尊银饰品 925纯银耳钉 女 韩国 可爱

男士耳饰防过敏

豪至尊/hzz00001
2使うと1つプレゼント シルバーアクセサリー
925純金ピアス レディース 韓国 メンズピアス
アレルギー防止

22.98 22.98 5,808 2,002,018 http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.36.nAHrkU&id=12341815780&is_b=1&cat_id=50026461&q=&rn=e2881f464043021c38580ad07c40334e

6
银意坊 925纯银耳钉 流韵耳钉闪钻韩国耳针耳饰

饰品时尚优雅 礼物

銀意坊/YYFED5
925純銀ピアス 流行ピアス 韓国ピアス イ
ヤーアクセサリー スタイリッシュ プレゼント

68.00 35.00 5,572 2,925,300 http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.52.nAHrkU&id=18284355378&is_b=1&cat_id=50026461&q=&rn=e2881f464043021c38580ad07c40334e

7
久爱925纯银戒指女 戒指 情侣 男士 情侣对戒子

尾戒 银饰品 包邮

9i/AYJ0017-0018
925純銀リング 指輪 カップルペアリング シル
バーアクセサリー 配送費込み

59.00 59.00 5,368 4,750,680 http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.44.nAHrkU&id=2589727488&is_b=1&cat_id=50026461&q=&rn=e2881f464043021c38580ad07c40334e

8
925纯银戒指女 情侣戒指 对戒子 尾戒 银饰品 男

士指环情人节礼物

AOFU/9031
925純銀リング ペアリング カップルリング シ
ルバーアクセサリー メンズリング バレンタイ
ンデーのプレゼントに

49.00 49.00 5,017 3,687,495 http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.60.nAHrkU&id=19726740738&is_b=1&cat_id=50026461&q=&rn=e2881f464043021c38580ad07c40334e

9
银千惠925纯银手链韩版时尚银饰品女心形首饰

情人节生日礼物刻字

銀千惠/SL0026
925純銀ブレスレット 韓国版スタイリッシュシ
ルバーアクセサリー ハート型 バレンタイン
デー 誕生日 刻印可能

99.00 99.00 5,006 7,433,910 http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.68.nAHrkU&id=18789280848&is_b=1&cat_id=50026461&q=&rn=e2881f464043021c38580ad07c40334e

10
歌德耳饰 925纯银耳环女 韩国可爱耳环耳坠瑞士

钻银耳钉纯银正品

歌德/ED13011
イアリング 925純銀イアリングレディース 韓国
可愛いイアリング 純銀正規品

129.00 36.89 4,945 2,736,316 http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.76.nAHrkU&id=22308540421&is_b=1&cat_id=50026461&q=&rn=e2881f464043021c38580ad07c40334e

11
少女蝶 女人节纯手工特惠 弹簧夹 发夹 韩国流行

韩版发卡蝶恋花

少女蝶/H39S
レディースデー 手作り 特価 髪留め 韓国流
行韓国版

145.00 58.99 4,890 4,326,917 http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.84.nAHrkU&id=18520403144&is_b=1&cat_id=50026461&q=&rn=e2881f464043021c38580ad07c40334e

12
9.9元包邮发带 超宽边气质发箍韩版发饰品 韩国

蕾丝头饰头箍 发卡

啪啪啦/8477
9.9元配送費込み 超幅広韓国ヘアーアクセサ
リー 韓国カチューシャ

14.14 9.90 4,784 710,424 http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.91.nAHrkU&id=18445036015&is_b=1&cat_id=50026461&q=&rn=e2881f464043021c38580ad07c40334e

13
银意坊925纯银美丽耳钉 防过敏男女银 耳饰饰品

超闪钻 韩版 礼物

銀意坊/YYFED6
925純銀美麗ピアス アレルギー防止 男女兼
用モデル 韓国版 プレゼント

99.00 35.00 4,770 2,504,250 http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.98.nAHrkU&id=17038709810&is_b=1&cat_id=50026461&q=&rn=e2881f464043021c38580ad07c40334e

14
【聚】银奥 奢华璀璨 1克拉 八心八箭瑞士钻 925

纯银 耳钉 限今日

【聚劃算】 銀奥/ED2012120801
豪華キラキラ 1カラット キュービックジルコニ
ア 925純銀 ピアス 今日限り

98.00 38.99 4,711 2,755,228 http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.106.nAHrkU&id=21496924915&is_b=1&cat_id=50026461&q=&rn=e2881f464043021c38580ad07c40334e

15
豪至尊银饰品 925纯银项链女 短款锁骨链 韩版

吊坠生日礼物 闪耀

豪至尊/EA00357
925純銀ネックレス 短め鎖骨部ネックレス 韓
国版 誕生日プレゼント 綺羅びやか

128.00 59.90 4,650 4,178,025 http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.114.nAHrkU&id=12444500619&is_b=1&cat_id=50026461&q=&rn=e2881f464043021c38580ad07c40334e

16
茗琳正品采用施华洛世奇水晶项链 女 短款 锁骨

韩国版 时尚 饰品

茗琳/Y-BHN00591-028
正規品 スワロフスキークリスタル ネックレス
レディース 短め 鎖骨 韓国版 アクセサリー

199.00 128.99 4,561 8,824,851 http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.122.nAHrkU&id=12323799752&is_b=1&cat_id=50026461&q=&rn=e2881f464043021c38580ad07c40334e

17
【聚】银奥 璀璨 瑞士钻 绽放幸福 925纯银耳钉

女 满2对送手链

銀奥/ST031401
キュービックジルコニア 幸せ満開 925純銀ピ
アス レディース 2つ購入でブレスレットプレゼ
ント

86.00 36.00 4,359 2,353,860 http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.130.nAHrkU&id=14764271984&is_b=1&cat_id=50026461&q=&rn=e2881f464043021c38580ad07c40334e

18
【手机付邮】亲吻鱼项链 快递只发申通 注意核

对自己地址是否到

泉氷石/QWY102
キスする魚ネックレス 申通エクスプレスでの
配送のみ 発送地域を確認してからご注文くだ
さい

68.00 12.00 4,258 766,440 http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.144.nAHrkU&id=22979684177&is_b=1&cat_id=50026461&q=&rn=e2881f464043021c38580ad07c40334e

19
泉冰石 天然红玛瑙手链 108佛珠水晶手串 配藏

银长命锁 饰品男女

泉氷石/HS0102
天然赤メノウブレスレット 108佛珠水晶ブレス
レット アクセサリー男女兼用モデル

118.00 58.00 4,238 3,687,060 http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.152.nAHrkU&id=16821099636&is_b=1&cat_id=50026461&q=&rn=e2881f464043021c38580ad07c40334e

20
包邮K062 缀好饰品项链韩版多层童年小木马毛

衣链长款韩国

綴好/K062
配送費込 アクセサリー ネックレス 韓国版 子
馬 ロングペンダント

80.00 24.00 4,089 1,472,040 http://detail.tmall.com/item.htm?spm=a220m.1000858.1000725.160.nAHrkU&id=20708252033&is_b=1&cat_id=50026461&q=&rn=e2881f464043021c38580ad07c40334e

※1元＝15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

上位5つのアイテムは、全て30元以下の価格設定になっていて、それ以外の商品も15～150元程度のものが多いようです。それにしても安いです
ね、中国ローカルのブランドがランキング上位を占める理由がわかります。また、20アイテムの内、なんと14つもの商品名に「韓国」というキーワード
が入っていて、モノとしては、素材は韓国、加工は中国の製品がほとんどみたいです。「韓国」を枕言葉としているファッションジュエリーに対する中
国人のイメージは、「デザインが良くて安い」ということで、中国の若者の中では広く受け入れられているのが現状です。細々したアクセサリーなら、ブ
ランド・品質にはそれほどこだわらず、価格とデザインで商品を決めてしまうことが多いということですね。ただ、目下成長中の中国市場では、いつこ
の情勢が覆ってもおかしくない状況です。1年後のこのランキングはどうなっているんでしょうね。楽しみです。
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