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はじめに

無料プレゼント企画に興味をもっていただき、どうもありがとうございます！

今回の内容は、Qoo10で中国商品をサクッと簡単に見つけるリサーチ方法をご紹介してい

ます。

少しでもお役に立てたら幸いです。

■自己紹介

こんにちは、けいこです。

2018年に思い切って会社を退職して中国輸入にチャレンジし、今現在は、中国輸入（無在

庫＆有在庫、OEMもやっています）をメインに、楽天やヤフショ、BASEなど多販路で店舗

を運営しているほか、ありがたいことにコンサルや情報発信もやらせていただいています。

東京出身のアラフォーズボラ主婦。

愛犬と旦那とのんびり暮らし。

家事は大の苦手ですが、ビジネスは面白いので好きです。

中国輸入以外の物販ビジネスにも常にトライしていますので、その他の物販や副業情報に

ついても、良いものがあればどんどん発信していきます！

「自由な働き方」「好きな生き方」「個人で稼ぐ」を応援しています。
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Qoo10とは？

Qoo10は、2010年より運営されているモール型の総合ECサイトです。

→サイトはこちら（https://www.qoo10.jp/）

「お得で楽しいショッピング」をテーマに、アパレルを筆頭に、日用品から食品まで、取扱

ジャンルや販売商品は多岐に渡ります。

2018年には、世界最大規模の大手ECサイト「eBay」を運営するeBay Inc. の傘下となり、

今では会員数1,000万人を超えるメジャー販路の1つとなりました。

とにかく安い商品がたくさん販売されている販路なので、中国商品とも非常に相性が良く、

中国輸入の商品もたくさん販売されています。
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Qoo10でサクッと超簡単リサーチ

まぢで簡単です！

※以下はPCでの画面キャプチャになります。

（１）検索窓にキーワードを入力 or カテゴリを選択

上部の検索窓に、リサーチしたい商品のカテゴリ（例えば、ワンピース、スニーカー、スマホ

ケースなど）を入力し「検索」ボタンをクリックします。

もしくは、左側に並ぶ「カテゴリ一覧」から、お好きなものを選択して進めていってもOKで

す。
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今回は「ワンピース」で検索してみます。

すると、以下のようにワンピース一覧が表示されます。
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（２）発送国を「その他」に変更

ここがポイント！！！

上部に並ぶ「その他」のタブをクリック。

もしくは、赤枠の「発送国」を「全ての商品」→「その他」に変更します。
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すると、発送国が「国内＝日本」「韓国」以外の商品一覧が表示されます。

ここでチェックしていただきたいのが、赤枠の「送料」の部分！

国旗のアイコンが表示されるのですが、

赤色の中国の国旗で右側に「CN」と書かれているもの

＝発送国が中国

＝中国商品

だということがわかります。

めちゃめちゃ簡単じゃないですか＾＾？
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Qoo10の発送国が「その他」のものは、その多くが中国商品なんです。

中国人セラーが出品している場合が多いですが、日本人セラーが出品している商品の場

合もあります。

＜発送国が「その他」の中国商品＞

①中国人のセラーが出品している商品

②日本人のセラーが出品している商品（商品を現地中国に保管していて商品が購入され

たら中国倉庫から発送する or 無在庫で中国から商品を発送するなど）

「国旗が表示されない」という場合には、以下の赤枠部分をクリックしてみてください。表示

方法が変わるので、表示されるようになるはずです＾＾
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リサーチのポイント

（１）レビュー数に注目

レビュー数が多い商品

＝たくさん購入されている人気の商品

だと判断することができます。

レビュー数に着目し、レビュー数の多い商品をチェックしていきましょう。

赤枠の表示順について、「ランキング順」のままでも良いですが、「レビューが多い順」に変

更すると、より見やすくなるのでおすすめです。
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（２）価格帯を絞る

Qoo10にはめちゃめちゃ安い価格で販売されている商品が数多くあります。

例えば、水着が1着1000円、ワンピースが1着1000円など。

（送料別だとしても、かなり安い価格です）

在庫処分の激安セール品の場合もありますが、その多くは中国人セラーが販売している商

品で、とても私たち日本人セラーには真似できない安い価格です。

こういう安い商品は避けましょう。

私たち日本人セラーではこんなに安くはできない（赤字になってしまいます）ですし、「この

安さだから売れている（＝高くすると売れない）」可能性があるからです。
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同じ物でも、日本人が日本国内でせどりを駆使して1円でも安く仕入れることができるのと

同じように、中国商品は、現地中国人セラーの方が圧倒的に有利です。

仕入れに代行会社を使わなくて済みますし、現地ならではの独自の入荷ルートやノウハウ

があるからです。

ですので、価格帯を絞って、メルカリやヤフショなどの他販路で販売しても売れそうな価格

帯の商品を見つけていきましょう。

要はQoo10内で多少高くても売れている商品ですね。

価格帯は、以下の「青丸」をスライドさせることで絞ることができます。

・左の青丸をスライドさせて最低価格を

・右の青丸をスライドさせて上限価格を

決めたら、右側にある「GO」をクリックします。

（今回は最低価格2000円、上限価格5000円にしてみました）
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すると以下のように、2000-5000円までの商品が表示されます。

例えば

・ワンピースであれば、2000円以上にする

・アクセサリーであれば、700円以上にする

などで絞り込んでおけば、後で利益計算をした時に、「赤字じゃん⤵」ってなることが少なく

なりますよ。
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（３）多数の商品を1つの商品ページで販売している商品は避ける

例えば、以下のような商品です。

商品ページをクリックして見てみるとわかりやすいのですが、1枚の写真に違う商品がたく

さん並んでいますよね？

1つの商品ページで多数（複数）の商品を販売しているんです。

13



このような商品ページの商品も避けましょう。

レビュー数が多かったとしても、このうちの「どの商品が人気なのか」がわからないからで

す。

満遍なく全商品が売れている場合もありますが、実は、一部の商品だけが売れていて、残

りほとんど売れていないという場合もあります。

（売れない商品を売るために、あえて、売れる商品と一緒のページにしている場合などもあ

るんですよね）

誤って、その「実は売れていない商品」を仕入れてしまうことのないよう、このような商品

ページの商品は避けた方が良いです。

以下のように、1商品だけを販売している商品ページをチェックするのがおすすめです！
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慣れてきたら

上記の方法に慣れてきたら、ぜひ「発送国」が「国内」の商品もリサーチしてみてください。

発送国が「国内」（＝日本）の商品にも中国商品はたくさんあります。

・日本人セラーが中国から商品を輸入して、日本国内の倉庫や自宅に保管。

・商品が購入されたら、その日本国内倉庫や自宅から発送する商品。

というパターンの商品です。

「発送国」が「その他」にて、中国商品をたくさん見ていくと、写真を見れば、どれが中国商

品なのかがなんとなくわかるようになってきます。
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中国商品は写真がきれいなものが多いですし、アパレルの場合にはモデルさんからも分

かりやすいですよね＾＾？

似た雰囲気のきれいな写真やモデルさんの写真のものであれば、中国商品の可能性が高

いので、そのような商品を見つけたら、画像検索で1688アリババで販売しているかをチェッ

クすればOKです。
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1688アリババで画像検索

「中国商品だ」「中国商品かな？」と思う商品を見つけたら、1688アリババで画像検索をして、

中国で販売されているのか＝中国から仕入れられるのか、をチェックします。

Qoo10リサーチで見つけた商品の写真を、コピーやスクショにて、自分のPCのデクストップなど

に保存しておきます。

次に1688アリババのTOPページより「検索窓のカメラマーク」をクリック。
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先ほどデスクトップに保存しておいた写真を選択します。

すると自動的に画像検索され、同じ商品を販売している1688アリババの商品ページが一覧で表

示されます。

商品写真をクリックすれば、その商品の商品ページが開きます。
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★1688アリババの商品ページの基本的な見方

①お店の名前

②出店年数

③お店の評価

④商品写真

⑤商品名

⑥この商品の評価

⑦直近1ヶ月の取引数

⑧1688アリババ販売価格＝仕入価格

（￥マークですが、単位は日本の円ではなく中国の人民元になります）

（2個以上購入で単価54.88元、11-1887個購入で単価53.90元、1888個以上購入なら単価37.24

元という意味です）

⑨このお店の出品地域

⑩サイズ・カラーなどのオプション選択

（この商品の場合、サイズ1種類×カラー2種類だとわかります）
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1688アリババ内に同じ商品を販売しているセラーがたくさんいますが

「お店の評価」や「商品の評価」が良い

「出店年数」が長い

「直近1ヶ月の取引数」が多い

などの商品ページ＝1688アリババセラーを選ぶのがおすすめです。

各商品の詳細な説明やサイズ表、素材などは、各商品ページを下にスクロールしていくと記載さ

れている場合が多いです。

商品写真も、スクロールしていく中にもっとたくさん掲載されています。

【サイズ表の例①】

【サイズ表の例②】
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利益計算し、仕入れるかどうか判断

仕入れた場合に利益が出るのかを確認します。

利益が出ないのであれば、仕入れても意味がありませんので、ここでしっかり確認します。

販売価格から、「仕入価格（代行手数料・国際送料含む）」「出品する販路の販売手数料」「国内

送料」「梱包代」を引いた残りの金額が利益になります。

今回は以下の商品を例に計算してみます。

■Qoo10商品ページ

■1688アリババ商品ページ
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・Qoo10販売価格（送料込）＝2454円+899円＝3353円

・1688アリババ仕入価格＝46元

■仕入価格

仕入価格には、商品の仕入代金のほかに、代行会社の手数料や中国から日本までの国際送料

もかかってきます。

国際送料は事前にはわからないので、この時点では概算で計算しておきます。

現在（2022/09/15）の元相場は21円ほどですので、概算として1元=35円前後で考えておけばOK

です！

仕入価格＝46元×35円＝1610円

■出品する販路の販売手数料

販路によって異なりますので、自分が出品する販路の販売手数料を確認してください。

10%と仮定すると、3353円×10%＝335円

■送料

レターパックプラスでの発送と仮定して、520円

■梱包代

OPP袋や段ボール代の合計のことです。

梱包資材を購入した際に、1個あたりの代金を計算しておきましょう。

ここでは仮として50円としておきます。

「利益＝販売価格−仕入価格−出品する販路の販売手数料−送料−梱包代」ですので、

利益は、3353円−1610円−335円−520円−50円＝838円

利益率は、558円/3353円＝25%

となります。
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ん？？利益率ちょっと低くない？？

ダメではないけど、もっと高い方がいいな。

そうなんです。

Qoo10は「安い」が特徴なので、他の販路よりも販売価格の水準が低いんです。

今回の商品は、概算では利益率25%でしたが、中には概算での利益率が10％などの低い商品

も多々あります。

『利益率が10%しかないから、仕入れるのは辞めておこう』

もちろんこの判断もOKですが、

Qoo10は他販路よりも販売価格の水準が低い＝他の販路ならもう少し高くても売れる、という可

能性があるんです。

例えば、先ほど概算で利益計算したのと同じ商品が、

＜BUYMA＞では、3820円で販売されています（レビューもあるので購入者あり）。
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＜楽天市場＞では、なんと5980円で販売されています！！！

（レビューが5件もあるので、まあまあ購入者がいそうですね）

上記のように、他販路ならもう少し高い販売価格でも売れる場合がありますので、仮に概算利益

が10％などの低い商品だったとしても、自分がメルカリで売るならメルカリ、ヤフショで売るならヤ

フショの価格水準を確認した上で、利益を少し足して計算してみる。

→利益がある程度しっかり出そうなら、テストで数点仕入れて販売してみる。

という風にチャレンジしてみてもOKです！

ただし、残念ながら、高い販売価格では売れない可能性も当然ありますので、その点は承知の

上でチャレンジしてくださいね＾＾
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あとちなみに、上記の例で＜BUYMA＞を挙げましたが、BUYMAは中国商品の販売はNGです

（規約でそう決められています）。

BUYMAで中国商品を販売できるのは、BUYMAに出店し、ある程度の経験を経たセラーが

BUYMAに中国商品の出品の許可申請をしてOKが出た場合のみとなりますので、いきなり

BUYMAに新規出店して中国商品を販売しないようにしてくださいね。

垢BANになっちゃいますよ＾＾；

★利益計算のポイント

仕入れ個数が少ないと国際送料が高くなってしまいます。なるべく一度にまとめてたくさんの商品

を発注し、中国から日本へ発送するようにしましょう。

最初は1商品あたり3-5個ぐらい仕入れてテスト販売→売れる商品は再度仕入れる、という流れ

がおすすめです。

実際の仕入価格の金額は概算結果とは異なりますので、商品を仕入れた後には、正しい数字に

て再度利益を計算するようにしましょう。

また、仕入れ個数が多くなると関税が発生する場合があります。

関税が発生した際には、関税代も仕入価格に含めて利益を計算するようにしてくださいね。
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仕入れ

利益を確認できたら、次は商品の仕入れです。

仕入れは代行会社を通じて行いますので、私たちは代行会社に商品の発注を依頼します。

中国輸入には代行会社が数多くありますので、今回は3社をご紹介します。

①淘太郎（タオタロウ）

代行業者の中でも有名な大手会社の1つで、利用している人が多いです。

実際に私も有在庫でも無在庫でも利用したことがあります。

淘太郎のサイトはこちらより（http://www.yiwutaro.com/）
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②誠

私が主に無在庫で利用させていただいている代行会社です。

もちろん有在庫も利用可能ですし、月額費用が無料ですので、初心者の方もとても利用しやすい

と思います。誠のサイトはこちらより（https://makoto1688.com/）

③ラクマート

私は利用したことはないのですが、利用されている方が多い代行会社の1つです。

「ラクマート」で検索するとブログやYoutubeの動画などもたくさん出てきますので、候補の1つとし

て検討されて良いと思います。

ラクマートのサイトはこちらより（https://www.rakumart.com/）
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各代行会社のサイトを確認し

・具体的にどんなサービスをされているのか

・各種料金（月額費用、手数料、国際送料など）

・対応している商品

・有料オプション

などについてしっかりと確認、比較検討してみてくださいね。

「中国輸入 代行会社」などで検索すれば、上記3社以外にも、たくさんの代行会社が見つかりま

すよ＾＾

★発注から自宅に商品が到着するまでのイメージ

代行会社によって、発注方法は違いますが、基本的には

・仕入れたい商品のURL

・仕入れたい商品の「カラー」「サイズ」「個数」

・有料オプションをつけるのであれば選択

上記を入力して発注ボタンをポチるだけで、発注完了となります。

有料オプションは必須ではないですが、アパレルの場合にはアパレル用の検品はつけた方が安

心です。（日本に商品到着後は返品や交換はできない場合がほとんどなので、代行会社でしっか

り検品してもらうとGOOD）

その後は、代行会社にて商品を1688アリババに発注し、届いた商品を検品。

「商品が揃った」「一部不良があった」などを知らせてくれますので、必要があれば再発注などを

行い、日本（自宅など）へ発送依頼をする、という流れになります。

基本「航空便」での発送になりますので、発送から到着まで概ね4-5日程度です。

（船便もありますが、荷物量が50kg以上など大量の場合しか利用できませんので、少量の仕入

れの内は航空便で輸入することになります。）
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代行会社に商品を発注依頼してから自宅に届くまで、早ければ2週間程度、遅いと1ヶ月以上か

かる場合もありますので、早め早めに仕入れるのがコツです。

一度やってみれば「こんな感じなんだ」というのがわかりますので、

まずは少量でテスト仕入れをしてみていただけたらと思います。

仕入れたら自分でも検品し、問題なければ、いよいよ販売です。

メルカリ、ヤフオク、ヤフショ、楽天などで販売してみてください＾＾
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まとめ

最後までご覧いただき、どうもありがとうございました！

「Qoo10なんて知らない」「知ってはいるけど使ったことはない」という方が多いので、今回ご紹介

をさせていただきました。

私も物販始めるまでは、Qoo10は全く知らなかった1人です＾＾；笑

少しでもお役に立てれば幸いです。

わからないところなどがありましたら、公式LINEより何でもご質問ください。

公式LINEでは、中国輸入を中心に、その他の物販や副業情報についても発信しています。

今後もどうぞよろしくお願いいたします。

けいこ
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