カテゴリー： 食品 ＞ カニ
調査日： 2013年10月21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

紫澄/

1

阳澄湖紫澄牌大闸蟹 母螃蟹2.6-2.4两 鲜活 现货
陽澄湖上海蟹 メス蟹2.6-2.4 8匹購入で配送費無料
8只包邮 满十送一
10匹購入で1匹プレゼント

20.00

19.80

36,541

11,576,189 http://detail.tmall.com/item.htm?id=12598979915

2

现货玲珑牌正宗阳澄湖大闸蟹 公蟹3.2-2.8两 螃 玲瓏/
現物 正規 陽澄湖上海蟹 オス蟹3.2-2.8両 8匹購入
蟹青蟹 鲜活
で配送費無料 10匹購入で1匹プレゼント
满8只包邮 满10送1只

28.00

9.90

13,572

2,149,805 http://detail.tmall.com/item.htm?id=21992539290

3

阳澄湖紫澄牌大闸蟹 现货 公螃蟹3.5-3.2 母蟹
2.5-2.2 鲜活 8只装
全网销量冠军 搭配套餐198元10只

406.00

186.00

13,122

39,051,072 http://detail.tmall.com/item.htm?id=19229620569

21.00

20.80

10,883

3,621,862 http://detail.tmall.com/item.htm?id=12599155926

紫澄/
陽澄湖上海蟹 現物 オス蟹3.5-3.2 メス蟹2.5-2.2 8
匹入り 全国販売数トップ 198元10匹セットあり
紫澄/

4

紫澄阳澄湖正宗大闸蟹 公螃蟹3.2-3.3两 鲜活 现
陽澄湖正規 上海蟹 オス蟹3.2-3.3両 現物 8匹から
货 8只起拍十送一
販売 10匹購入で1匹プレゼント

5

送2只阳澄湖紫澄牌大闸蟹 公3.9-3.6 母螃蟹2.92匹プレゼント 陽澄湖上海蟹 オス蟹3.9-3.6 メス蟹
2.6 鲜活 现货4对
2.9-2.6 現物4組 保温パック、調味料、蟹スプーンプ
送保温礼包、高档配料、吃蟹工具
レゼント

586.00

269.88

8,818

38,076,829 http://detail.tmall.com/item.htm?id=16746079505

6

正宗阳澄湖紫澄牌大闸蟹 现货 母螃蟹2.7-2.8两 紫澄/
正規 陽澄湖上海蟹 現物 メス蟹2.7-2.8両 8匹購入
8只包邮 满十送一
で配送費無料 10匹購入で1匹プレゼント
搭配套餐多10元 多吃一只大母蟹

31.00

28.80

7,420

3,419,136 http://detail.tmall.com/item.htm?id=12819284756

7

阳澄湖大闸蟹现货 公螃蟹3.6-3.8两4只 母2.62.8两4只 螃蟹鲜活
送2.2两母蟹2只 还送蟹工具紫苏

488.00

259.13

5,615

23,280,239 http://detail.tmall.com/item.htm?id=13551123956

418.00

149.00

5,562

13,259,808 http://detail.tmall.com/item.htm?id=20023089123

798.00

278.00

4,395

19,548,960 http://detail.tmall.com/item.htm?id=21724535865

388.00

148.00

3,315

7,849,920 http://detail.tmall.com/item.htm?id=19681513938

紫澄/

8

9

胡農/
陽澄湖上海蟹 現物 オス蟹3.6-3.8両4匹 メス蟹2.62.8両4匹 カニ 2.2両メス蟹2匹プレゼント 蟹スプー
ンプレゼント

冠之澄阳澄湖大闸蟹团购 现货 公3.5-3.2两母螃 冠之澄/
陽澄湖上海蟹 グループ購入 現物 オス3.5-3.2 メ
蟹2.5-2.2两 8只装
ス蟹2.5-2.2両 8匹セット 購入で89元
拍下89
买8送8 阳澄湖大闸蟹现货 公3.9-3.7两3只母螃
蟹鲜活2.9-2.7两5只
拍套餐送8只 不拍不送 最后一天

陽澄翡翠/
8個購入で8個プレゼント 陽澄湖上海蟹 現物 オス
3.9-3.73匹 メス2.9-2.7両5匹 セット購入で8匹プレゼ
ント 最後の一日
蟹掰掰/

10

阳澄湖大闸蟹现货 母螃蟹 鲜活八只装2.2-2.5两
陽澄湖上海蟹 現物 メス蟹 8匹セット 2.2-2.5両
再送2只母蟹
2匹プレゼント [購入で2匹プレゼント] 蟹スプーンプ
[买就送2只] 还有蟹具哦
レゼント

11

买8送2只 现货阳澄湖大闸蟹2.5-2.3两鲜活母螃
8匹購入で2匹プレゼント 現物 陽澄湖上海蟹 2.5蟹8只 送礼盒蟹具
2.3両 メス蟹8匹 ギフトボックス、蟹スプーンプレ
送3两公蟹2只！拍组合套餐大优惠
ゼント 3両オス蟹2匹プレゼント

328.00

158.00

3,218

8,135,104 http://detail.tmall.com/item.htm?id=16999471855

12

买8送4现货阳澄湖大闸蟹团购 母蟹2.7-2.5两 鲜 神農之星/
8匹購入で4匹プレゼント 現物 陽澄湖上海蟹 メス
活螃蟹 神农之星牌
蟹2.7-2.5両 2.2両メス蟹4匹プレゼント
送母2.2两4只 可自选公母

488.00

188.00

3,077

9,255,616 http://detail.tmall.com/item.htm?id=19191846488

13

买8送2 阳澄湖大闸蟹 全母蟹2.6-2.9两 8只装 母
8匹購入で2匹プレゼント 陽澄湖上海蟹 メス蟹2.6螃蟹鲜活现货包邮
2.9両 8匹セット メス蟹 現品 配送費込み オス
公母任选自由搭配 再送30元配料
メス選択可能 30元分調味料プレゼント

438.00

198.00

2,744

8,692,992 http://detail.tmall.com/item.htm?id=8076095980

508.00

279.40

2,743

12,262,307 http://detail.tmall.com/item.htm?id=19013652951

498.00

168.00

2,738

7,359,744 http://detail.tmall.com/item.htm?id=26859436481

398.00

198.00

2,721

8,620,128 http://detail.tmall.com/item.htm?id=13056700978

398.00

99.00

2,205

3,492,720 http://detail.tmall.com/item.htm?id=15661641675

318.00

136.00

1,552

3,377,152 http://detail.tmall.com/item.htm?id=16687379446

336.00

142.13

1,501

3,413,394 http://detail.tmall.com/item.htm?id=19255974155

380.00

208.00

1,436

4,779,008 http://detail.tmall.com/item.htm?id=19152428142

一蟹堂/

日王/

14

今旺阳澄湖大闸蟹现货公3.6-3.8两3只母螃蟹
2.6-2.8两5只鲜活
史无前例送3-3.2公5只2-2.2母3只

今旺/
陽澄湖上海蟹 現物 オス3.6-3.8両3匹 メス2.6-2.8両
5匹 史上空前のプレゼント3-3.2オス5匹 2-2.2メス3
匹
陽澄翡翠/

15

送2只 阳澄湖大闸蟹鲜活公3.4-3.0两3只母螃蟹
2匹プレゼント 陽澄湖上海蟹 オス3.4-3.0両3匹 メ
现货2.6-2.2两5只
ス現物2.6-2.2両5匹 セットは更にお買い得 2匹プレ
拍套餐更给力,送2只,即将涨价
ゼント

16

买8送2阳澄湖大闸蟹8只装公3.6-3.9两母螃蟹
2.6-2.9两4对鲜活现货
公母任选自由搭配，另送30元调料

17

现货 阳澄湖大闸蟹 鲜活公螃蟹3.2-3.5两母蟹
2.2-2.5两共8只任选
正宗阳澄湖大闸蟹 鲜活美味

漁郷生態/
8匹購入で2匹プレゼント 陽澄湖上海蟹 オス3.6-3.9
両 メス2.6-2.9両 オスメス組み合わせ選択可 30元
分調味料プレゼント
中陽湖/
現物 陽澄湖上海蟹 オス蟹3.2-3.5両 メス蟹2.2-2.5
両 計8匹 正規陽澄湖上海蟹 新鮮美味
湖中覇/

18

送2只母蟹 阳澄湖大闸蟹现货 公螃蟹3.2-3.5两4
2匹メス蟹プレゼント 陽澄湖上海蟹 現物 オス蟹
只 母2.3-2.6两4只
3.2-3.5両4匹 メス蟹2.3-2.6両4匹 メス蟹2匹プレゼン
送同规格母蟹2只 送工具紫苏
ト 蟹スプーンプレゼント

19

阳澄湖大闸蟹现货 母螃蟹2.2-2.5两5只公3.23.5两3只
买就送同规格2只 送紫苏姜茶工具

20

蟹王岛阳澄湖大闸蟹母螃蟹2.3--2.5两 公螃蟹
3.3-3.5两各4只
cctv2央视推荐 阳澄湖蟹农直销

湖中明珠/
陽澄湖上海蟹 現物 メス蟹2.2-2.5両5匹 オス3.2-3.5
両3匹 二匹同規格サイズの蟹プレゼント 蟹スプーン
プレゼント
蟹王島/
陽澄湖上海蟹 メス蟹2.3-2.5両 オス蟹3.3-3.5両 各4
匹 cctv2央視推薦 陽澄湖蟹直販

401.44
定価平均

173.01
販売価格平均

83,065
販売数合計

217,495,992
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
上海はそろそろ肌寒くなり始め、秋を感じるようになりました。こちらで秋の味覚と言えば、なんといっても上海蟹ですね。ということで、今回はカニの
売れ筋調査をやってみました。生もののネット販売も徐々に浸透し始め、最近は魚やフルーツなどの売り上げも順調に伸びているTmallですが、カ
ニも例外ではなくかなり売れています。売れているのはいわゆる上海蟹といわれる大閘蟹という品種で、その中でも最高級と言われる「陽澄湖」の
上海蟹が人気のようです。価格帯は大きく分けて30元以下と100元以上の2種類となり、30元以下のものは1匹単位でのバラ売り、100元以上のもの
は複数匹セットのギフトボックスになっています。また、こちらで蟹は「両（1両=50g）」という単位で重量を表わされていて、商品名にも例外なく〇〇
両の記載があることがわかります。私もこんな調べ物をしていたらお腹がすいてきました。ああ、食べたい。

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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