
カテゴリー： 食品 ＞ プロテイン

調査日： 2013年10月8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

1

汤臣倍健蛋白质粉蛋白粉455克保健品正品【买
1送1咨询有惊喜】
赠品多种选择+再送礼袋+惊喜

BY－HEALTH/
湯臣倍健プロテイン プロテイン 455g 保険食品 正規品
【1つ購入で1つプレゼント】 プレゼント選択可能＋ギ
フト袋＋サプライズ

391.25 313.00 4,412 22,095,296 http://detail.tmall.com/item.htm?id=7643100310

2

康比特 纯乳清蛋白粉 康比特 蛋白粉健身 增健
肌粉蛋白质粉750克
国内知名品牌 安全可靠

CPT/
康比特 ホエイプロテイン プロテイン フィットネス 筋
肉増加 タンパク粉 750g 国内著名ブランド 安全

298.00 238.00 4,286 16,321,088 http://detail.tmall.com/item.htm?id=3093963578

3

康比特健肌粉二代2270克 乳清蛋白粉健身增健
肌粉 蛋白质粉 正品
国内知名品牌 安全可靠

CPT/
康比特 2270g ホエイプロテイン フィットネス 正規品
国内著名ブランド 安全

480.00 432.00 3,591 24,820,992 http://detail.tmall.com/item.htm?id=3105738008

4

两桶装 自然之宝黄金比例蛋白质粉 420g 大豆
蛋白 乳清蛋白 1：1
满1500减200元 美国原装进口

Nature’s Bounty/
2本セット 自然之宝 黄金比率プロテイン 420g 大豆タ
ンパク ホエイタンパク 1:1 1500元購入で200元割引 ア
メリカ輸入

798.00 236.00 3,265 12,328,640 http://detail.tmall.com/item.htm?id=16862453446

5

活力达蛋白粉 澳洲进口乳清蛋白质粉 品牌保健
营养品 买1送2正品
共660克 缓解疲劳 增强抵抗力

Forrida/
活力達プロテイン オーストラリア輸入 ホエイプロテイ
ン ブランド保健栄養品 1つ購入で2つプレゼント 計
660g 疲労緩和 抵抗力強化

298.00 118.00 3,108 5,867,904 http://detail.tmall.com/item.htm?id=14667405072

6

康比特 纯乳清蛋白粉 康比特 蛋白粉健身 增健
肌粉蛋白质粉750克
美国进口原料 补充优质蛋白

CPT/
康比特 ホエイプロテイン プロテイン フィットネス 筋
肉増加 タンパク粉 750g アメリカ輸入原料 良質タンパ
ク質

298.00 238.00 2,051 7,810,208 http://detail.tmall.com/item.htm?id=5272602124

7

康比特健肌粉二代 增健肌粉 乳清蛋白粉5磅 蛋
白粉健身 蛋白质粉
营养补充 轻松打造型男身材

CPT/
康比特 筋肉増加 ホエイプロテイン 蛋白質 フィットネ
ス 栄養補給

480.00 432.00 2,025 13,996,800 http://detail.tmall.com/item.htm?id=5272688390

8

【送豪礼】美瑞克斯乳清蛋白粉2磅 健身增健肌
蛋白质粉美国进口
健身增肌必备 美国原装进口

MET－RX/
【豪華プレゼント】 美瑞克斯ホエイプロテイン フィッ
トネス 蛋白質 アメリカ輸入品 フィットネス必需品

330.00 293.00 1,980 9,282,240 http://detail.tmall.com/item.htm?id=16967795533

9

汤臣倍健蛋白质粉455g蛋白粉【买1送1有惊喜+
原装杯+满赠】
买1送1+原装杯+满减+满赠

BY－HEALTH/
湯臣倍健プロテイン 455g 蛋白質 【1つ購入でサプライ
ズ＋ボトル＋プレゼント】

313.00 313.00 1,956 9,795,648 http://detail.tmall.com/item.htm?id=9216141495

10

美瑞克斯 蛋白粉 乳清蛋白粉健身 增健肌粉
whey蛋白质粉5磅Met-rx
买1送3 美国专利 进口蛋白粉

MET－RX/
美瑞克斯 プロテイン ホエイプロテイン wheyプロテイ
ン 5本セット 1つ購入で3つプレゼント アメリカ輸入

829.00 580.00 1,410 13,084,800 http://detail.tmall.com/item.htm?id=3223915158

11

汤臣倍健 蛋白质粉455g 蛋白粉 增强免疫力 官
方正品 包邮
送150g蛋白质粉、摇摇杯、礼品袋

BY－HEALTH/
湯臣倍健 プロテイン 455g 蛋白質 免疫力強化 オフィ
シャル正規品 配送費込み 150gプロテインプレゼント
ボトル ギフト袋

348.00 348.00 1,350 7,516,800 http://detail.tmall.com/item.htm?id=14025060814

12

安利蛋白粉770g克 新国产安利纽崔莱多种植物
蛋白质粉/高蛋白饮品
买一送三 蜂蜜/杯子/原装勺子

AMWAY/
安利 プロテイン 770g 新国産 多種植物タンパク質 高タ
ンパク飲料 1つ購入で3つプレゼント 蜂蜜/スプーン/
コップ

560.00 499.80 1,327 10,611,754 http://detail.tmall.com/item.htm?id=15858051951

13

安利蛋白粉 正品纽崔莱蛋白质粉400g 国产安利
多种植物蛋白质粉
买2送3 程海湖螺旋藻/杯子/勺子

AMWAY/
安利 正規品 プロテイン 400g 国産 多種植物性タンパク
質 2つ購入で3つプレゼント クロレラ/ボトル/スプーン

310.00 278.00 985 4,381,280 http://detail.tmall.com/item.htm?id=13405937675

14

美瑞克斯增健肌粉 赛霸 乳清 蛋白粉健身 增健
肌粉 肌酸 6磅Metrx
美国原装进口，健身必备

MET－RX/
美瑞克斯 ホエイプロテイン 6本セット アメリカ輸入品 769.00 538.00 963 8,289,504 http://detail.tmall.com/item.htm?id=3224342586

15

买1送3 美瑞克斯 蛋白粉乳清蛋白粉健身增健肌
粉whey蛋白质粉1磅
买1送3,美国原装进口,专利蛋白粉

MET－RX/
1つ購入で3つプレゼント ホエイプロテイン フィットネ
ス wheyプロテイン 1つ購入で3つプレゼント アメリカ
輸入品

299.00 186.00 888 2,642,688 http://detail.tmall.com/item.htm?id=15962213677

16

康比特肌酸 康比特纯肌酸粉 蛋白粉健身 增健肌
粉 250克 正品
配合蛋白粉效果更佳

CPT/
康比特 プロテイン フィットネス 筋肉増加 250g 正規品 178.00 178.00 879 2,503,392 http://detail.tmall.com/item.htm?id=3107954272

17

买1送1+送杯袋+惊喜！汤臣倍健蛋白质粉455g
蛋白粉品牌保健营养品
赠品有150g小蛋白 再送国庆礼包

BY－HEALTH/
1つ購入で1つプレゼント＋ボトル＋サプライズ！ 湯臣
倍健プロテイン455g ブランド保健栄養品 150gプロテ
インプレゼント

348.00 312.99 800 4,006,272 http://detail.tmall.com/item.htm?id=17643128140

18

瑞商 BSN6重矩阵蛋白粉5磅 缓释乳清BSN蛋白
粉 增健身肌粉 送摇杯
新鲜到货:香草/巧克力/草莓/曲奇

BSN/
BSNプロテイン5個セット ホエイBSNプロテイン
フィットネス ボトルプレゼント バニラ/チョコレート/
イチゴ/クッキー

388.00 388.00 758 4,705,664 http://detail.tmall.com/item.htm?id=10423135234

19

汤臣倍健蛋白质粉正品蛋白粉455g保健品【买1
送1送超值有惊喜】
赠品可选150g 再送礼袋水杯+惊喜

BY－HEALTH/
湯臣倍健 プロテイン 455g 保健品 【1つ購入で1つプレ
ゼント】 ボトル+サプライズ

313.00 313.00 755 3,781,040 http://detail.tmall.com/item.htm?id=17560731272

20

美瑞克斯/metrx 蛋白粉1磅 高纯度乳清蛋白粉
健身必备 美国进口
美国原装进口 健身必备 专利蛋白

MET－RX/
美瑞克斯 プロテイン 高純度ホエイプロテイン フィッ
トネス必需品 アメリカ輸入品

299.00 186.00 749 2,229,024 http://detail.tmall.com/item.htm?id=19128340635

416.36 321.04 37,538 183,842,010

定価平均 販売価格平均 販売数合計 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

今回はプロテインということで、一風変わった売れ筋調査をやってみました。というのも、最近ウチの社員はやたらダイエットやらトレーニングやらに

精を出し始めていて、たまたま中国で売れてるプロテインは？と彼らに聞かれたことがきっかけです。プロテインは結構お金がかかるものという印

象がありますが、やはり中国でもそれなりの値段の商品が多いです。日本ではSAVASやウィダーのプロテインをよく見かけますが、中国では中国

ローカルのメーカーや、海外輸入品が多いようです。国慶節休みが調査期間に含まれるので売り上げは少なくなっているとは言え、1位の商品でも

約4500個程度と相当少ない売り上げとなっていて、まだまだこれからの市場であることが伺えます。ただ、私の家の近所でも続々とフィットネスクラ

ブがオープンしていて、フィットネスブーム到来の兆しは確かにあるので、売り上げが爆発する日は意外と近いのかもしれませんね。

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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