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1

正品火烈鸟睫毛膏不可思议纤长心跳组合睫毛膏

拉长纤长授权专卖店

亏本秒杀 下手早则有下手慢则无

火烈鳥/

正規品 マスカラ ロング 授権専売店 赤字秒殺 39.00 25.00 6,552 2,620,800 http://detail.tmall.com/item.htm?id=9065336066

2

虞文萱睫毛增长液 超强睫毛膏眉毛生长液滋养

液纤长浓密男女彩妆

买2送高级精致睫毛夹 套餐更优惠

YUWENXUAN/

マスカラ 増長液 超強力マスカラ 滋養液 ２本購入で

カーラープレゼント セットはもっとお買い得
48.00 33.60 5,082 2,732,083 http://detail.tmall.com/item.htm?id=3357478626

3

卡姿兰睫毛膏防水不晕染 大眼睛睫毛膏纤长浓

密卷翘 防水防晕包邮

极致放大双眼 天猫排名第1睫毛膏

carslan/

マスカラ 防水 ロング 配送費込み 天猫ランキング１位 79.00 49.00 4,784 3,750,656 http://detail.tmall.com/item.htm?id=2889339873

4

美丽之吻 睫毛膏 正品 纤长 浓密 卷翘 超防水

大眼睛睫毛膏

拍下自动减为9.9元 亏本赚吆喝价

KISS BEAUTY/

マスカラ 正規品 ロング 濃密 超防水 パッチリ目 赤字覚

悟
69.00 9.90 4,074 645,322 http://detail.tmall.com/item.htm?id=18266293396

5

美宝莲 密扇睫毛膏 紫胖子纤长浓密 卷翘防晕染

彩妆 专柜正品包邮

全球销量NO.1卷翘纤长浓密不晕染

Maybelline/

マスカラ ロング 濃密 専売正規品配送費込み 全国販売

数NO.1
99.00 89.00 2,940 4,186,560 http://detail.tmall.com/item.htm?id=13903451152

6

玛丽黛佳 王牌嫁接睫毛膏纤长浓密卷翘/防水防

汗不晕染 专柜正品

首创嫁接式睫毛膏

Marie Dalgar/

マスカラ ロング 濃密 防水 防汗 専売正規品 79.00 69.00 2,640 2,914,560 http://detail.tmall.com/item.htm?id=13152599505

7

包邮 ifiona菲奥娜 纤长浓密女式睫毛膏 防水防

晕卷翘免邮正品

防水防晕卷翘增长 送一盒化妆棉

iFiona/

配送費込み ロング 濃密 マスカラ 防水 正規品 防水

コットンプレゼント
49.00 29.00 2,426 1,125,664 http://detail.tmall.com/item.htm?id=12763930330

8

【满3支包】The Face Shop 菲诗小铺 清新丰盈

/黑杆 防水睫毛膏

拉长明显，根根分明，洗面奶可卸

The Face Shop/

3本で配送費無料 黒 防水マスカラ 洗顔剤で洗い落とし

可能
18.00 18.00 2,260 650,880 http://detail.tmall.com/item.htm?id=10662368149

9

包邮特价娥佩兰调量睫毛膏纤长浓密随心控睫毛

液增长液正品防水

耐汗耐泪 温水卸妆 送睫毛夹

Opera/

配送費込み 特価 マスカラ ロング 濃密 睫毛増長液 正規

品 防水
69.00 59.00 1,812 1,710,528 http://detail.tmall.com/item.htm?id=21697016141

10

高端大牌 MaxFactor 蜜丝佛陀浓密魅眼专业睫

毛膏 纤长浓密 包邮

彩妆师最爱 拒绝假睫毛

MaxFactor/

マスカラ ロング 配送費込み メイキャップアーティス

ト最愛 付けまつげ必要なし
138.00 117.30 1,597 2,997,250 http://detail.tmall.com/item.htm?id=15248772651

11

卡姿兰睫毛膏彩妆正品大眼睛广角睫毛膏纤长浓

密卷翘不晕染防水

和假睫毛说Bye bye！超值包邮！

CARSLAN/

マスカラ 正規品 ぱっちり目 広角 ロング 防水 つけまつ

げにByebye! 特価配送費込
109.00 68.00 1,445 1,572,160 http://detail.tmall.com/item.htm?id=22539660520

12

罗菲亚无境炫黑纤长浓密睫毛膏/防水防晕卷翘

正品彩妆包邮

加1元赠送眼线液笔1支 请拍套餐

LOFEA/

黒 ロング マスカラ 防水 正規品 配送費込 +１元でアイ

ライン贈呈
39.00 18.80 1,431 430,445 http://detail.tmall.com/item.htm?id=10122258450

13

PBA 极致卷翘防水睫毛膏10g 纤长浓密 防汗不

晕染彩妆正品特价

浓密纤长 一分钟打造魅惑大眼

PBA/

防水 マスカラ 10g ロング 防汗 正規品 特価 １分でつく

るぱっちり目
59.00 59.00 1,372 1,295,168 http://detail.tmall.com/item.htm?id=12292433443

14
【付邮试用】蕾琪夺目飞翘睫毛膏 卷翘防水不

晕染

LCHEAR/

【試用中心】マスカラ 防水 にじみ防止 39.00 39.00 1,290 804,960 http://detail.tmall.com/item.htm?id=21759124338

15

包邮 YangSang/杨桑 3D极致卷翘睫毛膏10ml

纤长浓密卷翘防水正品

买2支 就送睫毛夹1支 限量抢购！

YANGSANG/

配送費込 3Dマスカラ 10ml ロング 防水 正規品 ２本購

入でカーラープレゼント 数量限定
49.00 49.00 1,177 922,768 http://detail.tmall.com/item.htm?id=15495798231

16

【付邮试用】ALOBON/雅邦 无境纤长睫毛膏

7ml 防水防汗 不晕染

显著增长，全天不晕染

AloBon/

【試用中心】ロング マスカラ 7ml 防水 防汗 にじみ防

止
30.00 30.00 1,177 564,960 http://detail.tmall.com/item.htm?id=22852728576

17

官方授权 正品火烈鸟极瞬浓密瞬现浓密睫毛膏

浓密纤长不易晕染

浓密 纤长 不易晕染 物美价廉

火烈鳥/

公式授権 正規品 ロングマスカラ にじみ防止 25.00 19.80 965 305,712 http://detail.tmall.com/item.htm?id=9633522402

18

韩国专柜正品 韩熙贞 炫翘睫毛膏8g 防水纤长卷

翘 持久不晕染包邮

“瞬间放大 卷翘浓密 持久防水”

HEXZE/

韓国専売正規品 マスカラ 8g 防水 にじみ防止 配送費込

み
99.00 65.00 941 978,640 http://detail.tmall.com/item.htm?id=25824208791

19

巧迪尚惠晶钻摩翘睫毛膏10g 防水防晕 纤长浓

密卷翘 彩妆正品包邮

口碑爆款 买就送妆前乳5ML

Qdsuh/

マスカラ 10g 防水 にじみ防止 ロング 正規品 配送費込

み 下地乳液プレゼント
79.00 47.00 923 694,096 http://detail.tmall.com/item.htm?id=22673060687

20

全球首发美睫全能王 美宝莲飞箭睫毛膏 温水卸

卷翘干净不结块包邮

拒绝苍蝇腿 浓密也能更干净！

Maybelline/

マスカラ 温水で洗い落とし可能 配送費込み 蝿の足克

服
99.00 99.00 815 1,290,960 http://detail.tmall.com/item.htm?id=18616903560

65.70 49.67 45,703 30,903,211
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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今回はコスメ用品、マスカラの売れ筋調査です。価格帯は20元～70元前後で、ランキング内での平均販売価格は約50元です。日本でマスカラを買
うとなると1000円程度はするので、やはり日本での価格帯よりも低めですね。ただ、そうはいっても数100円の世界、円安の今では、日本製品との
価格差も比較的少ないジャンルと言えるかもしれません。タオバオでは、並行輸入された日本ブランドの製品が1000個単位で売れているのも見か
けます。日本ブランドにもどんどん進出してもらいたいところですが、化粧品の中国進出はアパレルや雑貨などと比べて、書類の準備や各種申請に
非常に手間がかかります。その中でも、衛生許可書と非特殊用途化粧品証明書は厄介で、申請後数ヶ月間待たされるのは当たり前です。色々面
倒なことは多いですが、やはり化粧品というジャンルはTmall内でも超メジャーなジャンル、ぜひ進出したいですね。

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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