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1

瑞士正品BINGER宾格手表陶瓷表白色女表女士

手表韩国情侣手表水钻

瑞士品牌 好品质 大气有面子

BINGER/

スイス正規品 BINGER腕時計 ホワイトセラミック レ

ディース 韓国 時計 スイスブランド 高品質
506.00 198.00 10,009 31,708,512 http://detail.tmall.com/item.htm?id=14920069713

2

多功能时尚男女学生表 Led数显手表 果冻表防

水糖果色电子表包邮

显示时间、月份、年份、秒数

VUAIS/

多機能ファッションウォッチ 男女学生 Ledデジタル時

計 防水 配送費込み 時間、月、年、秒数表示
98.00 19.80 7,466 2,365,229 http://detail.tmall.com/item.htm?id=21363587732

3

正品瑞士宾格BINGER手表男士全自动机械表 镂

空男表 商务防水腕表

全自动机械表 老少皆宜

BINGER/

正規品 スイス BINGER腕時計 メンズ 全自動機械時計

フォーマル防水腕時計 全自動
1280.00 398.00 6,330 40,309,440 http://detail.tmall.com/item.htm?id=22574324778

4

正港KIMIO石英表 韩国韩版时尚水钻表手链复

古表果冻女表手表学生  公益捐赠

心形手链 可爱吊坠 精致百搭款

Kimio/

韓国 ファッションウォッチ 腕時計 クラシック レ

ディース 学生 ハート型
32.50 26.00 5,759 2,395,744 http://detail.tmall.com/item.htm?id=7992161730

5

正港ZGO韩国时尚磨砂果冻表 学生手表运动水

钻时装石英男表复古表  公益捐赠

销量第一 环保硅胶 撞色升级抢鲜

ZGO/

正規品 韓国 ファッションウォッチ 学生腕時計 スポー

ツウォッチ メンズ 販売数ナンバーワン
59.80 29.90 5,755 2,753,192 http://detail.tmall.com/item.htm?id=8140241528

6

原装欧利时正品防水陶瓷表韩版超薄水钻女士手

表白色女表专柜包邮

聚直降300 历史最低价 仅此一天

OLEVS/

正規品 防水 セラミック 韓国 超薄型 レディース ホワイ

ト 配送費込み 特価300元 過去最低価格 1日限り
1190.00 299.88 5,592 26,830,863 http://detail.tmall.com/item.htm?id=21747648563

7

正品时刻美男士手表 韩国时尚男表防水情侣电

子表复古LED创意手表

销量第一情侣手表七夕情人节礼物

Skmei/

正規品 メンズウォッチ 韓国 ファッション 防水 デジタ

ル腕時計 LED腕時計 販売数ナンバーワン
150.00 75.00 5,375 6,450,000 http://detail.tmall.com/item.htm?id=14555119076

8

韩版潮复古男士手表 时尚LED防水学生电子表

多功能户外运动手表

多功能夜光运动表！30米防水！

Skmei/

韓国 クラシック メンズウォッチ LED防水学生 デジタ

ルウォッチ 多機能スポーツウォッチ
134.00 67.00 5,345 5,729,840 http://detail.tmall.com/item.htm?id=17273602495

9

瑞士BINGER宾格天工精钢商务自动机械表防水

男表男士腕表手表 男

满98减5元现金 男表买就送表带

BINGER/

スイスBINGER フォーマル 自動機械時計 防水 メンズ

腕時計 男 98元購入で5元割引
997.00 299.10 5,287 25,301,467 http://detail.tmall.com/item.htm?id=15605915485

10

TSS天思 正品 全自动机械表男表 镂空 精钢手

表 防水钢带夜光

超人气已售四万件！正品防伪保证

TSS/

正規品 全自動機械時計 腕時計 防水 発光 超人気 4万件

販売 正規品保証
198.00 128.00 4,825 9,881,600 http://detail.tmall.com/item.htm?id=20119000874

11

正品LESTE莱斯特钨钢男士手表商务石英男式

腕表防水男表情侣表

官方正品 进口钨钢防刮防磨防水

LESTE/

正規品 LESTE メンズ腕時計 メンズ 防水 オフィシャル

正規品 輸入
596.00 298.00 4,150 19,787,200 http://detail.tmall.com/item.htm?id=14214908042

12

迪士尼手表 女 学生 韩国时尚皮带 正品迪斯尼

女孩儿童米奇手表  公益捐赠

热销3000多只!VIP价78元!限100支

Disney/

ディズニー腕時計 レディース 学生 韓国ファッション

正規品 ディズニー 3000個以上販売 VIP価格78元！100

個限定

128.00 78.08 3,978 4,969,636 http://detail.tmall.com/item.htm?id=6136099548

13

瑞士正品BINGER宾格男表自动机械表男士手表

精钢商务腕表防水镂空

热卖二万件 爆款商务休闲机械表

BINGER/

スイス正規品 BINGER腕時計 メンズ 自動機械時計 メ

ンズ腕時計 防水 2万個販売突破
975.00 399.75 3,711 23,735,556 http://detail.tmall.com/item.htm?id=17971595094

14

男士手表正品学生表男腕表商务石英表复古表超

薄时间故事男式手表  公益捐赠

刻字手表，送礼有面子，79包顺丰

Time Story/

メンズ腕時計 正規品 学生 クラシック 超薄型 メンズ

ウォッチ 配送費込み
125.00 69.00 3,195 3,527,280 http://detail.tmall.com/item.htm?id=5110999603

15

正品瑞士嘉年华手表男士全自动机械表防水钢带

陶瓷表镂空运动男表

官方推荐 动感优雅 精准计时

CARNIVAL/

メンズ 全自動機械腕時計 防水 スポーツウォッチ オ

フィシャル推薦
1300.00 429.00 3,113 21,367,632 http://detail.tmall.com/item.htm?id=17589295348

16

正港ZGO糖果色果冻手表 韩国时尚学生女表韩

版可爱潮流个性石英表  公益捐赠

舒适环保硅胶 简约设计 潮流单品

ZGO/

正規品 韓国 ファッションウォッチ 学生腕時計 スポー

ツウォッチ メンズ 販売数ナンバーワン
59.80 29.90 3,048 1,458,163 http://detail.tmall.com/item.htm?id=8236755678

17

正品BINGER宾格全自动机械表男士手表防水精

钢男表复古表货到付款  公益捐赠

满98减5元现金 男表买就送表带

BINGER/

正規品 BINGER 全自動機械腕時計 メンズ 防水 クラ

シック 着払い 98元購入で5元割引
515.60 299.05 2,997 14,340,046 http://detail.tmall.com/item.htm?id=17117099535

18

双显手表 男士户外运动多功能登山电子表LED

防水学生热卖潮男手表

双机心，双时间，多功能，EL背光

Skmei/

アナログ/デジタル両用時計 メンズスポーツウォッチ

LED防水 学生 メンズ腕時計
158.00 68.00 2,889 3,143,232 http://detail.tmall.com/item.htm?id=20040291094

19

正品手表男 女韩国时尚学生防水儿童表电子表

儿童手表男孩果冻表

闹钟 秒表七彩背光 多功能运动表

Besdel/

正規品 腕時計 メンズ レディース 学生 防水 デジタル腕

時計 多機能スポーツウォッチ
98.00 35.08 2,862 1,606,383 http://detail.tmall.com/item.htm?id=15060370037

20

夜光韩版女表皮带时尚可爱学生防水钻女表包邮

时装表正品女士手表

（可爱韩版学生）成本价销售包邮

Prema/

発光 韓国 レディース 学生 防水 配送費込み 正規品 レ

ディースウォッチ
150.00 39.00 2,768 1,727,232 http://detail.tmall.com/item.htm?id=14626313292

437.54 164.28 94,454 247,661,015
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

セールス・インチャイナ代表・浅野よりセールス・インチャイナ代表・浅野よりセールス・インチャイナ代表・浅野よりセールス・インチャイナ代表・浅野より

このコーナー、最近夏ネタばかりだったので、今回はちょっと雰囲気を変えて腕時計の売れ筋調査をやってみました。売れている商品は安めの価
格帯のカジュアルウォッチが多いですね。とは言っても、3位の商品なんかは398元という販売価格で、6000本以上売れています。「BINGER」という
ブランドの商品で、スイス発の「世界的著名ブランド」という体裁で売っているようですが、私は名前も聞いたことがありません。中国で「世界的著名
ブランド」を謳っているものは、しばしば中国国内だけで有名な「世界的著名ブランド」の場合があるので、注意が必要です（笑） こういう商品が売れ
るのは、まだ中国の市場が完全に成熟しきっていないことが原因でしょうね。とは言っても、消費者の目はここ数年で急速にに肥えてきているの
で、こういう商品が売れなくなる日は案外近いのかもしれません。

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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