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1
【儿童玩具】正版灵动创想 快乐酷宝玩具 玩具

变形 蛙王酷宝包邮

【子供の玩具】正規版LinGDONG 変形ロボットフィ

ギュア 配送費込み

HAPPY

QBOT
30.00 30.00 2,161 1,037,280 http://detail.tmall.com/item.htm?id=23245448525

2
六一儿童节礼物 拽猫复仇者联盟玩具 钢铁侠 送

男生的生日礼物

6/1こどもの日プレゼント 拽猫アベンジャーズパロ

ディ アイアンマン 男の子へのプレゼントに

（拽猫）

ZhuaiMao
152.00 112.00 1,061 1,901,312 http://detail.tmall.com/item.htm?id=19541555284

3
【儿童节跨店满减】正品万代 奥特曼奥特蛋系列

玩具 扭蛋变形礼物

【こどもの日割引】BANDAI正規品 ウルトラマン

エッグシリーズ 変形フィギュア

ウルトラマ

ン
49.00 43.00 827 568,976 http://detail.tmall.com/item.htm?id=18377033889

4
海贼王手办 草帽海贼团路飞模型 Q版海贼王公仔

玩具 全套合集人物

ワンピースフィギュア 麦わら海賊団ルフィー模型 Q

版ワンピース
ワンピース 36.00 28.80 707 325,786 http://detail.tmall.com/item.htm?id=18177047429

5
综漫 火影忍者公仔 佐助鸣人手办模型 全套6款

六一儿童节礼物

NARUTOフィギュア サスケ ナルト 全6種類 6/1こど

もの日プレゼント
NARUTO 59.00 45.00 651 468,720 http://detail.tmall.com/item.htm?id=21796640782

6
综漫玩具 名侦探柯南公仔 手办 模型 摆件 六一儿

童节礼物

名探偵コナンフィギュア 模型 6/1こどもの日プレゼン

ト

名探偵コナ

ン
59.00 49.00 562 440,608 http://detail.tmall.com/item.htm?id=14178877044

7
奥迪双钻 蛋糕甜心幻变精灵 慕斯比比芭菲茶茶

香草爱丽 全套玩具
幻変精霊 フィギュア 全種類購入大歓迎 幻変精霊 31.25 25.00 429 171,600 http://detail.tmall.com/item.htm?id=21806600526

8
Mymikku 植物大战僵尸玩具 PVC材质公仔 精选

60款 超值搭配 包邮

Mymikku プラント vs. ゾンビ PVC材質フィギュア 60

種類 配送費込み

プラント vs.

ゾンビ
50.00 38.00 415 252,320 http://detail.tmall.com/item.htm?id=15594703249

9
哆啦A梦公仔 大号机器猫 叮当猫 摆件 玩具 六一

儿童节礼物
ドラえもんフィギュア 玩具 6/1こどもの日プレゼント ドラえもん 69.00 49.00 381 298,704 http://detail.tmall.com/item.htm?id=14861686062

10
顺嘉玩具 正版花园宝宝系列 人偶叮叮车礼盒装

人偶+丁丁车+方盒

正規版In the Night Gardenシリーズ フィギュア＋カー

ト＋箱

In the Night

Garden
52.50 52.50 354 297,360 http://detail.tmall.com/item.htm?id=13523909044

11
六一儿童礼物 奥特蛋系列 正品万代 变形扭蛋 赛

罗奥特曼/贝利亚

6/1こどもの日プレゼント ウルトラマンエッグシリー

ズ

ウルトラマ

ン
49.00 49.00 326 255,584 http://detail.tmall.com/item.htm?id=20543395867

12
正版万代/17.5厘米发声可动赛罗/梦比优斯/戴拿

奥特曼玩具/15款

BANDAI正規品 17.5センチ声の出るフィギュア 15種

類

ウルトラマ

ン
99.80 64.87 321 333,172 http://detail.tmall.com/item.htm?id=13721417429

13
动漫海贼王模型海贼王手办玩偶海贼王公仔路飞

全套六一儿童节礼物

ワンピースフィギュア 海賊王 ルフィ 6/1こどもの日

プレゼント
ワンピース 50.00 25.00 311 124,400 http://detail.tmall.com/item.htm?id=16579649302

14
阿拉蕾公仔IQ博士小云大号玩偶 生日六一儿童节

礼物

アラレちゃんフィギュア 大型フィギュア 誕生日・6/1

こどもの日プレゼント

Dr.スランプ

アラレちゃ

ん
55.00 39.00 281 175,344 http://detail.tmall.com/item.htm?id=16481384636

15
Mymikku 樱桃小丸子愉快的一天 拼装场景公仔

摆件 六一儿童节礼物

Mymikku さくらももこちびまる子ちゃん フィギュア

6/1こどもの日プレゼント

ちびまる子

ちゃん
98.00 88.00 272 382,976 http://detail.tmall.com/item.htm?id=19606916543

16
六一儿童节 万代 Bandai 海贼王 手办 海盗 人物

模型 玩偶 摆件

6/1こどもの日 BANDAI ワンピースフィギュア 海賊

人物模型
ワンピース 55.00 39.00 272 169,728 http://detail.tmall.com/item.htm?id=24321044689

17
Mymikku动漫玩具 超可爱阿拉蕾送你好运 小云

玩便便公仔 多款可选

Mymikku 超かわいいアラレちゃん うんこ付きフィギ

ア

Dr.スランプ

アラレちゃ

ん
37.00 36.00 272 156,672 http://detail.tmall.com/item.htm?id=14704950726

18
【漫能】名侦探柯南 公仔 手办动漫周边 大号模

型 六一儿童节礼物

【漫能】名探偵コナン フィギュア 大型模型 6/1こど

もの日プレゼント

名探偵コナ

ン
80.00 40.00 242 154,880 http://detail.tmall.com/item.htm?id=20625248257

19
综漫玩具 灌篮高手公仔 流川枫 樱木花道 手办 模

型 全套5款

スラムダンクフィギュア 流川楓 桜木花道 模型 全5種

類

スラムダン

ク
39.00 33.00 243 128,304 http://detail.tmall.com/item.htm?id=14926643653

20
【儿童节跨店满减】正版花园宝宝玩具 人偶叮叮

车 丁丁车儿童玩具

正規版In the Night Gardenシリーズ フィギュア、カー

ト

In the Night

Garden
119.00 79.80 232 296,218 http://detail.tmall.com/item.htm?id=18782060139
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6/1が子供の日ということで、今回は子供が喜びそうなフィギュア特集です。ワンピース、コナン、ドラえもん等、日本発のキャラクターが相当数ランクインしてい
て嬉しいですね。また、殆どの商品に「六一儿童节(6/1こどもの日)」というキーワードが入っていますね。商品自体は1年中販売しているんでしょうけど、こう
いったイベント(祝日などの記念日)ごとに商品名を最適化するのはTmallにおいてはもはや常套手段ですね。店舗のアクセスデータを見ると、平均して約3分の
1くらいが検索からのアクセスとなっているので、いかに検索からの訪問者が大切かわかります。弊社で運営している店舗の場合、独自のツールを使って流行
の検索ワードを監視し、常に商品名を最適化しているのですが、１つ流行りのキーワードが入っているだけで、検索数が数倍変わったりすることもあったりしま
す。ただの商品名だからといって、侮ってはいけませんね。

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赤坂ツインタワー本館13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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