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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

正品男士太阳镜男潮人偏光镜蛤蟆镜墨镜男士太

阳眼镜司机镜驾驶镜

送夜视驾驶镜 数量有限先到先得

R．B．Space/

正規品 メンズ 偏光レンズ メンズサングラス 夜用遮光

サングラスプレゼント 数量限定

158.00 35.71 27,431 15,672,976 http://detail.tmall.com/item.htm?id=22536400851

2

正品男士太阳镜男潮人偏光镜蛤蟆镜墨镜男驾驶

镜司机镜男太阳眼镜

商城品牌授权【销量将突破20万】

Raydem/

正規品 メンズサングラス 偏光レンズ 商城ブランド授

権 【販売数20万突破】

125.00 35.00 25,493 14,276,080 http://detail.tmall.com/item.htm?id=12555011330

3

正品偏光镜太阳镜男潮人男士墨镜运动司机驾驶

镜铝镁太阳眼镜新款

航天铝美，同品质日夜2付139元！

鋭盾/

正規品 偏光レンズ サングラス メンズ メンズサングラ

ス スポーツ 2本で139元

258.00 86.17 21,919 30,220,164 http://detail.tmall.com/item.htm?id=16980374993

4

正品 超轻司机墨镜太阳镜夜视镜偏光镜夹片开车

钓鱼近视眼镜 男女

拒绝偷工减料 热销10万付口碑佳

luonifeole/

正規品 超軽量 サングラス 夜用偏光レンズ 釣り 近視

メガネ 男女兼用モデル 10万本販売

180.00 18.00 21,835 6,288,480 http://detail.tmall.com/item.htm?id=12677219585

5

2013新款大框女士偏光镜墨镜遮阳眼镜时尚太阳

镜司机镜

偏光镜买二副即可赠送一副太阳镜

Mr.QingJ/

2013ニューモデル 大型フレーム 偏光レンズ サングラ

ス 偏光レンズ 2本購入で1本プレゼント

49.00 9.80 19,878 3,116,870 http://detail.tmall.com/item.htm?id=18014727394

6

太阳镜 女士2013新款时尚复古渐变偏光镜 大框

潮流酷墨镜优雅眼镜

革命性防晒 击破美白障碍热销中

BLS BLUES/

サングラス レディース 2013ニューモデル 偏光レンズ

大型フレーム 革命的紫外線カット

175.00 39.90 16,346 10,435,286 http://detail.tmall.com/item.htm?id=10133311258

7

2013潮流防紫外线女士太阳眼镜大框太阳镜墨镜

偏光版遮阳镜

800活动同款偏光版给力优惠中

SPOLUN/

2013 紫外線カット レディース 大型フレーム サング

ラス

76.00 25.00 15,232 6,092,800 http://detail.tmall.com/item.htm?id=20415104260

8

欧迪朗 太阳眼镜男 女潮偏光太阳镜 蛤蟆镜驾驶

镜 防紫外线墨镜

最后7天 不定时涨价 预购从速

Odilon/

サングラス メンズ レデイース 偏光サングラス 紫外線

カット 最後の7日間

175.00 19.95 13,960 4,456,032 http://detail.tmall.com/item.htm?id=16988546556

9

2013新款正品男士太阳镜男偏光镜驾车潮人墨镜

驾驶镜太阳眼镜包邮

送眼镜盒 高品质爆款已热卖31000

Lakepolo/

2013ニューモデル 正規品 メンズサングラス 配送費込

み メガネケースプレゼント 高品質 31000本販売

120.00 27.00 13,940 6,022,080 http://detail.tmall.com/item.htm?id=9304116611

10

太阳镜女 2013新款时尚偏光太阳眼镜 大框明星

款墨镜 驾驶镜潮女

执着于每一副眼镜

伊·BY/

サングラス 2013ニューモデル 偏光レンズ 大型フレー

ム

198.00 99.00 13,219 20,938,896 http://detail.tmall.com/item.htm?id=20679931846

11

2013新款渐变偏光太阳镜 女士时尚复古明星墨镜

大框复古潮酷眼镜

爆款：革命性防晒 击破美白障碍

Bertha/

2013ニューモデル 偏光サングラス レデイース 大型フ

レーム 革命的紫外線カット 美白の敵を一掃

128.00 36.10 12,192 7,042,099 http://detail.tmall.com/item.htm?id=23729324810

12

新款男士太阳镜男潮人偏光镜墨镜酷经典司机镜

驾驶镜太阳眼镜正品

商城正品『月销万付』包邮促销！

Nokewy/

ニューモデル メンズサングラス 偏光サングラス 商城

正規品 『月間万販売』 配送費込み

75.00 28.50 12,160 5,544,960 http://detail.tmall.com/item.htm?id=10210390803

13

新款偏光太阳镜男士女眼镜大框明星驾驶蛤蟆墨

镜潮人司机可配近视

男女同款偏光太阳镜可配近视眼镜

JINGYI/

ニューモデル 偏光サングラス メンズ レデイース 近視

レンズに入れ替え可能 男女兼用モデル サングラス

125.00 19.50 11,501 3,588,312 http://detail.tmall.com/item.htm?id=15601826261

14

【折800独家秒杀】新款太阳镜男墨镜酷驾驶镜

经典绅士太阳眼镜正

权威质检报告，防伪码网站查真伪

Mr.QingJ/

ニューモデル サングラス メンズサングラス クラシッ

ク 紳士 正規品判別コード付き

158.00 9.80 10,395 1,629,936 http://detail.tmall.com/item.htm?id=23822584974

15

男士太阳镜男潮偏光太阳眼镜墨镜时尚铝镁司机

镜驾驶镜偏光镜正品

驾驶夜视镜免费初体验 仅限今日

NVDAYA/

メンズサングラス メンズ偏光サングラス 正規品 本日

限り特価

199.00 99.00 10,391 16,459,344 http://detail.tmall.com/item.htm?id=23679032641

16

太阳镜 女2013新款帕森正品眼镜偏光太阳镜 女

士时尚复古大框墨镜

完美护目护肤 10万人一致的选择!

PARZIN/

サングラス レデイース 2013ニューモデル 偏光サング

ラス クラシック大型フレーム 10万人が選んだ

189.00 98.28 10,181 16,009,419 http://detail.tmall.com/item.htm?id=18801832415

17

2013时尚太阳镜欧美大框墨镜女士眼镜潮流墨镜

买二送一

送镜袋镜布品牌包装盒，买2送1副

Mr.QingJ/

2013 サングラス 欧米大型フレーム レデイースメガネ

2本購入で1本プレゼント

199.00 11.90 9,943 1,893,147 http://detail.tmall.com/item.htm?id=17936506290

18

正品韩版复古墨镜 男女太阳镜偏光镜 潮人超黑明

星款大框太阳眼镜

★超好品质★潮流百搭★防紫外线

BSLOC/

正規品 韓国 クラシックサングラス 男女兼用モデル 偏

光サングラス 高品質 紫外線カット

32.00 19.00 9,402 2,858,208 http://detail.tmall.com/item.htm?id=9224277593

19

【满意淘】近视专用偏光镜夹片夜视镜夹片镜近

视太阳镜司机开车

活动期间仅发 汇通快递

SPOLUN/

近視専用 偏光レンズ メガネ取り付け式レンズ
39.00 9.90 9,065 1,435,896 http://detail.tmall.com/item.htm?id=18397074504

20

【九块邮独家】近视墨镜太阳眼镜日夜两用偏光

镜夹片司机驾驶男女

亏本狂甩 给力活动进行中

豪之夢/

近視サングラス 日中/夜用 偏光レンズ 男女兼用
88.00 9.50 8,322 1,264,944 http://detail.tmall.com/item.htm?id=20725155565

137.30 36.85 292,805 175,245,930
定価平均 販売価格平均 販売数合計 推定売上合計 ※1元＝16.0円で計算

セールス・インチャイナ代表・浅野より

上海は相変わらず強い日差しが続いています。今回はそんな季節の必需品、サングラスの売れ筋調査です。100元程度の商品から、安いものでは
10元を切る商品まで、様々な商品がランクインしていますね。10元以下の商品ともとなると、日本円にして約160円以下ということになりますが、正
直言って100円ちょっとのサングラスに、UVカットだとか目を保護する効果があるのかは甚だ疑問です。少しサングラスから話はそれますが、淘宝
/Tmallでは商品名に「正品」という言葉が入っている商品をよく見かけます（上記のランキングにも結構入ってます。）。翻訳すると「正規品」となりま
すが、商品が本物であるという意味の他に、流通ルートや品質にも問題がないということ等も含めて「正品」という表記をしているようです。といって
も、偽物だからと言って商品名に「偽物」と書いて売る人はいないので、淘宝/Tmall上の「正品」という表記に一体どれだけ力があるかというと、実は
そこまで効果が有るわけではないのかもしれません。まぁそれでも、書かないよりは、書いたほうがマシということなんでしょうね。

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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