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1

安之星 水龙头净水器 家用 直饮 厨房自来水过滤

机器正品全国联保

全网唯一月销5000送滤芯 送花洒

安之星/

蛇口取り付け式浄水器　家庭用　キッチン　直飲み

水道水浄水器　正規品　全国修理保証　唯一の月間販

売数5000個突破商品　替芯プレゼント

178.00 57.85 4,971 4,601,158 http://detail.tmall.com/item.htm?id=18759920535

2

施恩德 德国 水龙头净水器 家用 厨房 直饮 自来

水过滤器 净水机

出口品质/性价比最高/销量第一

Schand/

ドイツ　蛇口取り付け式浄水器　家庭用　キッチン

直飲み　水道水浄水器　輸出品質　販売数ナンバーワ

ン

116.00 58.00 3,125 2,900,000 http://detail.tmall.com/item.htm?id=17176385689

3

安之星五级净水器家用直饮厨房自来水过滤器超

滤净水机正品包邮

五层高精度过滤 安全直饮 无废水

安之星/

5つ星浄水器　家庭用　直飲み　キッチン　水道水浄

水器　超ろ過浄水器　正規品　配送料込み　5層高精

度ろ過　安全

1198.00 379.77 2,939 17,858,304 http://detail.tmall.com/item.htm?id=18101476331

4

善之泉 净水器 家用 直饮 水龙头净水器 厨房自来

水过滤器 净水机

有水批文 不锈钢 全陶瓷 7级过滤

善之泉/

浄水器　家庭用　直飲み　蛇口取り付け式浄水器

キッチン　水道水浄水器　ステンレス　陶器　7級ろ

過

796.00 199.00 2,121 6,753,264 http://detail.tmall.com/item.htm?id=14688971095

5

英国道尔顿M15HCP净水器 家用厨房过滤器 自

来水龙头净水器 直饮

限送50倍积分 英国原装进口滤芯

Doulton/

ドイツDoulton　M15HCP浄水器　家庭用　キッチン

ろ過器　水道水蛇口取り付け式浄水器　直飲み　限定

ポイント50倍　ドイツ輸入替芯

998.00 898.00 1,656 23,793,408 http://detail.tmall.com/item.htm?id=9723832601

6

Midea/美的MC-3(969CB) 饮水机过滤桶 净水器

美的家用净水桶

美的正品 净水桶 健康直饮 联保

Midea/

MideaMC-3(969CB)　飲水器ろ過　浄水器　家庭用

浄水ポット　正規品　健康直飲み
399.00 109.00 1,573 2,743,312 http://detail.tmall.com/item.htm?id=25587080300

7

美的净水器家用直饮厨房过滤反渗透高端净水机

MRO121-4龙头纯水机

中国水质专用款 高端升级不加价

Midea/

浄水器　家庭用　直飲み　キッチン　浄水　高級浄水

器　MRO121-4　蛇口浄水器　中国水質専用モデル
2996.00 1498.00 1,555 37,270,240 http://detail.tmall.com/item.htm?id=19258715852

8

飞利浦WP2806直饮净水壶 家用厨房净水器过滤

水壶净水杯 3.6L包邮

全网净水壶销量第一，真正可直饮

Philips/

フィリップスWP2806　直飲み　浄水ポット　家庭用

キッチン　浄水器　ろ過ポット　3.6L　配送費込み

全国浄水ポット販売数ナンバーワン

99.00 99.00 888 1,406,592 http://detail.tmall.com/item.htm?id=18157130071

9

沁园台式净水器家用直饮A2-1水龙头净水器厨房

自来水过滤净水机

终端净水器 全面祛除细菌杂质

沁園/

台式浄水器　家庭用　直飲み　A2-1　蛇口浄水器

キッチン　水道水浄水器　全面除菌
598.00 299.00 778 3,721,952 http://detail.tmall.com/item.htm?id=17629227597

10

【爱惠浦官方专卖】PBS-400型净水器 家用直饮

过滤器 厨房净水机

抑制水垢 强化杀菌 口感好

EVERPURE/

【EVERPUREオフィシャル専売】PBS-400型浄水器

家庭用　直飲み　浄水器　キッチン浄水器　水垢防止

殺菌強化

1269.00 799.00 742 9,485,728 http://detail.tmall.com/item.htm?id=2977115959

11
沁园RU-185C反渗透净水器家用直饮纯水机厨房

龙头除水垢高端过滤

沁園/

RU-185C　浄水器　家庭用　直飲み　純水機　キッ

チン　蛇口水垢防止　高級ろ過
3698.00 1780.00 740 21,075,200 http://detail.tmall.com/item.htm?id=21302959506

12

艾可丽水龙头净水器 家用 直饮 厨房自来水过滤

器 净水机器直饮机

一机双芯 高性价比 安装方便

艾可麗/

蛇口取り付け式浄水器　家庭用　直飲み　キッチン

水道水浄水器　浄水器　2芯式　高性能　取り付け簡

単

398.00 198.00 679 2,151,072 http://detail.tmall.com/item.htm?id=16454150410

13

道尔顿台下净水器家用直饮高端厨房过滤净水机

M15HIS送滤芯包安装

爆！全网销量第一 全国免费安装

Doulton/

台下浄水器　家庭用　直飲み　キッチン浄水器

M15HIS　替芯贈呈　取り付け代行　全国販売数ナン

バーワン　全国無料取り付けサービス

1680.00 1480.00 603 14,279,040 http://detail.tmall.com/item.htm?id=19051515976

14

送滤芯！道尔顿净水器正品家用直饮高端厨房龙

头过滤HCPM12净水机

全网销量第一 拍下立减50 送滤芯

Doulton/

替芯贈呈！　Doulton浄水器　正規品　家庭用　直飲

み　キッチン　蛇口ろ過　HCPM12浄水器　全国販

売数ナンバーワン　50元割引

1290.00 998.00 582 9,293,376 http://detail.tmall.com/item.htm?id=19050879612

15

安之星厨房净水器净水机 水龙头净水器 净水器

家用 直饮 过滤器

陶瓷滤芯，进口活性炭去除余氯

安之星/

キッチン浄水器　蛇口浄水器　家庭用　直飲み　ろ過

器　輸入活性炭ろ過器
398.00 197.01 551 1,736,840 http://detail.tmall.com/item.htm?id=17871079402

16

霍尼韋爾前置過濾器FF06淨水器 家用淨水機水

處理設備中央全屋型

下單減10元好評返現10元順豐包郵

Honeywell/

前置きろ過器　FF06　浄水器　家用浄水器　家庭用

ろ過設備　10元割引　好レビューで更に10元　順豊

配送費込み

570.00 399.00 545 3,479,280 http://detail.tmall.com/item.htm?id=18000617814

17

【淘牛品】清清QQ-06净水壶 家用直饮滤水壶便

携式自来水过滤器

特价秒杀 热销千台 套餐更超值！

清清/

QQ-06　浄水ポット　家庭用　直飲み　携帯式　水道

水浄水器　特価秒殺　1000台販売　セット購入で更

にお買い得

122.00 69.00 517 570,768 http://detail.tmall.com/item.htm?id=23240024240

18

善之泉 净水器 家用 直饮 厨房 水龙头净水器 自

来水净化器过滤器

7级物理过滤 除余氯 安全放心

善之泉/

浄水器　家庭用　直飲み　キッチン　蛇口浄水器　水

道水浄水器　7級物理濾過　安全
316.00 79.00 501 633,264 http://detail.tmall.com/item.htm?id=23261772431

19
Midea/美的 MC122-2美的龙头净水器自来水过滤

器厨房直饮 包邮

Midea/

MC122-2　蛇口浄水器　水道水浄水器　ろ過器

キッチン　直飲み　配送費込み
198.00 168.00 492 1,322,496 http://detail.tmall.com/item.htm?id=25845720763

20

安之星 时尚高端家用 直饮 厨房水龙头过滤净水

器 送花洒彩票

好评返现10元 升级6级高精度过滤

安之星/

家庭用　浄水器　直飲み　キッチン　蛇口浄水器

シャワーヘッドプレゼント　好レビューで10元返金

6級高精度ろ過

318.00 97.94 491 769,417 http://detail.tmall.com/item.htm?id=22029124652

881.75 493.13 26,049 165,075,294
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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今回は浄水器の売れ筋調査をやってみました。売れているのは簡単に取り付けられて、使いやすい蛇口取り付け型のもののようです。今回調査
対象の浄水器の商品名には、「直饮」というキーワードが入っているものがほとんどで、「水道水でも直接飲むことが可能」という意味のようです。
基本的に中国の水道水はキレイではないので、直接飲むことはまず厳禁で、沸かしてから飲むか、ミネラルウォーターを買って飲むのが一般的で
す。そんな中、「水道水でも直接飲むことが可能」という売り文句は、正直どれだけの人に対して効果があるのかはわかりませんが、まぁそれなりに
売れているので、ある程度効果はあるのでしょうか。私も気休め程度に蛇口取り付け型の浄水器を使っていますが、やはり飲用水はミネラルウォー
ターを買っています。「もはや浄水器を使ったところで、飲めるような水は手に入らない。」というあきらめの境地のユーザーも多いかと思いますが、
800元以上するような商品が1,000個単位で売れている辺り、健康志向の高まりを感じますね。

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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