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1

乔巴 乔巴公仔 海贼乔巴抱枕 路飞 乔巴王毛绒

大号 送手办包邮

正版萌物 把妹神器 安全放心

小酒窝/

チョッパー チョッパーぬいぐるみ ワンピース ルフィ

配送費込み 安全
68.00 68.00 710 772,480 http://detail.tmall.com/item.htm?id=16560073817

2

初己 海贼王衣服 卡通路飞长袖t恤 潮流胖子加

肥加大码男装体恤衫

海贼王 路飞销量第一 初己正品

初己/

海賊王シャツ アニメ ルフィTシャツ 大きいサイズあり

メンズシャツ ワンピース 販売数ナンバーワン
138.00 59.00 693 654,192 http://detail.tmall.com/item.htm?id=19407269182

3

2013版款麦当劳M记动漫航海贼王手办玩偶海贼

王公仔路飞全套装Q版

热卖上千 好评如潮 划算

溜达猫/

2013ニューモデル マクドナルド景品 ワンピースミニ

フィギュア
50.00 25.00 608 243,200 http://detail.tmall.com/item.htm?id=16579649302

4

官方正版 包邮 乔巴 乔巴公仔 抱枕 娃娃 海贼团

路飞 毛绒玩具王

官方正版 带防伪 假一罚十

红运来/

オフィシャル正規品 配送費込み チョッパー 抱きまく

ら ぬいぐるみ 正規品識別コード付き
35.00 35.00 467 261,520 http://detail.tmall.com/item.htm?id=18305407396

5

星河动漫 海贼王 死亡外科医生特拉法尔加罗 帽

子卫衣裤子cos服装

纯棉 秋季卫衣 永不褪色 促销抢

星河动漫/

ワンピース ローコスプレ衣装 帽子パーカー cos衣装 純

綿 色落ちなし 特価
142.00 85.20 464 632,525 http://detail.tmall.com/item.htm?id=17243229064

6
星河动漫 海贼王死亡外科医生 特拉法尔加罗二

代卫衣外套 cos服装

星河动漫/

ワンピース ロー トラファルガー・ロー パーカー cos衣

装
148.00 88.00 405 570,240 http://detail.tmall.com/item.htm?id=17479466930

7

正版日本万代 海贼王航海王 船 前进梅利号/千

里阳光号 船模型

正版行货 彩盒包装 含12卡通人偶

BANDAI/

日本BANDAI ワンピース ゴーイングメリー号 サウザン

ドサニー号 船模型 正規品 12人キャラクターミニフィ

ギュア込み

198.00 138.60 280 620,928 http://detail.tmall.com/item.htm?id=19301845732

8

美琦航海王路飞娃娃玩偶路飞毛绒公仔超大号动

漫海贼路飞毛绒玩具

自产自销品质第一七天无理由退换

美琦/

ワンピース ルフィ 抱きまくら 大型 玩具 品質ナンバー

ワン
65.00 65.00 268 278,720 http://detail.tmall.com/item.htm?id=19600881248

9

酷衣元素 2013新款青少年动漫海贼王t恤 男士

长袖大码潮牌纯棉t恤

可爱乔巴卡通4.8分好评新品特价

k．y．e/

2013ニューモデル 青少年 アニメ ワンピース Tシャツ

チョッパー 新商品特価
68.00 49.00 238 186,592 http://detail.tmall.com/item.htm?id=15880482933

10

综漫 海盗王 大号 海贼路飞手办 索隆公仔 山治

摆件 模型

做工精致 最强三大主力

综漫/

海賊王 大型 ルフィ ゾロ サンジ 模型 最強3大主力フィ

ギュア
159.00 79.00 234 295,776 http://detail.tmall.com/item.htm?id=20014378973

11

海贼王t恤男女衣服短袖 ql情侣装韩国夏装 纯棉

情侣体血衫乔巴T恤

五折还包邮，搭配更实惠

Osyeegel/

ワンピース Tシャツ 男女 半袖 純綿 チョッパーTシャツ

50％OFF＋配送費込み
98.00 49.00 191 149,744 http://detail.tmall.com/item.htm?id=17622238715

12
海贼乔巴王抱枕路飞手捂 空调毯 动漫周边毛绒

公仔玩具娃娃生日

芭蓓儿/

ワンピース チョッパー 抱きまくら アニメグッズ ぬい

ぐるみ 誕生日プレゼント
118.00 82.60 178 235,245 http://detail.tmall.com/item.htm?id=22111952054

13

Alanes海贼王t恤长袖卡通路飞动漫衣服男 情侣

装秋装女新款打底衫

爆款！秋装低价特惠！保证品质！

Alanes/

ワンピース Tシャツ アニメ ルフィ メンズ 秋 ニューモ

デル 品質保証！
98.00 49.00 175 137,200 http://detail.tmall.com/item.htm?id=19008298687

14
新海贼王路飞夜光短袖T恤个性创意潮男恶搞创

意荧光夜晚校园必备

YieHoo/

ニュー ワンピース ルフィ 半袖Tシャツ 個性 発光Tシャ

ツ
99.00 35.00 165 92,400 http://detail.tmall.com/item.htm?id=20908075093

15
初己 海贼王 衣服 路飞 宽松纯棉圆领特大码男

装半袖 青年短袖t恤

初己/

ワンピース 服 ルフィ 純綿丸ネック Tシャツ 半袖 青年 79.00 59.00 155 146,320 http://detail.tmall.com/item.htm?id=14701563310

16
菠萝夜光t恤火影忍者t恤麻叶荧光色个性创意福

神海贼王t恤短袖衣

菠萝印象/

夜行Tシャツ ナルト ワンピース 個性 Tシャツ 半袖 106.00 49.00 155 121,520 http://detail.tmall.com/item.htm?id=15825009189

17
宾兰达秋冬装2013海贼王T恤长袖男新世界路飞

T恤打底衫衣服加大码

宾兰达/

秋冬モデル 2013 ワンピース Tシャツ 長袖 新世界ル

フィ シャツ
59.00 59.00 152 143,488 http://detail.tmall.com/item.htm?id=19277681422

18

包邮 电子表海贼王手表火影忍者表路飞刀剑神

域女款男进击的巨人

时尚 个性 送一块专用电池

十八枪/

配送費込み デジタル腕時計 ワンピース ナルト 進撃の

巨人 個性 電池プレゼント
32.00 32.00 145 74,240 http://detail.tmall.com/item.htm?id=15832770395

19
海贼王刀;索隆三刀流;和道一文字;雪走;鬼彻;黑

刀秋水;未开刃

小K斯/

ワンピース 刀 ゾロ三刀流 和道一文字 雪走 三代鬼徹 黒

刀秋水 模造刀
125.00 100.00 142 227,200 http://detail.tmall.com/item.htm?id=13292520484

20
美琦大号乔巴公仔 海贼卡通玩偶 航海王抱枕娃

娃乔巴动漫毛绒玩具

美琦/

大型チョッパーぬいぐるみ ワンピース アニメ 抱きま

くら
128.00 128.00 136 278,528 http://detail.tmall.com/item.htm?id=19515141145

100.65 66.72 5,961 5,843,530
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

今回は中国でも人気の「ワンピース」グッズ売れ筋調査です。カテゴリだと絞り切れないので、今回はカテゴリではなく検索キーワード「海贼王」でラ
ンキングを取ってみました。販売数を見ると、あまり売れているとは言えませんが、恐らくTmall上で売られているワンピース関連の商品が少ないこ
とが原因です。CtoCの淘宝網（タオバオワン）も含めると、検索ワード「海贼王」でヒットする商品数は約36万件ありますが、Tmallのみだとたったの
6000件程度になります。Tmallで版権物を売るには、各種証明書を提出したり、版権元に授権書を書いてもらったりと相当面倒な他、そもそも正規
の版権物でない商品を売っているところが殆どなので、こういう結果になるんですね。価格を見ても、淘宝網で売られている商品は相当安いものが
多いので、お客さんもそちらに流れてしまっているようです。版権モノ、難しいですね。

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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