
カテゴリー： ベッド用品 ＞ ござ
調査日： 2013年7月29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

简舜 御藤席二/三件套 单人草席学生凉席子1.2

1.5 1.8米清仓特价

取材天然 透气亲肤 凉而不冰

簡．舜/

御藤ござ 2，3点セット 学生ござ 1.2 1.5 1.8m 在庫整

理特価 天然素材

163.33 49.00 20,333 15,941,072 http://detail.tmall.com/item.htm?id=13718134551

2

老蔡竹木 凉席单人御藤席二/三件套折叠学生席子

清仓 1.5 1.8米

[大促商品] 老蔡御藤席 清凉舒适

laocai/

ござ 一人用御藤ござ 2、3点セット 折りたたみ 学生

ござ 在庫整理 1.5 1.8m

99.00 49.50 12,916 10,229,472 http://detail.tmall.com/item.htm?id=14457998419

3

凉席 加厚可折叠御藤席二三件套 单人草席学生席

子1.5 1.8米 清仓

全网口碑最好 评分最高 值得购买

萱宜閣/

折りたたみ 御藤ござ 2、3点セット 一人用 学生ござ

1.5 1.8m 在庫整理特価

176.00 52.80 10,299 8,700,595 http://detail.tmall.com/item.htm?id=23249272199

4

简恋 藤席特价凉席 加厚透气御藤席 冰凉席子三

件套可折叠 新品

高品质 加厚密 御藤席 二/三件套

簡恋/

藤ござ 特価 3点セット 新製品 高品質 御藤ござ
238.00 119.00 6,574 12,516,896 http://detail.tmall.com/item.htm?id=23412904437

5

VIP唯品会二/三件套凉席 单人1.2米席子特价 1.5

1.8双人藤席清仓

0.9/1.2两件套 1.5/1.8三件套

冬暖夏涼/

VIP独占 2、3点セット 一人用1.2mござ 特価 1.5 1.8二

人用 藤ござ 在庫整理

65.00 39.00 4,970 3,101,280 http://detail.tmall.com/item.htm?id=14597449071

6

艾do 凉席单人双人御藤席二/三件套 折叠 席子

1.5 1.8米 特价包邮

时尚 大气 细滑 与众不同

艾DO/

ござ 一人用・二人用 2、3点セット 折りたたみ 1.5

1.8メートル 特価 配送費込み

138.00 38.43 4,708 2,894,855 http://detail.tmall.com/item.htm?id=19610539887

7

l凉席天然藤席1.8米加厚 冰丝凉席子三件套

1.5/1.8米liangxi 清仓

清凉一夏 冰丝凉席 凉而不冰

C．DODO/

天然藤ござ 1.8m 3点セット 1.5/1.8m 在庫整理
496.67 94.80 4,283 6,496,454 http://detail.tmall.com/item.htm?id=18903259128

8
艾do 凉席双人藤席三件套 折叠 席子 特价

清凉 透气 细滑 7天无理由退换

艾DO/

ござ 2人用 藤ござ 3点セット 特価 7日間返品/交換
399.00 99.00 4,209 6,667,056 http://detail.tmall.com/item.htm?id=20931387994

9
艾琳娜席子 加厚藤席三件套 1.2单人学生草席 凉

席1.5 1.8米清仓

Ai Ling na/

藤ござ 3点セット 1.2一人用 1.5 1.8在庫整理
118.00 59.90 3,927 3,763,637 http://detail.tmall.com/item.htm?id=22856300008

10

有光 安吉纯天然可折叠双面竹藤席 空调凉席子

1.5/1.8米

精选头层竹青 热睡竹面凉睡藤面

YGAIN/

純天然折りたたみござ 両面 1.5/1.8m 熟睡には竹の面

を 涼を取るには藤の面を

489.00 159.00 3,782 9,621,408 http://detail.tmall.com/item.htm?id=21201951288

11

老蔡竹木 凉席竹席炭化双面席子 镜面竹凉席单双

人折叠1.5/1.8米

【大促商品】源自安吉生态毛竹

laocai/

ござ 竹ござ 炭化 両面ござ 1人、2人用 折りたたみ

1.5 1.8m

320.00 96.00 3,760 5,775,360 http://detail.tmall.com/item.htm?id=14387615831

12

博洋家纺 凉席冰丝席 藤席子1.8米1.5米花篮蜜语

冰丝席三件套多款

凉而不冰 防止出汗感冒 不咬头发

博洋/

ござ 藤ござ 1.8 1.5m 3点セット 多種類 汗かき防止
568.00 198.80 3,687 11,727,610 http://detail.tmall.com/item.htm?id=17297481248

13

舒格家居 双面炭化凉席 竹席 折叠席子镜面竹凉

席1.2/1.5米/1.8米

专注竹席20年 玉格炭化亲肤竹席

SUGER/

両面 炭化ござ 竹ござ 折りたたみ 1.2 1.5 1.8m 竹ござ

作り20年

220.00 88.00 3,413 4,805,504 http://detail.tmall.com/item.htm?id=14424906337

14

SHOCI 凉席 1.8米三件套 御藤席 草席单人 席子

1.5 特价 清仓包邮

精品加厚藤席 透气无毛刺 清仓中

喜茲/

ござ 1.8m 3点セット 御藤ござ 一人用 1.5 特価 在庫整

理配送費込み

158.00 69.52 2,782 3,094,474 http://detail.tmall.com/item.htm?id=19228951987

15

俏恋凉席1.2加厚1.8米凉席清仓儿童席子草席二/

三件套1.5米御藤席

纯天然绿色环保 裸睡 凉而不冰

俏恋/

ござ 1.2m 1.8m 在庫整理 2点、3点セット 1.5m 御藤

ござ 純天然

76.00 19.00 2,761 839,344 http://detail.tmall.com/item.htm?id=10391879324

16

清仓包邮！加厚凉席冰丝席 御藤席子二三件套 单

人1.2/1.5/1.8米

热销16000件 凉而不冰！

Eskimo/

在庫整理 配送費込み ござ 御藤ござ 2，3点セット 一

人用 1.2/1.5/1.8/ 16000枚販売！

476.00 119.00 2,687 5,116,048 http://detail.tmall.com/item.htm?id=14423477353

17

简森家居 舒之家碳化凉席 竹席 双面折叠 镜面竹

凉席子 1.5/1.8米

掌柜推荐性价比之王：环保亲肤席

舒之家/

竹ござ 両面 折りたたみ 竹 1.5/1.8m
96.00 48.00 2,516 1,932,288 http://detail.tmall.com/item.htm?id=19163379838

18

若琳 单人凉席0.9m学生席子折叠0.8/1.0/1.2/1.35

米藤席 清仓特价

包邮4.2折疯抢中

若琳/

一人用 ござ 0.9m 学生ござ 折りたたみ

0.8/1.0/1.2/1.35m 藤ござ 在庫整理特価

70.00 29.40 2,376 1,117,670 http://detail.tmall.com/item.htm?id=14897353595

19

柏丝羽 炭化凉席 双面折叠竹席单双人镜面竹凉席

子1.2/1.5/1.8米

好评如潮 4.8分 真的很滑很凉爽

Bothyu/

炭化ござ 両面折りたたみ 1人/2人用 竹ござ

1.2/1.5/1.8m

156.00 78.00 2,013 2,512,224 http://detail.tmall.com/item.htm?id=22844396939

20

【朗绮家纺】 卡通猴子夏季植物纤维1.2 1.5凉席

藤席1.8学生席子

夏季清仓咯 历史最低价！就一次

LLANCL/

夏 植物性繊維ござ 1.2 1.5 ござ 藤ござ 1.8学生ござ 夏

物在庫整理特価 過去最低価格

130.00 46.80 1,968 1,473,638 http://detail.tmall.com/item.htm?id=20107071773

232.60 77.65 103,964 116,853,248
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

今回は、「ござ」の売れ筋調査です。ござと言っても、中国語では「凉席」とか「席子」と呼ばれている、ベッドに敷いて涼を取るための商品です。中国
の一般の家庭では、夏の必需品と言ってもいいくらいで、どこの家庭にも必ず置いてあります。素材は、フジや竹製、化学繊維のものが多く、高級
なものでは牛革制のものもあります。商品名のなかに、2点セット・3点セット等という表記が出てきますが、これはこちらではよく使う言い方で、2点
セットは「ござ1枚と枕カバー1枚」、3点セットは「ござ1枚と枕カバー2枚」というセット内容になっています（普通のリネンセットの場合は、「シーツ、枕
カバー、布団カバー各1枚」を総して3点セットと表記します。）。こういう商品はだいたい夏のはじめに買うもので、もう売れるピークは過ぎているの
で、「清仓（在庫整理）」と称して売れ残りをどうにか販売しようという店舗が多いようです。実は私も先日購入してみたのですが、意外と涼しくて、快
適でした。おすすめです。

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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