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1

2件78包快递 GV正品2013夏装新款 春款休闲男

士短袖衬衫衬衣男装　　3件108 仅亏三天 让仿

款见鬼去吧

2着購入で78元+配送費無料 GV正規品 夏モデル 春モ

デルカジュアルメンズ半袖シャツ 3着で108元 3日間

のみのセール

118.00 48.00 64,601 49,613,568 http://detail.tmall.com/item.htm?id=22696996469

2

满速 男士短袖衬衫 男短袖衬衣 夏修身英伦韩版

商务潮正装 男装　极致顺滑！第二件只需要39

元！

メンズ半袖シャツ 夏モデル 細身 英倫韓版 フォーマル

メンズ 2枚目39元！
89.00 49.90 38,052 30,380,717 http://detail.tmall.com/item.htm?id=14406974772

3

LFF男士短袖衬衫 夏季棉麻衬衫 宽松短袖衬衫男

格子休闲衬衣潮

欧版尺码偏大 第二件40第三件36

LEFメンズ半袖シャツ 夏モデル 綿麻シャツ チェック

柄 カジュアルシャツ 欧米サイズ 2枚目40元、3枚目

36元

138.00 48.00 31,328 24,059,904 http://detail.tmall.com/item.htm?id=24381268171

4

优鲨 夏装新款牛津纺男士短袖衬衫超强透气 商

务休闲男装短袖衬衣

买就送价值30元全棉内裤 限今天

夏モデル メンズ半袖シャツ 通気性抜群 フォーマル・

カジュアル メンズシャツ 30元の下着プレゼント
138.00 52.90 29,866 25,278,582 http://detail.tmall.com/item.htm?id=20147923272

5

远东夏装男士短袖衬衫男短袖韩版休闲衬衣男短

袖格子衬衫男潮男装

月销3万！！品质首选！

遠東夏モデルメンズ半袖シャツ カジュアル半袖 月間

販売数3万着！ 品質第一！
158.00 59.90 26,948 25,826,963 http://detail.tmall.com/item.htm?id=14456450595

6

EBC正品 男士短袖衬衫 韩版修身 衬衫 男 短袖

潮 男式衬衫 夏

【2件78元包邮】 月销3万件 火爆

EBC正規品 メンズ半袖シャツ 韓版細身 シャツ メン

ズ 半袖 メンズシャツ 夏【2枚で78元+配送費無料】

月間販売数3万着

199.00 59.00 26,792 25,291,648 http://detail.tmall.com/item.htm?id=17743590459

7

JVR 2013春夏装新款男士短袖衬衫 韩版修身休

闲 青春短袖衬衣潮男

包邮体验 疯狂让利 越买多越便宜

JVR 2013春夏ニューモデル メンズ半袖シャツ 韓版カ

ジュアルシャツ 配送費込み 買えば買うほどお得に
78.00 39.00 23,522 14,677,728 http://detail.tmall.com/item.htm?id=24550320282

8

MJX男士纯棉格子短袖衬衫 男装 男 衬衣 休闲 短

袖衬衣 男士

纯棉 格子短袖衬衫 薄 透气

MJXメンズ半袖シャツ メンズ 男 シャツ カジュアル

半袖シャツ 綿100％ チェック柄
99.00 49.00 22,209 17,411,856 http://detail.tmall.com/item.htm?id=16749448244

9

EBC男士短袖衬衫 2013春夏装新款拼接休闲修

身韩版格子棉衬衣潮

【2件118 】全国包邮 仅限今日

EBCメンズ半袖シャツ 2013春夏ニューモデルカジュ

アル韓版 綿シャツ 【2枚で118元】全国配送費無料 今

日限り

269.00 69.00 21,362 23,583,648 http://detail.tmall.com/item.htm?id=23421384535

10

优鲨莫代尔夏装 男士短袖衬衫 男商务休闲韩版

免烫男装衬衣潮薄款

超薄莫代尔+舒适莫代尔 仅需69

夏モデル メンズ半袖シャツ メンズフォーマルシャツ

メンズシャツ 薄型
118.00 49.00 21,098 16,540,832 http://detail.tmall.com/item.htm?id=15168795513

11

MOJAY男装夏装团购 韩版修身休闲水洗牛仔男

士短袖衬衫潮半袖衬衣

2件98元 全网销量最高牛仔衬衫！

MOJAY メンズ夏服 韓版 カジュアルメンズ半袖シャ

ツ 2枚で98元
158.00 69.00 19,691 21,738,864 http://detail.tmall.com/item.htm?id=17994725249

12

扬风世家包邮夏装潮流短袖衬衫 男士衬衫 短袖

男团购短袖衬衣 男

已售万件太火爆了赶紧下单吧

配送費無料 夏モデル半袖シャツ メンズシャツ 半袖男

半袖シャツ
89.00 35.00 19,451 10,892,560 http://detail.tmall.com/item.htm?id=17402477407

13

EXSCV夏装男士短袖衬衫 牛仔衬衫男短袖修身

韩版潮牛仔衬衣男装

1周年店庆 49包邮 巨亏一天

EXSCV夏モデルメンズ半袖シャツ メンズ半袖 韓版

メンズ 1周年記念 49元配送費込み 赤字覚悟の一日
188.00 49.00 18,639 14,612,976 http://detail.tmall.com/item.htm?id=17791409587

14

自由派夏装男士短袖衬衫 男 短袖韩版修身休闲

衬衣 纯色衬衫男潮

特价39元 月销万件 全国包邮

自由派 夏モデル半袖シャツ メンズ 半袖韓版 カジュア

ルシャツ 純色シャツ 特価39元 月間販売数1万 全国配

送費無料

90.00 39.00 18,209 11,362,416 http://detail.tmall.com/item.htm?id=19203287561

15

包邮 韩版修身男士短袖衬衫 男 休闲衬衣 男士短

袖格子衬衫男装潮

两件75元 收藏+分享送优惠劵

配送費込み メンズ半袖シャツ メンズ カジュアルシャ

ツ メンズチェック柄シャツ 2枚で75元 お気に入り登

録で電子クーポンプレゼント

96.00 45.60 17,749 12,949,670 http://detail.tmall.com/item.htm?id=19428163899

16

TOPOT 2013夏季男士短袖衬衫牛津纺时尚休闲

格子免烫韩版修身衬衣

2件69元，限时促销！清爽透气！

TOPOT 2013夏メンズ半袖シャツ チェック柄 2枚で

69元 タイムセール！
199.00 49.00 16,964 13,299,776 http://detail.tmall.com/item.htm?id=19799319928

17

TOPOT 男士短袖衬衫 修身韩版夏季斜纹正装 纯

色商务休闲半袖衬衣

清爽免烫！顺滑舒适！第二件39元

TOPOT メンズ半袖シャツ 韓版夏モデルフォーマル

純色フォーマルカジュアル半袖シャツ 2枚目39元
179.00 49.00 15,155 11,881,520 http://detail.tmall.com/item.htm?id=17039042314

18

自由派夏装男士短袖衬衫 男 短袖格子衬衫 韩版

修身休闲 男衬衣潮

活动特价48元 第二件38 全国包邮

自由派 夏モデル半袖シャツ メンズ 半袖チェック柄

シャツ 特価49元 2枚目38元 全国配送費無料
90.00 48.00 14,835 11,393,280 http://detail.tmall.com/item.htm?id=17394038526

19

KRISBORG夏季男装竖条纹男士短袖衬衫修身休

闲男式拼色短袖衬衣

写好评乐分享 联系客服送优惠劵

KRISBORG 夏モデルメンズシャツ メンズ半袖カジュ

アルシャツ 良いコメントでクーポンプレゼント
278.00 69.00 12,642 13,956,768 http://detail.tmall.com/item.htm?id=19555747129

20

情森 2013男装夏季新款 男士短袖衬衫 男短袖纯

棉休闲男式衬衣 潮

100%纯棉！专注品质！父亲节59.9

2013メンズ夏ニューモデル メンズ半袖シャツ メンズ

100％綿 カジュアルメンズシャツ 父の日特価59元！
213.00 59.90 12,120 11,615,808 http://detail.tmall.com/item.htm?id=19459423015

149.20 51.81 471,233 386,369,085
定価平均定価平均定価平均定価平均 販売価格平均販売価格平均販売価格平均販売価格平均 販売数合計販売数合計販売数合計販売数合計 推定売上合計推定売上合計推定売上合計推定売上合計 ※1元＝16.0円で計算
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今回は久しぶりにアパレルを調査してみました。ということで、男性用半袖シャツの売れ筋調査です。男性用半袖シャツはまさに夏が売りどきなの
で、この時期は大きなセールをやっている店舗が多く、ランキングに入っている商品は、平均販売単価が約50元（日本円で800円）と、かなり安くなっ
ています。単純な割引と併せて、更に「2枚目半額」や「2枚セットで〇〇元割引」などのキャンペーンをやっている店舗も多いようです。アパレルの市
場は相当大きいので、中国で全く無名の状態からスタートする場合、中途半端なセールやキャンペーンだけでは他店舗に埋もれてしまい、アクセス
は伸びません。集客のやり方は色々あるんですが、やはり基本になるのは、初めの内は広告費をケチらないということですね。これだけ激しい市場
なので、「自然に売れるのを待つ」なんて方法で成功するのは難しいです。

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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