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1

听浪2013新款泡温泉连体裙式平角泳装女加大

码保守显瘦遮肚游泳衣

全网销量第一 6万多MM们的选择

聴浪/

2013ニューモデル 温泉 ワンピース型水着 レディース

スリム 水着 全国販売数ナンバーワン 6万人以上に選ば

れた水着

118.00 59.00 30,354 28,654,176 http://detail.tmall.com/item.htm?id=15081058633

2

包邮奢奇泳衣 女小胸聚拢钢托连体裙式游泳衣

2013新款温泉泳装

正品是双层内衬 花朵是手工缝制

奢奇/

配送費込み 水着 レディース リフトアップワンピース

型水着 2013年ニューモデル 温泉 正規品二重構造

156.00 65.00 13,521 14,061,840 http://detail.tmall.com/item.htm?id=18902495294

3

包邮欧奈泳衣 女温泉连体裙式平角泳装加大码

保守显瘦遮肚游泳衣

显瘦修身 月热销7000件 不值包退

奢奇/

配送費込み 水着 レディース リフトアップワンピース

型水着 2013年ニューモデル 温泉 正規品二重構造

101.00 55.00 7,855 6,912,400 http://detail.tmall.com/item.htm?id=24577928982

4

听浪 2013新款连体裙式平角泳装 加大码保守显

瘦遮肚游泳衣女温泉

保守显瘦 新品上架给力亮色系

聴浪/

2013ニューモデル ワンピース型水着 大きいサイズあり

スリム レディース 温泉 新製品

148.00 88.50 6,858 9,710,928 http://detail.tmall.com/item.htm?id=18607969381

5

2013新款佑游泳衣 女裙式分体遮肚显瘦聚拢韩

国游泳衣 保守包邮

时尚海军风 分体裙式泳衣

佑遊/

2013ニューモデル レディース ワンピース型水着 韓国

水着 配送費込み マリンスタイル ワンピース型

98.00 58.00 5,253 4,874,784 http://detail.tmall.com/item.htm?id=19988055465

6

包邮奢奇女游泳衣大胸小胸聚拢温泉大码显瘦裙

式连体泳装

雪纺纱裙 穿法多样 拍照特别上镜

奢奇/

配送費込み レディース水着 リフトアップ 温泉 大きい

サイズあり ビキニ・ワンピース両用

198.00 99.00 5,149 8,156,016 http://detail.tmall.com/item.htm?id=15454285666

7

特价包邮 泳衣女士分体裙式小胸聚拢平角保守

遮肚露背显瘦游泳衣

分体泳衣 平角遮肚露背 爆款！

嫺雅/

特価 配送費込み 水着 レディース ワンピース型 スリム

水着 ベストヒット商品

79.00 29.90 4,907 2,347,509 http://detail.tmall.com/item.htm?id=25012028160

8

小桃泳衣 亦美珊小胸聚拢显瘦连体泳衣 保守裙

式女 温泉正品包邮

超级热销爆款 累计售出100471件

亦美珊/

水着 リフトアップ スリム ワンピース型水着 レディー

ス 温泉 正規品 配送費込み 超級ヒット商品 累計販売数

100471枚

201.60 98.00 4,683 7,342,944 http://detail.tmall.com/item.htm?id=13370499142

9

包邮俊飞泳衣韩国设计大胸小胸显瘦泡温泉超漂

亮女士裙式连体泳衣

年中促销 冰点价一天

俊飛/

配送費込み 水着 韓国デザイン スリム 温泉 レディース

ワンピース式水着 特価この火限り

68.00 48.00 4,649 3,570,432 http://detail.tmall.com/item.htm?id=13290869435

10

奢奇泳衣 女连体平角大胸小胸聚拢钢托保守泳

装 大码游泳衣

腰部可调节 遮肚显瘦聚拢超好

奢奇/

水着 レディース ワンピース型水着 リフトアップ 大き

いサイズあり 腰部調整可

118.00 88.00 4,111 5,788,288 http://detail.tmall.com/item.htm?id=19168667670

11

韩国风 超显瘦 聚拢连体裙式女游泳衣 加大码

温泉泳装 M-4XL免邮

高品质 全尺码 显瘦 优雅 加大

Ylsswim/

韓国風 超スリム リフトアップ ワンピース型水着 大き

いサイズあり 温泉水着 M-4XL 配送費込み 高品質 全サ

イズあり 優雅

138.00 96.60 4,078 6,302,957 http://detail.tmall.com/item.htm?id=12260863874

12

包邮奢奇泳衣 连体裙式女士温泉大码泳装 小胸

聚拢保守游泳衣

尺码全 最小80斤最大码200斤可穿

奢奇/

配送費込み 水着 ワンピース型レディース 温泉 大きい

サイズあり リフトアップ 全サイズあり 40キロから100

キロの方まで着られます

90.00 75.00 4,054 4,864,800 http://detail.tmall.com/item.htm?id=12497819880

13
俊飞泳衣 韩国女大胸小胸聚拢显瘦遮肚连体游

泳衣保守泳装

俊飛/

水着 韓国 レディース リフトアップ スリム ワンピース

型水着

132.00 68.00 3,990 4,341,120 http://detail.tmall.com/item.htm?id=17589809019

14

海波特泳衣女大小胸钢托聚拢连体裙式温泉性感

泳装遮肚显瘦游泳衣

优先货源 限量发售只为品质保证

SEA BBOT/

水着 レディース リフトアップ ワンピース型 温泉 セク

シー スリム 数量限定 品質保証

138.00 82.80 3,906 5,174,669 http://detail.tmall.com/item.htm?id=17642449335

15

包邮奢奇泳衣 2013韩国风 小胸大胸聚拢裙式比

基尼三件套女游泳衣

真丝质感软雪纺 游泳沙滩装都可

奢奇/

水着 2013韓国風 リフトアップ ビキニ 3点セット レ

ディース水着 シルク質感 プール・海どちらも可

168.00 108.00 3,623 6,260,544 http://detail.tmall.com/item.htm?id=23112128928

16

包邮2013俊飞泳衣韩版小胸大胸聚拢分体裙式

女游泳衣可爱条纹泳衣

分体条纹2013最流行 显瘦身材

俊飛/

配送費込み 2013水着 韓国 リフトアップ ワンピース型

可愛い模様 2013最も流行

129.00 69.90 3,591 4,016,174 http://detail.tmall.com/item.htm?id=20442815711

17

小桃泳衣 小胸聚拢钢托裙式分体泳衣 女平角四

件套比基尼 包邮

爆款！月销1385件 条纹装N种穿法

亦美珊/

水着 リフトアップ ワンピース型・ビキニ両用 4点セッ

トビキニ 配送費込み ヒット商品 月間販売数1385枚 着

かたも様々

219.00 131.60 3,525 7,422,240 http://detail.tmall.com/item.htm?id=16556414629

18

佑游正品温泉泳衣 分体小胸保守显瘦遮肚平角

分体女士游泳衣 包邮

提示：凭20字好评语返现2元

佑遊/

正規品 温泉水着 スリム レディース水着 配送費込み 20

文字以上の好レビューで2元返金

98.00 58.00 3,399 3,154,272 http://detail.tmall.com/item.htm?id=24670428047

19

亦美珊新女士泳衣大胸小胸聚拢温泉大码遮肚显

瘦裙式平角连体泳装

荷叶边 甜美气息 裙摆俏皮可爱

亦美珊/

レディースニューモデル リフトアップ 温泉 大きいサ

イズあり ワンピース型

198.00 109.00 3,373 5,882,512 http://detail.tmall.com/item.htm?id=20743148881

20

小桃泳衣 贝迪斯2013新款 性感遮肚显瘦平角式

分体泳衣女小胸聚拢

挂脖深V 高腰设计 独立平角底裤

貝迪斯/

水着 2013ニューモデル セクシー ワンピース型 Vネッ

ク 腰高設計

138.00 75.00 3,347 4,016,400 http://detail.tmall.com/item.htm?id=18822874581
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上海も夏真っ盛りで、最高気温が30℃台の日々が続いています。夏と言えば海・プールが真っ先に思い浮かぶ人も多いかと思いますが、中国では
どうなんでしょうか。ということで、今回は水着の売れ筋調査をやってみました。今が一番水着の売れるシーズンということで、1位の商品で月間販
売数3万枚程度売れています。中国では、水泳・マリンスポーツはそこまでメジャーではない（当然、中国といっても広いので、地方によってある程
度差はありますが）ですが、それでも水着の年間販売量は2億着以上で、世界全体の5分の1を占めると言われています。価格帯で言うと、平均80
元（日本円で1280円）程度と、日本での価格を基準にすると安いのですが、こちらの基準でいうと、思ったより高めの値段かなというところです。
まぁ、水着は1シーズンに何着も買うものではないし、勝負服みたいなものなので、多少高めのものでも購入されるんでしょうね。ちなみに、私も中
国のプールに興味が無いわけではありませんが、衛生面が気になって未だに中国のプールには行ったことがありません。今度行ってみようかな。

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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