
カテゴリー： 日用品 ＞ 傘
調査日： 2013年7月1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

天堂伞太阳伞防紫外线遮阳伞超强防晒创意晴雨

伞铅笔折叠黑胶包邮

创意防紫外线 店铺大促 仅此一天

天堂傘/

日傘 紫外線防止 雨晴れ両用傘 折りたたみ傘 配送費込

み 店舗大セール 一日限り

88.00 39.90 42,043 26,840,251 http://detail.tmall.com/item.htm?id=15824668129

2

菲诺公主伞太阳伞防紫外线遮阳伞超强防晒伞50

雨伞折叠晴雨伞创意

热销万件 超强防晒 时尚穿搭潮伞

FEINUO/

日傘 紫外線防止 超強靭日傘 雨傘 雨晴れ両用傘 1万本

以上販売

66.00 39.00 26,623 16,612,752 http://detail.tmall.com/item.htm?id=19082551392

3

天堂伞正品专卖遮阳晴雨伞太阳超强防晒防紫外

线超大折叠创意包邮

超值底价回馈 疯抢开始 数量有限

天堂傘/

正規品専売 雨晴れ両用傘 超強力紫外線カット 大型折

りたたみ傘 配送費込み 数量限定

69.00 39.90 22,576 14,412,518 http://detail.tmall.com/item.htm?id=17189232200

4

天堂伞正品专卖晴雨伞创意折叠雨伞超大超强防

紫外线自动伞包邮

特价活动 仅此一天 赶紧下单吧

天堂傘/

正規品専売 雨晴れ両用傘 折りたたみ傘 超強力紫外線

カット 自動傘 配送費込み 特価イベント 一日限り

156.00 49.00 16,140 12,653,760 http://detail.tmall.com/item.htm?id=16050684254

5

天堂伞正品专卖太阳伞防紫外线遮阳伞超强防晒

晴雨伞铅笔折叠包邮

40000人好评 活动仅此一天！

天堂傘/

正規品専売 日傘 紫外線防止 超強力紫外線カット 雨晴

れ両用 折りたたみ傘 配送費込み 40000人の高評価 一

日限り

98.00 50.99 12,611 10,288,558 http://detail.tmall.com/item.htm?id=14867194170

6

商务大雨伞男士超大创意长柄户外遮阳伞韩国公

主晴雨伞包邮太阳伞

超大晴雨伞 商务伞 长柄遮阳挡雨

Dandelion/

大型雨傘 超大型傘 韓国 雨晴れ両用傘 配送費込み 超

大型雨傘 フォーマル傘

92.80 36.80 11,538 6,793,574 http://detail.tmall.com/item.htm?id=17732667314

7

跃高首创蕾丝边波点彩虹伞 韩国 公主 折叠 超强

防紫外线 防晒伞

月销万件 超强防晒 韩国时尚

Yuego/

レース付き虹柄傘 韓国 折りたたみ傘 超強力紫外線

カット 日傘 1万本以上販売 韓国流行

78.00 38.00 10,746 6,533,568 http://detail.tmall.com/item.htm?id=17341665939

8

2013天堂伞3312E甜甜蜜蜜黑胶晴雨伞防紫外线

太阳伞遮阳伞正品

钢骨防风正品强防晒错过在等1年

天堂傘/

2013天堂傘 3312E 雨晴れ両用傘 防風 強力紫外線カッ

ト

70.00 35.00 10,229 5,728,240 http://detail.tmall.com/item.htm?id=17479438370

9

天堂伞正品专卖防紫外线晴雨伞超强防晒太阳伞

遮阳伞创意折叠包邮

创意防紫外线 店铺大促 仅此一天

天堂傘/

正規品専売 紫外線防止 雨晴れ両用傘 超強力紫外線

カット 折りたたみ傘 配送費込み 一日限り

106.00 48.76 10,114 7,890,538 http://detail.tmall.com/item.htm?id=9954010304

10

天堂伞正品专卖遮阳晴雨伞太阳超强防晒防紫外

线超大折叠伞三折伞

10根加固骨架 质量保证 销量第一

天堂傘/

正規品専売 紫外線防止 雨晴れ両用傘 超強力紫外線

カット 大型折りたたみ傘 品質保証 販売数1位

56.00 29.90 9,443 4,517,531 http://detail.tmall.com/item.htm?id=17294818207

11

金丽变色雨伞折叠创意晴雨伞韩国公主遮阳伞超

轻防晒太阳伞包邮

遇水开花 爆卖3万把 仅亏一天

金麗/

折りたたみ傘 韓国 日傘 超軽量 配送費込み 3万本販売

一日限り

56.00 28.00 9,266 4,151,168 http://detail.tmall.com/item.htm?id=22080716253

12

红叶晴雨伞折叠超大创意遮阳伞超强防晒50太阳

伞防紫外线黑胶包邮

10根钢骨 超大两用 超强防紫外线

REDLEAF/

超大型折りたたみ傘 雨晴れ両用傘 紫外線カット 配送

費込み 10本骨 超紫外線カット

88.00 36.96 9,202 5,441,695 http://detail.tmall.com/item.htm?id=22760628330

13

天堂伞正品专卖太阳伞防紫外线超强防晒遮阳伞

晴雨伞折叠黑胶包邮

防晒指数最高 热卖4万把 疯抢中

天堂傘/

正規品専売 日傘 紫外線防止 超強力紫外線カット 雨晴

れ両用傘 折りたたみ傘 紫外線カット指数最高 4万本

販売

98.00 37.90 9,128 5,535,219 http://detail.tmall.com/item.htm?id=13797422751

14

太阳伞超强防晒50防紫外线遮阳伞黑胶折叠韩国

公主晴雨伞创意包邮

纯色超轻 创意折叠 5色新品黑胶

Dandelion/

日傘 超強力紫外線カット 折りたたみ傘 韓国 雨晴れ両

用 5色ニューモデル

45.00 20.90 7,502 2,508,669 http://detail.tmall.com/item.htm?id=18192407789

15
[品牌团]天堂伞正品专卖黑胶超强防晒防紫外线遮

阳伞晴雨伞太阳伞

天堂傘/

正規品専売 超強力紫外線カット 雨傘 日傘
105.00 32.90 7,231 3,806,398 http://detail.tmall.com/item.htm?id=25901848104

16

太阳城伞雨伞折叠伞 防紫外线太阳伞 超轻便 银

胶防晒遮阳晴雨伞

热卖6000件 三折超强防晒伞

Sun City/

雨傘 折りたたみ傘 紫外線防止 日傘 超軽量 6000本販

売 3段折りたたみ式

208.00 47.00 5,765 4,335,280 http://detail.tmall.com/item.htm?id=12236422217

17

天堂伞 3343E春日畅想防紫外线伞遮阳伞三折晴

雨伞银胶黑胶太阳伞

防紫外线黑胶遮阳伞太阳伞 超轻

天堂傘/

3343E 紫外線防止 日傘 雨晴れ両用傘 超軽量
118.00 28.00 5,391 2,415,168 http://detail.tmall.com/item.htm?id=18306182302

18
菲诺雨伞折叠遮阳伞防紫外线太阳伞晴雨伞创意

防晒伞

FEINUO/

雨傘 折りたたみ傘 紫外線防止 日傘 雨晴れ両用
74.00 45.00 5,292 3,810,240 http://detail.tmall.com/item.htm?id=22875300236

19

包邮超轻蕾丝公主太阳伞防紫外线遮阳伞超强防

晒50黑胶晴雨伞折叠

时尚拱形公主伞每个女孩都是公主

天堂傘/

配送費込み 超軽量 レース付き 日傘 紫外線防止 雨晴

れ両用傘

100.00 39.00 5,026 3,136,224 http://detail.tmall.com/item.htm?id=19717567173

20

SAIVEINA 纯色创意晴雨伞防晒遮阳伞折叠防紫

外线UV50太阳伞包邮

银胶布 防紫外线 经典款纯色中性

SAIVEINA/

雨晴れ両用傘 紫外線防止 UV50 折り畳み傘 紫外線

カット 配送費込み

128.00 44.80 4,196 3,007,693 http://detail.tmall.com/item.htm?id=18885883180

94.99 38.39 240,062 150,419,046
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

上海もすっかり梅雨の時期ですね、急なスコールが多いので、折りたたみ傘は今の時期外出の必需品です。ということで今回は傘の売れ筋調査を
やってみました。日本だと、折りたたみ傘と通常の傘の使用者はだいたい半々？くらいの割合かと思いますが、こちらでは断然折りたたみ傘を使用
している人が多いです。また、日本でよく見る透明なビニール傘もあまり見かけません。売れ筋もそれにならって、トップ20のうち19の商品が折り畳
み傘で、ビニール傘はランキング外です。また、ブランドで言うと、「天堂傘」というブランドが11商品もランクインしています。中国人スタッフに聞いた
ところ「安くて品質もまぁまぁ」というブランドイメージで、実際に使用しているスタッフも多いようでした。正直、傘なんて路上でもよく売っていて、ネット
で買う利点もあまり思い浮かびませんが、それでもこれだけ多くの人がネットで傘を買うんですね。今の中国で、「ネットだから売れない」という商品
は、もう無いのかもしれませんね。

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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