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1
标婷维生素e乳 VE乳液100ml 北京医院 正品 新

装新日期

标婷/

ビタミンE乳液　VE乳液100ml　北京病院　正規品　新

製品
9.00 9.00 100,577 14,483,088 http://detail.tmall.com/item.htm?id=21733380878

2

莹纯蜗牛霜乳液面霜保湿霜美白补水正品女男去

黄去祛痘印抗皱护肤

请拍套餐 5件套正品仅29.9元包邮

莹纯/

蝸牛乳液　保湿　美白　正規品　女男　肌質改善　シ

ワ予防　5点セット29.9元配送費無料
118.00 19.00 27,947 8,495,888 http://detail.tmall.com/item.htm?id=20340940167

3

扶正堂蜗牛霜乳液面霜保湿霜美白补水正品女男

去黄祛痘去痘印护肤

请拍套餐 5件套正品仅29.9元包邮

扶正堂/

蝸牛乳液　保湿　美白　正規品　女男　肌質改善　シ

ワ予防　5点セット29.9元配送費無料
118.00 23.00 23,433 8,623,344 http://detail.tmall.com/item.htm?id=17338669014

4

片仔癀皇后珍珠膏20g祛斑美白乳液 淡斑补水祛

痘印面霜 正品专卖

热销30多年 独家专柜 限量供货

PZH/

真珠クリーム　20g　美白乳液　保湿　肌質改善　正規

品専売　30数年の販売歴　数量限定
82.00 56.00 22,029 19,737,984 http://detail.tmall.com/item.htm?id=16965166746

5

莱蔻 澳洲绵羊油面霜90g 补水美白护肤品 润肤

霜乳液保湿霜 正品

5件套36.8~再犹豫就没有了~

莱蔻/

羊クリーム90g　保湿　美白　スキンケア　乳液　保湿

クリーム　正規品　5点セット36.8元
69.00 9.90 18,177 2,879,237 http://detail.tmall.com/item.htm?id=20007381201

6

AFU阿芙玫瑰焕白乳液100ml 美白 提亮肤色 补

水保湿乳液 专柜正品

淡化黑色素，焕白新体验

阿芙/

薔薇美白乳液100ml　美白　保湿乳液　専売正規品　美

白新体験
188.00 188.00 12,873 38,721,984 http://detail.tmall.com/item.htm?id=18394207543

7
百雀羚乳液 水嫩倍现保湿精华乳液 草本国货护

肤品 补水保湿美白

PECHOIN/

乳液　保湿乳液　国産品　スキンケア　保湿　美白 69.00 62.10 11,599 11,524,766 http://detail.tmall.com/item.htm?id=7824307219

8

牛尔 森玫瑰雪耳水立方 保湿乳 美白补水润肤

乳液面霜 120ml

保湿 补水 修护 渗透滋养 水润

牛尔/

薔薇乳液　保湿クリーム　美白　保水　120ml　保湿

補修
140.00 140.00 9,697 21,721,280 http://detail.tmall.com/item.htm?id=10812184822

9

韩束魔力水珠补水霜保湿美白面霜抗皱修复早晚

霜乳液护肤品正品

可以出水的面霜 秋冬必备

Kans/

魔力保水クリーム　美白　乳液　朝晩使用　正規品

秋冬必需品
79.00 49.00 8,338 6,536,992 http://detail.tmall.com/item.htm?id=19196557395

10

玛茜四倍蚕丝保湿乳液100ml美白补水保湿 去黄

提亮 护肤品正品

超好用的蚕丝乳液！好评率近99%

MQAN/

4倍カイコ保湿乳液　100ml　美白　保水　保湿　肌質

改善正規品　高評価率99％
78.00 39.90 6,586 4,204,502 http://detail.tmall.com/item.htm?id=14038984927

11

包邮专柜正品 Clinique/倩碧 天才黄油 卓越润肤

乳125ml 有油

2013新款黄油

Clinique/

配送費無料　専売正規品　天才クリーム　125ml　2013

ニューモデルクリーム
340.00 235.00 6,354 23,891,040 http://detail.tmall.com/item.htm?id=21401987720

12

驻美堂EC面霜补水保湿霜60g美白水嫩乳液抗皱

修复紧致早晚霜正品

9.9包邮试用 最后一天 拍下改价

驻美堂/

ECクリーム　保水　保湿　60g　美白　修復　朝晩使

用　正規品　9.9配送費無料　最後の1日
70.00 39.90 6,077 3,879,557 http://detail.tmall.com/item.htm?id=18705949233

13

丹姿水密码补水霜保湿美白控油补水面霜乳液滋

润保湿霜 正品包邮

补水看得见，滋润肌肤不油腻

WETCODE/

保水　保湿　美白　保水　保湿クリーム　正規品配送

費込み　保水
74.70 49.80 6,058 4,827,014 http://detail.tmall.com/item.htm?id=21176872955

14
嘉媚乐 玫瑰全日保湿乳液120ml 补水 控油 亮肤

滋润 正品促销面霜

CAMENAE/

薔薇保湿乳液　120ml　保水　正規品　販売強化 218.00 163.50 5,916 15,476,256 http://detail.tmall.com/item.htm?id=14598524622

15

丹姿水密码乳液面霜补水保湿美白清爽控油护肤

精华液专柜正品包邮

买1送6 解决肌肤六大缺水问题

WETCODE/

乳液　保水　保湿　美白　テカリ防止　エキス　専売

正規品配送費込み　1つ購入で6つプレゼント　肌の問

題改善

96.56 56.80 5,651 5,135,629 http://detail.tmall.com/item.htm?id=19587239290

16

包邮 组合 正品大宝SOD蜜+大宝SOD滋润护手

霜 男士女士专用 保湿

超低价包邮！ 仅限今日

大宝/

配送費無料　セット　正規品　SOD蜜+ハンドクリーム

男性女性専用　保湿　超低価格　今日限り
21.90 20.80 5,151 1,714,253 http://detail.tmall.com/item.htm?id=20018026182

17
新品升级 AFU阿芙荷荷巴凝润保湿乳100ml 清

爽保湿 补水滋润 乳液

阿芙/

新製品進化　AFU　保湿クリーム　100ml　スッキリ保

湿　保水　滋養　乳液
169.00 169.00 4,835 13,073,840 http://detail.tmall.com/item.htm?id=27412744812

18

蜗牛霜 正品保湿霜补水美白面霜祛痘去痘印痘

疤凹洞懒人乳液男女

库存紧张！前100名送蜗牛原液！

BAIMISS/

蝸牛クリーム　正規品保湿　美白　痘痕改善　乳液男

女　在庫残り僅か！先着100名に蝸牛エキスプレゼン

ト！

128.00 39.90 4,691 2,994,734 http://detail.tmall.com/item.htm?id=19454106801

19

丝塔芙保湿露200ml*2 两件套装 敏感修复补水

婴儿肌肤适用 包邮

温和不含香料 有效期为2014年3月

Cetaphil/

保湿クリーム200ml×2　2本セット　敏感肌　保水　赤

ちゃん肌　配送費込　香料無添加　使用期限2014年3月
296.00 160.00 4,669 11,952,640 http://detail.tmall.com/item.htm?id=14841461623

20

专柜正品 包邮相宜本草红景天幼白精华乳液 补

水保湿 美白护肤品

热销万件的美白法宝 抗氧化嫩肤

相宜本草/

専売正規品　配送費込　エキスクリーム　保水　保湿

美白　万件販売　抗酸化
69.00 69.00 3,861 4,262,544 http://detail.tmall.com/item.htm?id=2656108514

128.72 91.09 142,562 192,534,253
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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乾燥が気になる季節になってきました、私の肌もカサカサになっています。ということで、今回は乳液の売れ筋調査です。売れている価格帯は2つ
あって、50元前後と150元前後のようです。50元前後の商品は、安くて評判もまずまずの商品で、一般人向け。150元前後の商品は、若干高級志向
のお客さんへ向けての商品ということで、わかりやすいですね。1位の商品なんかは、100ml入りの乳液がたったの9元で売られています。私はさす
がに安すぎて怖いので買う気になりませんが、過去30日で10万個以上も売れてしまうのは、正直言って恐ろしいです。このお店は、1日平均にして
3000本以上の発注をさばいていることになり、その業務だけで1つの会社ができてしまいそうです。すごいエネルギーを感じます。

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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