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1

M9拉杆箱万向轮旅行箱韩国行李箱20寸24寸男

女登机箱特价箱子箱包

天猫正品 全网销量第一 性价比高

M9/

キャリーバッグ 旅行用バッグ 韓国 20、24インチ 男女

航空カバン 天猫正規品 販売数ナンバーワン

185.00 158.00 21,442 54,205,376 http://detail.tmall.com/item.htm?id=22111912255

2

汉客镇店之宝 拉杆箱万向轮旅行箱包 行李箱子

登机箱男女部分包邮

累计热销25万件 单品销量第一！

漢客/

キャリーバッグ 旅行用バッグ 航空カバン 男女 一部地

域配送費無料 累計販売数25万突破 単品販売数ナンバー

ワン

458.00 229.00 20,872 76,475,008 http://detail.tmall.com/item.htm?id=18455341065

3

木村耀司书包中学生双肩包背包男女韩版潮学院

风旅行包帆布电脑包

淘宝销量第一双肩包，品质的保证

木村耀司/

学生鞄 リュックサック 男女 韓版 学院風旅行カバン パ

ソコンバッグ 淘宝網販売数ナンバーワンリュックサッ

ク 品質保証

142.00 66.00 18,767 19,817,952 http://detail.tmall.com/item.htm?id=17520056140

4

巴朗双肩包男背包女韩版潮 书包大中学生 商务

休闲 电脑包 旅行包

评价都说好 品质保障 性价比第一

巴朗/

リュックサック メンズリュック 韓版 学生鞄 大中学生

パソコンバッグ 旅行カバン 品質保証

293.72 89.00 14,836 21,126,464 http://detail.tmall.com/item.htm?id=13612371112

5

米熙大容量旅游背包双肩旅行包运动包男书包中

学生双肩包女韩版潮

全网最青春双肩包 时尚必备单品

米熙/

大容量 旅行カバン リュックサック 運動 学生鞄 韓版 全

国最も青春なリュックサック

198.00 99.00 12,852 20,357,568 http://detail.tmall.com/item.htm?id=22350512442

6

木村耀司2013新款韩版潮夏书包双肩包背包运

动包旅行包男包女包包

月销万件，还有更多的超值套餐！

木村耀司/

2013ニューモデル 韓版 夏 リュックサック 運動 旅行カ

バン メンズバッグ レディースバッグ

359.00 88.00 10,702 15,068,416 http://detail.tmall.com/item.htm?id=18520717423

7

爱华仕大容量旅行包休闲双肩包男旅游背包女韩

版潮中学生书包4000

热销五万经典回归全网最低价疯抢

OIWAS/

大容量 旅行カバン カジュアルリュック 韓版 中学生カ

バン 5万個販売 全ネット最安値

178.48 79.96 10,316 13,197,878 http://detail.tmall.com/item.htm?id=12617289590

8

贝妮兔 拉杆箱女 卡通可爱箱子 行李箱旅行箱三

件套装 3043Y

聚9月23日 10点开团 169元最低价

Bani Rabbit/

キャリーバッグ 旅行カバン 3店セット 3043Y 9月23日

10時共同購入開始 169元最安値

498.00 498.00 9,943 79,225,824 http://detail.tmall.com/item.htm?id=21739071427

9

Mr.ace Homme 韩版纯色双肩包 中学生书包双

肩女 学院风旅行背包

新款上市 限量发售 48元包邮

Mr．Ace Homme/

韓版純色リュックサック 中学生カバン 学院風旅行カバ

ン ニューモデル登場 限定販売48元配送費込み

98.00 47.82 6,917 5,292,335 http://detail.tmall.com/item.htm?id=25132296464

10

木内 双肩包女韩版潮背包男 书包中学生休闲运

动电脑旅行包学院风

抵！才57.6 ！数万人眼光的选择

木の内/

リュックサック 学生鞄 カジュアル 運動 パソコン旅行

カバン 学院風 たった57.6元！数万人が選んだ商品

128.00 57.60 6,908 6,366,413 http://detail.tmall.com/item.htm?id=20763528987

11

顿巴纵队特价登山包男女双肩包防水户外背包旅

行电脑包骑行包40L

全网销量第一登山包 亏本赚人气

頓巴縦隊/

特価 登山バッグ 男女リュックサック 防水 アウトドア

パソコンカバン 40L 全国販売数ナンバーワン登山バッ

グ

278.00 98.00 6,581 10,319,008 http://detail.tmall.com/item.htm?id=9554186873

12
TravelFriends ito 拉杆箱 万向轮 20寸行李登机

箱24 26 28旅行箱

Travel Friends Ito/

キャリーバッグ 20インチ 航空カバン 24 26 28 旅行カ

バン

636.00 318.00 6,557 33,362,016 http://detail.tmall.com/item.htm?id=18444955100

13

旅行之家 时尚万向轮旅行箱 拉杆箱 行李登机箱

20寸24寸箱包 男女

热销47915件 买就送箱套 箱贴

Travelhouse/

キャリーバッグ 荷物航空カバン 20インチ 24インチ 男

女 47915件販売 ケース、シール贈呈

392.00 188.16 6,491 19,541,545 http://detail.tmall.com/item.htm?id=18387407784

14

拼接撞色拉杆箱万向轮旅行箱韩国行李箱20寸

24寸28寸男女特价包邮

疯抢！买就送腰包一个 多买多送

MUSIC TRAVELS/

キャリーバッグ 旅行カバン 韓国 荷物ケース 20インチ

24インチ 28インチ 男女特価配送費込み

298.00 108.00 6,297 10,881,216 http://detail.tmall.com/item.htm?id=19073181848

15

袋黛安正品万向轮行李箱20寸拉杆箱24寸旅行

箱28寸托运箱箱包男女

防伪正品 大轮超静音 三年保修

ZD/

正規品 旅行カバン 20インチ キャリーバッグ 24インチ

旅行カバン 28インチ 男女 超静音 三年保証

428.00 128.00 6,025 12,339,200 http://detail.tmall.com/item.htm?id=20581203404

16

木村原宿双肩包 韩版书包 旅行包大容量旅游包

电脑书包潮背包男女

暑期特档双肩包！再不下手就晚啦

木村原宿/

リュックサック 韓版カバン 旅行カバン 大容量 旅行

バッグ パソコンカバン 男女 夏季特価

338.00 76.00 5,940 7,223,040 http://detail.tmall.com/item.htm?id=15754622218

17

OSDY正品拉杆箱 旅行行李登机托运箱包 静音

万向轮密码锁硬箱20寸

流线型超镜面 新款 超轻 大容量

OSDY/

正規品 キャリーバッグ 旅行バッグ 静音 鍵付き 20イン

チ 流線型超鏡面 ニューモデル 超軽量 大容量

546.00 278.00 5,267 23,427,616 http://detail.tmall.com/item.htm?id=23352756483

18

爱华仕双肩包男 商务休闲旅行背包 女韩版潮学

生书包 双肩电脑包

永恒经典镇店之宝热销19万件疯抢

OIWAS/

リュックサック 旅行バッグ 女韓版 学生鞄  パソコン

リュック

239.00 109.00 5,264 9,180,416 http://detail.tmall.com/item.htm?id=4458518175

19

汉客笔记本电脑双肩包 男女时尚运动旅行包书

包 商务休闲双肩背包

时尚简约超百搭 多口袋 大容量

漢客/

パソコンリュックサック 男女 運動 旅行カバン 学生鞄

複数ポケット 大容量

258.00 129.00 5,129 10,586,256 http://detail.tmall.com/item.htm?id=12880325807

20

LunaClassic 拉杆箱特价万向轮登机箱保温旅行

箱20 24 28寸行李箱

特价正品5折 全国独家恒温专利箱

Luna Classic/

キャリーバッグ 特価 航空カバン 保温 旅行カバン 20

24 28インチ 特価正規品50％オフ

460.00 238.28 4,462 17,011,286 http://detail.tmall.com/item.htm?id=13754689818

320.56 154.14 191,568 447,993,547
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本日10月7日は国慶節休暇最後の一日です（会社によって休暇規定も違うので一概には言い切れませんが、1日～7日の7連休が最もスタンダード
な休暇日程のようです）。この連休を利用して、帰省したり旅行に行ったりする中国人も多く、ギフト用品や旅行用品の売り上げがグッと伸びる時期
でもあります。ということで今回は旅行用カバンの売れ筋を調査してみました。売れ筋はキャリーケースとリュックサックで、商品平均単価は150元く
らいですね。今回のランキングには、「木村耀司」とか「木村原宿」や「木の内」のように、日本のブランド？と思わせるブランドもランクインしています
が、この辺は全て中国発のなんちゃってブランドです。ただ、こういうなんちゃってブランドも最近は結構手が混んでいて、わざわざ日本で商標をとっ
たりして本物感をだしており、商品タグにもわざと日本語を使っていたりします。ただ、その日本語が、自動翻訳で訳したようなひどい文章だったり
するのですが…こういう商売根性、私も見習いたいです。

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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