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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
卡可芙 进口料408克臻萃松露巧克力8口味 礼盒

装 零食品特价包邮

Cakove/卡可芙

輸入原料 408g トリュフチョコレート 8種類 ギフト

ボックス 特価 配送費無料

89.80 19.90 107,966 34,376,374 http://detail.tmall.com/item.htm?id=35325802121

2
麦德好营养麦片巧克力500g低喜糖果纯燕麦片巧

克力零食品特产包邮

麦德好

栄養オートミールチョコレート 500g 特価 配送費無

料

18.80 11.80 80,160 15,134,208 http://detail.tmall.com/item.htm?id=21888160073

3
好纯营养麦片燕麦巧克力糖客喜糖果特产零食品

500g 小吃低糖美食

糖客

栄養オートミールチョコレート 特産 500g 低糖 美食
12.80 9.90 73,761 11,683,742 http://detail.tmall.com/item.htm?id=24928896644

4
一定红营养麦片燕麦巧克力低喜糖果纯特产零食

品小吃特价礼包500g

一定红

栄養オートミールチョコレート 特産 おやつ 特価 ギ

フトボックス 500g

29.80 9.90 63,736 10,095,782 http://detail.tmall.com/item.htm?id=35459898730

5
淘豆特产正品进口料手工黑松露巧克力礼盒408g

特价包邮批发零食品

TAODO/淘豆

特産 輸入原料 手作り黒トリュフチョコレート ギフト

ボックス 408g 特価 配送費無料

99.00 19.90 45,658 14,537,507 http://detail.tmall.com/item.htm?id=36645137408

6
雅伯营养麦片燕麦巧克力500g零食品喜糖果年货

特产礼包限区包邮

雅伯

栄養オートミールチョコレート 500g 特産 ギフト

ボックス 限定地区配送費無料

39.80 8.80 41,858 5,893,606 http://detail.tmall.com/item.htm?id=18638657782

7
巧罗 进口料手工黑松露巧克力情人节礼盒8口味

特价包邮零食品400g

巧罗

輸入原料 手作り黒トリュフチョコレート バレンタイ

ン ギフトボックス 8種類 特価 配送費無料 400g

39.50 19.90 41,401 13,182,078 http://detail.tmall.com/item.htm?id=6772558388

8
澳门葡记 低糖 燕麦巧克力 营养麦片巧克力 喜糖

500克 特价包邮

葡记

低糖 オートミールチョコレート 栄養オートミール

500g 特価 配送費無料

22.80 9.90 31,659 5,014,786 http://detail.tmall.com/item.htm?id=35350203609

9
诺梵 8口味纯手工黑松露巧克力 400g礼盒装 进

口料特价零食品包邮

诺梵

8種類 手作り黒トリュフチョコレート 400g ギフト

ボックス 輸入原料 おやつ 配送費無料

58.00 19.95 27,539 8,790,449 http://detail.tmall.com/item.htm?id=14656721183

10
乐奈进口料黑松露巧克力8口味礼盒装 手工制作

408克零食品包邮

乐奈

輸入原料 黒トリュフチョコレート 8種類 ギフトボッ

クス 手作り 408g 配送費無料

79.80 19.90 26,405 8,407,352 http://detail.tmall.com/item.htm?id=35249217041

11
麦德好营养麦片巧克力500g低喜糖果纯燕麦片巧

克力零食品年货包邮

麦德好

栄養 オートミールチョコレート 500g 低糖 配送費無

料

25.80 11.80 25,464 4,807,603 http://detail.tmall.com/item.htm?id=35599768925

12
【顺丰包邮】 费列罗进口巧克力48粒零食品 妇

女节礼盒生日礼物

费列罗

【順豊配送費無料】輸入チョコレート 48粒 婦人でー

プレゼント 誕生日プレゼント

158.00 133.00 25,351 53,946,928 http://detail.tmall.com/item.htm?id=35468160937

13
顺丰amovo魔吻进口纯脂diy白色情人节礼物送女

友手工黑巧克力礼盒

AMOVO魔吻

順豊 amovo 輸入 ホワイトデープレゼント 手作り ギ

フトボックス

259.00 138.00 17,642 38,953,536 http://detail.tmall.com/item.htm?id=14153647941

14
诺梵手工松露巧克力礼盒创意礼物 进口料零食品

8口味405克包邮

诺梵

手作りトリュフチョコレート ギフトボックス 輸入原

料 8種類 405g 配送費無料

109.00 28.80 16,216 7,472,333 http://detail.tmall.com/item.htm?id=20722896330

15
【全国包邮】费列罗巧克力礼盒装DIY心形27情

人节礼物送女友进口

费列罗/FERRERO ROCHER

【全国配送費無料】チョコレートギフトボックス 27

個 プレゼント 輸入

259.00 118.00 15,449 29,167,712 http://detail.tmall.com/item.htm?id=12605656718

16
卡可芙8口味黑松露巧克力 进口料特产零食品包

邮 400克年礼盒装

Cakove/卡可芙

8種類 黒トリュフチョコレート 輸入原料 特産 配送費

無料 400g ギフトボックス

68.00 19.90 14,218 4,527,011 http://detail.tmall.com/item.htm?id=35327644619

17
白色情人节黑巧克力礼盒amovo魔吻进口纯可可

脂手工diy礼物包顺丰

AMOVO魔吻

ホワイトデー チョコレートギフトボックス 輸入 純カ

カオ 手作り 順豊

316.00 158.00 13,767 34,802,976 http://detail.tmall.com/item.htm?id=17031847966

18
超级划算套餐，请店内查看！ 糖客燕麦营养麦片

黑麦巧克力喜糖果

糖客

超級お得 オートミールチョコレート
20.80 7.99 13,438 1,717,914 http://detail.tmall.com/item.htm?id=36554639747

19
诺梵手工夹心巧克力礼盒 松露创意礼物进口料32

颗一杯子一辈子

诺梵

手作りチョコレート プレゼント 輸入原料 32個入り
159.00 39.90 11,969 7,641,010 http://detail.tmall.com/item.htm?id=36971478473

20
情人节进口零食品德菲丝/德菲斯松露巧克力浓情

古典原味1000g礼品

德菲丝

バレンタイン 輸入チョコレート 1000g ギフトボック

ス

158.00 69.00 11,847 13,079,088 http://detail.tmall.com/item.htm?id=12863466342

106.34 46.81 517,378 323,231,996
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
バレンタイン、3月8日の婦人節が過ぎたので、このタイミングで過去30日間のチョコレートの売れ筋調査です。たくさん売れているのは言わずもがなで、
価格に関して言うと、10元～20元程度の安い商品と、100元以上する割と高級なチョコで二極化しているようです。量のたっぷり入ったギフトボックスが
20元程度で買えてしまうので、高級志向のチョコレートは若干押され気味ですが、それでも月数万件は売れているのがスゴイです。夏になるとネットで
チョコレートはガクンと売れなくなる（気温が高いと配送中に溶けてしまうため）ので、まさに今が売りどきということで、配送費を無料にしたり、価格を落
としたり、どこも必死です。

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。

※2013年末をもちまして下記へ移転となりました。
セールス・インチャイナ株式会社 営業部
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-15-1-201
E-MAIL: info@sales-in-china.jp
TEL: 03-6869-7191
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