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1

防晒霜正品女防水海边防紫外线晒后修复身体美

白儿童防晒乳油护肤

请拍套餐 5件套非小样29.9元包邮

扶正堂/

日焼け止め 正規品 女 防水 海 紫外線防止 美白 皮膚保

護 5本セットは29.9元配送費込み
280.00 9.90 24,472 3,876,365 http://detail.tmall.com/item.htm?id=18431273354

2

美肤宝防晒霜正品/美白隔离霜女套装专柜 防水

海边绿色spf20包邮

防晒类销量冠军全网销量第一防晒

美膚宝/

美膚宝 日焼け止め 正規品 美白 女 セット 防水 海 緑色

spf20 配送費込み ネット販売全国ナンバーワン
70.00 53.00 10,716 9,087,168 http://detail.tmall.com/item.htm?id=12705236571

3

专柜正品包邮 相宜本草水盈清透防晒露 SPF30

美白保湿清爽防晒霜

全方位立体防晒 下单即送60g冰膜

相宜本草/

正規品 配送費込み 相宜本草日焼け止め SPF30 美白

保湿 日焼け止め 全方位立体ガード
39.80 29.80 10,341 4,930,589 http://detail.tmall.com/item.htm?id=2253833774

4
美肤宝防晒霜正品套装 美白隔离防晒霜30 隔离

霜绿色正品专柜包邮

美膚宝/

美膚宝 日焼け止め 正規品セット 美白 日焼け止め30

正規品 配送費込み
100.00 85.00 5,664 7,703,040 http://detail.tmall.com/item.htm?id=15578476888

5

包邮 护肤品专柜 正品旁氏无瑕透白防晒霜隔离

SPF30 晒后修复美白

针对油性肌肤防晒修复热销7328件

Ponds/

配送費込み 皮膚保護 正規品 日焼け止め SPF30 美白

7328個販売
79.00 71.00 5,342 6,068,512 http://detail.tmall.com/item.htm?id=23185668838

6

美肤宝防晒霜30倍SPF美肤宝隔离防晒霜正品专

柜 美白防晒防水包邮

中国防晒品类销量冠军 防晒首选

美膚宝/

美膚宝 日焼け止め 30倍SPF 正規品 美白 防水 配送費

込み 中国日焼け止め用品販売数ナンバーワン
100.00 75.00 4,622 5,546,400 http://detail.tmall.com/item.htm?id=12345152195

7

水尚美白隔离防护霜SPF30正品专柜 美白保湿防

水防汗 防护乳包邮

多重防护 户外海边旅游防护必备

水尚/

水尚 美白 日焼け止め SPF30 正規品 美白 保湿 防水

防汗 配送費込み 多重ガード 屋外、海 、旅行に必須
79.00 29.00 3,781 1,754,384 http://detail.tmall.com/item.htm?id=17659369147

8
包邮 曼秀雷敦新碧水感防晒露100g SPF25 轻透

水薄男女防晒霜/乳

メンソレータム/

配送費込み メンソレータム 水感日焼け止め 100g

SPF25 男女 日焼け止めクリーム
39.80 39.80 2,657 1,691,978 http://detail.tmall.com/item.htm?id=19353467425

9

SISEAN/香港水尚美白防晒套装(防晒乳30g+BB

霜50g) 裸妆遮瑕隔离

PA30+隔离防护紫外线UV 保湿

水尚/

SISEAN 香港水尚 美白 日焼け止めセット（日焼け止

めクリーム30g+BBクリーム50g） PA30+UVカット

保湿

136.00 39.00 2,472 1,542,528 http://detail.tmall.com/item.htm?id=20832631206

10

PBA 清透防晒霜SPF25 美白保湿防晒 防紫外线

防晒乳 男女士防晒

顶级防晒 销量第一防晒霜

PBA/

PBA 日焼け止め SPF25 美白 保湿 日焼け止め 紫外線

防止 男女 販売数ナンバーワン日焼け止め
89.00 39.00 2,297 1,433,328 http://detail.tmall.com/item.htm?id=2252551486

11

包邮专柜正品 自然堂防晒霜 隔离防晒乳液

SPF30++男女 补水 清爽

全场满150送150元 满300送300元

自然堂/

配送費込み 正規品 自然堂 日焼け止め 日焼け止め乳液

SPF30++ 男女 保湿
78.00 58.50 2,158 2,019,888 http://detail.tmall.com/item.htm?id=16210712383

12

快递包邮 曼秀雷敦新碧水薄清爽防晒露SPF30

80G 男女士防晒霜/乳

清爽不油腻 持久水润抗击紫外线

メンソレータム/

配送費込み メンソレータム 日焼け止め SPF30 80g 男

女日焼け止めクリーム
35.80 35.80 2,137 1,224,074 http://detail.tmall.com/item.htm?id=14760747475

13

大宝防晒霜75g 清爽保湿防晒露spf20 防紫外线

正品美白包邮

轻薄透气不黏腻 轻松防晒每一天

大宝/

日焼け止め 75g 保湿 日焼け止め spf20 紫外線防止 正

規品 美白 配送費込み
17.90 17.90 2,092 599,149 http://detail.tmall.com/item.htm?id=9518978479

14

华桑专柜正品 温和抗敏 家庭健康防晒乳 防晒霜

SPF25

温和抗过敏 全场包邮精彩在首页

華桑/

華桑 正規品 アレルギー防止 家庭健康日焼け止め 日焼

け止め SPF25 配送費込み
140.00 39.90 1,922 1,227,005 http://detail.tmall.com/item.htm?id=24188356482

15
【折800独家优惠】梵洁诗多重阳光美白防晒霜

SPF30PA 隔离防晒乳

FANJEIS/

FANJEIS 美白 日焼け止め SPF30PA 日焼け止めク

リーム
130.00 78.00 1,863 2,325,024 http://detail.tmall.com/item.htm?id=18543104108

16

养生堂朵而 植物防晒乳SPF30 清爽美白防辐射

隔离霜 防晒霜 正品

今日买一送三 植物防晒乳

DUOER/

DUOER 植物性日焼け止め SPF30 美白 紫外線防止 正

規品
109.00 43.60 1,839 1,282,886 http://detail.tmall.com/item.htm?id=9738701204

17

自然堂防晒霜正品 SPF30 多重隔离防晒乳液

60ml 隔离霜 专柜包邮

买一送三 包邮多重防晒美白

自然堂/

自然堂 日焼け止め 正規品 SPF30 多重ガード 乳液

60ml 配送費込み 1つ購入で3つプレゼント
78.00 58.50 1,679 1,571,544 http://detail.tmall.com/item.htm?id=14746507360

18

温碧泉专柜正品0动美白隔离防晒霜套装/女

SPF30 防水防汗防晒乳

夏季必备 冠军防晒

WETHERM/

正規品 美白 日焼け止め セット 女 SPF30 防水 防汗

夏の必需品
126.00 76.86 1,646 2,024,185 http://detail.tmall.com/item.htm?id=15246019540

19

俏颜坊正品防晒乳液150g 全身美白高倍海边隔

离防晒霜SPF30包邮

美女必备防晒乳液　淘宝销量第一

QYF/

正規品 日焼け止め乳液 150g 全身美白 海 SPF30 配送

費込み 淘宝販売数ナンバーワン
88.00 39.60 1,605 1,016,928 http://detail.tmall.com/item.htm?id=24208028614

20

韩束防晒霜SPF30美白保湿女隔离乳液露防紫外

线防水专柜正品包邮

防晒乳美白 保湿防紫外线

Kans/

日焼け止め SPF30 美白 保湿 乳液 紫外線防止 防水 正

規品 配送費込み
69.00 49.00 1,453 1,139,152 http://detail.tmall.com/item.htm?id=17512194190

94.22 48.41 90,758 56,924,974
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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こんにちは、浅野です。上海の夏はまだまだ終わりません、暑いです。ということで、今回は日焼け止めの売れ筋調査をやってみました。もう8月も
半ばですが、まだまだ売れています。1位の商品を見てまず驚いたのですが、9.9元という価格。全ての商品が安かろう悪かろうというわけではない
んでしょうが、それでも100円ちょっとの商品に、この酷暑の中で日焼け対策を任せるのは、なかなか勇気が要ります。定価も280元とか言っていま
すが、「その定価で売ったことあるんかい！」と問い詰めたくなります。ちなみに、中国で生産する商品のSPF(紫外線防止効果)の数値の「表記」は
30以下と法律で定められていますが、例えばSPF30と書いてある商品でも、実際はSPF30以上の効果がある商品が売られていることもあります。
化粧品屋さんで「一番強い日焼け止めを紹介してください」と聞くと、そういう商品を持ってきて、「SPF30と書いてあるけど、それは法律で表記が規
制されているからで、実際中身はSPF50の効果があるものだよ」と、さもセールスポイントのように紹介してくれます。そんなんでいいのかどうかは
別として、中国らしくて面白いですね。

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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