カテゴリー： 食品 ＞ お茶
調査日： 2013年9月2日
過去30日の販売数量トップ20
順位

1

画像

商品名（中国語）

艺福堂花草茶 柠檬茶 2013特级冻干柠檬片 独
立小包装便携 买2送1
限时买二送一 美丽持续 水嫩换季

商品名（日本語）

定価（元）

販売価格（元）

販売数

推定売上（円）※

URL

艺福堂/
花草茶 檸檬茶 2013特級乾燥檸檬 小包装 2つ購入で1つ

25.00

24.00

21,763

8,356,992 http://detail.tmall.com/item.htm?id=2254782754

プレゼント
尚客茶品/

2

买1送1 铁观音 安溪铁观音 柴烧浓香特级乌龙茶
1つ購入でもう1つプレゼント 鉄観音 安渓鉄観音 特級
礼盒 茶叶 共500g
烏龍茶ギフトボックス 茶葉 計500g 月間19588個販売
月销19588件 真正的全网销量第一
全国販売数ナンバーワン

158.00

49.90

19,872

15,865,805 http://detail.tmall.com/item.htm?id=18746243225

3

艺福堂花草茶 菊花茶 特级杭白菊优质新货 桐乡 艺福堂/
花草茶 菊花茶 特級白菊 新商品 桐郷胎菊王 80g 3つ購
胎菊王80g 买3包邮
入で配送費無料 百万人が認めた
桐乡头采 热销爆款 百万人见证

25.00

25.00

19,068

7,627,200 http://detail.tmall.com/item.htm?id=2255044798

200.00

49.00

17,662

13,847,008 http://detail.tmall.com/item.htm?id=22427896029

33.50

29.80

17,117

8,161,386 http://detail.tmall.com/item.htm?id=4538024436

38.00

36.80

15,060

8,867,328 http://detail.tmall.com/item.htm?id=19828336270

112.00

42.00

15,003

10,082,016 http://detail.tmall.com/item.htm?id=21788839916

289.00

49.00

13,883

10,884,272 http://detail.tmall.com/item.htm?id=18746742656

59.00

21.60

11,979

4,139,942 http://detail.tmall.com/item.htm?id=23096640524

家郷縁/

4

买一送一 铁观音 特级 茶叶 正品安溪铁观音 礼
1つ購入でもう1つプレゼント 鉄観音 特級 茶葉 正規品
盒装 乌龙茶共500g
安渓鉄観音 ギフトボックス 烏龍茶 計500g 65000個販
热销65000件 3万好评 买1盒送1盒
売 3万の高評価

5

艺福堂花草茶 玫瑰花茶 特级粉红法兰西玫瑰
2013新花80g 买2包邮
五周年庆 新花第一时间美丽到家

艺福堂/
花草茶 薔薇茶 特級 フランスローズ 2013新花 80g 2つ
購入で配送費無料 5周年記念

6

艺福堂 大肚子茶 正品包邮 大肚乌龙茶 200g/袋 艺福堂/
大肚子茶 ダイエット茶 正規品 配送費込み ダイエット
泡茶 买就送大麦茶
烏龍茶 200g/袋 麦茶プレゼント
今秋养生必备 多喝一点 小一点

7

【天猫中秋】 简品100花果茶2罐装 300g/水果
茶/果粒茶 热销2万件
1周销量破12000件 全网销量第1

簡品100/
【天猫中秋】花果茶 2本セット 300g 2万個販売 1周間
で12000個販売 全国販売数ナンバーワン

8

买一送一 铁观音 安溪铁观音 茶叶 乌龙茶 新春 中閩弘泰/
1つ購入でもう1つプレゼント 鉄観音 安渓鉄観音 茶葉
茶 特级 中闽弘泰
烏龍茶 新春茶 特急 今日限り1つプレゼント 数量限定
今日购一送一 数量有限 先到先得

9

【团茶】西湖龙井 茶叶 绿茶 礼盒 正宗明前西
湖龙井新茶 仙醇茶

仙醇/
【団茶】西湖龍井 茶葉 緑茶 ギフトボックス 西湖龍井
新茶 仙醇茶

10

【团茶】茶叶 红茶 金骏眉 武夷山桐木关特级金 仙醇/
【団茶】茶葉 紅茶 金駿眉 ギフトボックス 仙醇 金駿眉
骏眉 礼盒 仙醇
販売数トップ！
金骏眉销量冠军！ 性价比首选

89.00

9.90

11,914

1,887,178 http://detail.tmall.com/item.htm?id=14033538557

11

【买一送一】金骏眉 茶叶 武夷山桐木关顶级红 瀚臣/
【1つ購入で1つプレゼント】金駿眉 茶葉 武夷山桐木関
茶金俊眉 正品 特级
特級紅茶 正規品 特級
正宗桐木关红茶 买一盒送一盒

42.00

18.00

11,471

3,303,648 http://detail.tmall.com/item.htm?id=25689916649

12

【团茶】铁观音 茶叶 安溪铁观音 清香型特级
乌龙茶 礼盒 仙醇
【团茶】热销万件 清香型铁观音

39.00

9.90

113,056

17,908,070 http://detail.tmall.com/item.htm?id=14804538431

75.00

75.00

10,451

12,541,200 http://detail.tmall.com/item.htm?id=2623464662

13

艺福堂茶叶 绿茶 龙井茶 正宗雨前西湖龙井茶
2013新茶 买2送杯
全网绿茶销量第一 250g包邮

仙醇/
【団茶】鉄観音 茶葉 安渓鉄観音 特級 烏龍茶 ギフト
ボックス 仙醇
艺福堂/
茶葉 緑茶 龍井茶 西湖龍井茶 2013新茶 2つ購入でコッ
ププレゼント 全国緑茶販売数ナンバーワン 250g 配送
費込み

14

特级浓香型安溪铁观音1725乌龙茶叶正品 2013 日軒/
特級 安渓鉄観音 1725 烏龍茶 茶葉 正規品 2013新茶 日
新茶日轩250克包邮
軒 250g 配送費込み
爆款亏本促销250g灌装包邮36小泡

90.00

22.50

9,449

3,401,640 http://detail.tmall.com/item.htm?id=17740354276

15

铁观音 安溪铁观音 浓香型特级铁观音中闽弘泰 中閩弘泰/
鉄観音 安渓鉄観音 特級鉄観音 ギフトボックス 茶葉 1
礼盒 茶叶 买一送一
つ購入でもう1つプレゼント
专注品质只为口碑铁观音产地直销

116.00

87.00

9,438

13,137,696 http://detail.tmall.com/item.htm?id=15895621082

16

铁观音 茶叶 包邮特级 茶叶 正品安溪铁观音 乌 宇川/
鉄観音 茶葉 配送費込み 特級 正規品 安渓鉄観音 烏龍茶
龙茶
単品125g購入でさらに125g贈呈
单品买125克送125克 共一盒

118.00

21.80

9,331

3,254,653 http://detail.tmall.com/item.htm?id=19709373830

17

【70克买1送1】柠檬片 蜂蜜冻干柠檬片 柠檬茶
【70g1つ購入でもう1つプレゼント】乾燥檸檬 蜂蜜乾
花草茶 水果茶包邮
燥檸檬 檸檬茶 花草茶 水果茶 配送費込み 1つ購入でも
买1罐送同款1罐 补充VC 肌肤圣果
う1つプレゼント VC補給

68.00

29.00

9,137

4,239,568 http://detail.tmall.com/item.htm?id=20635271003

18

安溪铁观音 正品 清香型铁观音茶叶 乌龙茶 256 君享/
安渓鉄観音 正規品 鉄観音 茶葉 烏龍茶 256g 高級ギフ
克高档礼盒装 君享
トボックス 君享
要销量 要人气 要口碑 不要利润

100.00

23.00

9,062

3,334,816 http://detail.tmall.com/item.htm?id=26812380144

150.00

19.80

8,424

2,668,723 http://detail.tmall.com/item.htm?id=18888017683

23.00

9.90

7,647

1,211,285 http://detail.tmall.com/item.htm?id=16282074330

中閩飄香/

瀚臣/

19

【买一送一】铁观音 特级安溪铁观音 兰花香浓
【1つ購入で1つプレゼント】鉄観音 特級安渓鉄観音 瀚
香型 瀚臣正品茶叶
臣 正規品 茶葉 1つ購入でもう1つプレゼント 【お一人
买一送一请拍套餐【限购一套】
様1つまで】

20

云南古树普洱 生茶 500克 春秋大叶 9.9元包邮
限购1片 彩程茶叶
古树普洱茶 500克 9.9元 限购1片

彩程/
雲南古樹普洱 生茶 500g 春秋大葉 9.9元配送費込み お
一人様1つまで 彩程茶葉

92.48
定価平均

32.65
販売価格平均

360,787
販売数合計

153,509,141
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
今回はお茶の売れ筋調査です。私は圧倒的にお茶よりもお酒派ですが、たまにはこういうカテゴリの調査も面白いでしょう。中国では、一口にお茶
といっても非常に様々な種類があります。いわゆるウーロン茶も、日本でおなじみの茶色いものだけでなく、緑色のものなど、値段もピンからキリま
で様々です。売れ筋の1位は乾燥レモンで、「お茶のカテゴリで乾燥レモン？」と思われる方もいるかと思いますが、スーパーなどでも一般的にお茶
売り場で販売されています。その他はやはり多種多様なお茶が売れていますが、ギフト用のお茶は全て鉄観音で、高いものでは80元くらいするギ
フトボックスもあるようです（最高級の鉄観音だと、5000元以上もする商品もあるので、それを考えると安いですが）。それにしても、たくさん売れて
いますね…。Tmall上の食品カテゴリはまだまだ伸び盛りで、正直お茶カテゴリでもそこまで売れていないものと思っていたので、驚きました。今後は
もっと伸びていくんでしょうね。

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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