
おすすめ商品―車の便利グッズ スマホホルダー

Copyright ©  2018                                         All Rights Reserved.

最小注文数量：2個～

仕入れの単価：20元 USD4.99 

アマゾン類似商品の単価：USD21

商品URL：

https://detail.1688.com/offer/622521513144.html?spm=a26352.13672862.offerlist.13.4c955fcf1SY

6G1

普通のスマホスタンドより小さく、使わない時は収納される、スペースを節約できます。
電気を付かないですが、スマホを入れると自動的に固定される仕組みになっています。
英語パッケージがあります。

https://detail.1688.com/offer/622521513144.html?spm=a26352.13672862.offerlist.13.4c955fcf1SY6G1


おすすめ商品―車の便利グッズ 吸盤

Copyright ©  2018                                         All Rights Reserved.

最小注文数量：1個～

仕入れの単価：4元から USD 0.60から

アマゾン類似商品の単価：USD5.3

重さ 36g

商品URL：

https://detail.1688.com/offer/567813746984.html?spm=a

26352.13672862.offerlist.73.36891e62WTe21R

強い吸引力（13～15㎏）を持つ吸盤、車の小さい凹みを
修復できる。
又は、ガラス、ディスプレイ、セラミックスなど滑らか
な表面に使い、物を持ち上げるツールとしても利用でき
ます。
セットで取り扱うことをお勧めいたします。

https://detail.1688.com/offer/567813746984.html?spm=a26352.13672862.offerlist.73.36891e62WTe21R


おすすめ商品―車の便利グッズ 折り畳みボックス

Copyright ©  2018                                         All Rights Reserved.

最小注文数量：2個～

仕入れの単価：37元から USD5.48 

アマゾン類似商品の単価：USD29

商品URL：

https://detail.1688.com/offer/622521513144.html?spm=a26352.13672862.offe

rlist.13.4c955fcf1SY6G1

大容量折り畳み式、たくさんの色が選択可。
荷物によりスペースを変更でき、仕切り板は取り付ける/取り外すことができ
る。収納空間のカスタマイズ可能です。
側面にも網ポケットが付き、荷物をすっきり収納できます！

https://detail.1688.com/offer/622521513144.html?spm=a26352.13672862.offerlist.13.4c955fcf1SY6G1


おすすめ商品―車の便利グッズ ハンガー

Copyright ©  2018                                         All Rights Reserved.

最小注文数量：2個～

仕入れの単価：20元 USD2.99 

商品URL：

https://detail.1688.com/offer/546599325709.html?spm=a26352.13672862.offe

rlist.563.459d7f6ep2uPJR

大切なスーツにシワがないように、ハンガーを使いましょう！
高さ、長さはご自由に調整でき、Tシャツからスーツまで対応できる。
取り付けるもとても簡単です！

https://detail.1688.com/offer/546599325709.html?spm=a26352.13672862.offerlist.563.459d7f6ep2uPJR


おすすめ商品―車の便利グッズ ミラー

Copyright ©  2018                                         All Rights Reserved.

最小注文数量：2個～

仕入れの単価：8.8元から USD1.32 

アマゾン類似商品の単価：USD13

商品URL：

https://detail.1688.com/offer/607603529632.html?spm=a26352.13672862.

offerlist.222.60d43648UaRBtv

ドライブ中後部座席の赤ちゃんの様子を確認したいですが、頭を回すと
とても危険です。
このようなミラーがあれば、いつでも赤ちゃんの様子が確認でき、とて
も安心ですね。
貼り付け用テープ付き、簡単に取り付けます！車にキズ付けない。
360度自由に調整可能です。

https://detail.1688.com/offer/607603529632.html?spm=a26352.13672862.offerlist.222.60d43648UaRBtv


おすすめ商品―車の便利グッズ シートベルトカバー枕

Copyright ©  2018                                         All Rights Reserved.

最小注文数量：2個～

仕入れの単価：3.4元 USD0.51 

アマゾン類似商品の単価：USD10

商品URL：

https://detail.1688.com/offer/575679541923.html?spm=a26352.13672862.

offerlist.10.2c1a1e62BIMf2W

お子様が睡眠中、首や頭への圧迫感や疲労を軽減できるシートベルト枕
です。
もちろん、運転中しお子様の頭と首を保護することもできる。
内側はPP綿で、取り外すことができ、カバーは洗濯できる。
すべての車種とシートベルトに対応。
安全・安心・快適♪

https://detail.1688.com/offer/575679541923.html?spm=a26352.13672862.offerlist.10.2c1a1e62BIMf2W


おすすめ商品―車の便利グッズ 荷物落下防止ラゲージネット

Copyright ©  2018                                         All Rights Reserved.

最小注文数量：2個～

仕入れの単価：9.5元から USD1.42から

アマゾン類似商品の単価：USD15

商品URL：

https://detail.1688.com/offer/599669147135.html?spm=a

26352.13672862.offerlist.90.7b2a6e7bW4JAkX

•伸縮性強いが強い、あらゆる形の荷物に対応できます
•トラック、SUV等殆どの車に装着可能です
•使い方イロイロ！仕切りにしたり、天井収納にしたり、
買いもの固定など、使い方法がたくさんあります！

https://detail.1688.com/offer/599669147135.html?spm=a26352.13672862.offerlist.90.7b2a6e7bW4JAkX


1. Wireless Car Charger

• https://detail.1688.com/offer/597591370056.html?spm=a26352.13672862.offerlist.161.45ca14e2UIi77j

• 単価：68元/個、2個から仕入れ

• 重量：0.25Kg サイズ：10.0 cm * 8.0 cm * 3.0 cm

• 特色：ワイヤレス充電可能、カーマウント機能も良い

• アメリカアマゾンの販売参考価格：＄24.99～35.99

• 類似商品：

• https://detail.1688.com/offer/641752244108.html?spm=a26352.13672862.offerlist.133.45ca14e2UIi77j

• https://detail.1688.com/offer/626442741789.html?spm=a26352.13672862.0.0.694855feLcSKTO&tracelog=p4p&clickid=ef722b0fd85d4172830d1eb3cf203
24e&sessionid=a82076af6c580fe3fac25d432a294fc4

• https://detail.1688.com/offer/644538728068.html?spm=a26352.13672862.0.0.694855feLcSKTO&tracelog=p4p&clickid=8512727f79264877b014b749977e
0649&sessionid=a82076af6c580fe3fac25d432a294fc4

https://detail.1688.com/offer/597591370056.html?spm=a26352.13672862.offerlist.161.45ca14e2UIi77j
https://detail.1688.com/offer/641752244108.html?spm=a26352.13672862.offerlist.133.45ca14e2UIi77j
https://detail.1688.com/offer/626442741789.html?spm=a26352.13672862.0.0.694855feLcSKTO&tracelog=p4p&clickid=ef722b0fd85d4172830d1eb3cf20324e&sessionid=a82076af6c580fe3fac25d432a294fc4
https://detail.1688.com/offer/644538728068.html?spm=a26352.13672862.0.0.694855feLcSKTO&tracelog=p4p&clickid=8512727f79264877b014b749977e0649&sessionid=a82076af6c580fe3fac25d432a294fc4


2. 6in1 Wireless Charger

• https://detail.1688.com/offer/558144221598.html?spm=a26352.13672862.offerlist.9.45ca14e2UIi77j

• 単価：56元/個、2個から仕入れ

• この商品外観設計特許があります（中国）。

• iPhone, Type-C, Micro端子があります、ワイヤレス充電可能、Airpods端子があります、Apple Watchも充電可能。

• バリエーション：白、黒、ピンク

• アメリカアマゾンの販売参考価格：通常は3in1：＄33.99～

• 類似商品：
https://detail.1688.com/offer/644096669181.html?spm=a26352.13672862.offerlist.49.45ca14e2UIi77j&tracelog=p4p&clickid=2bc8b7d9539a4eabbf2f7068
eed8fcf8&sessionid=438fd6d1cd4311c30ba6759826709713

• https://detail.1688.com/offer/637272547055.html?spm=a26352.13672862.offerlist.63.45ca14e2UIi77j

https://detail.1688.com/offer/558144221598.html?spm=a26352.13672862.offerlist.9.45ca14e2UIi77j
https://detail.1688.com/offer/644096669181.html?spm=a26352.13672862.offerlist.49.45ca14e2UIi77j&tracelog=p4p&clickid=2bc8b7d9539a4eabbf2f7068eed8fcf8&sessionid=438fd6d1cd4311c30ba6759826709713
https://detail.1688.com/offer/637272547055.html?spm=a26352.13672862.offerlist.63.45ca14e2UIi77j


3. slippers
• https://detail.1688.com/offer/646809324272.html?spm=a26352.13672862.offerlist.81.76d12bd7

BDeGiZ

• 126元/足 2足から仕入れ

• https://detail.1688.com/offer/614203970167.html?spm=a26352.13672862.offerlist.49.76d1
2bd7BDeGiZ

• 26元/足 2足から仕入れ

• https://detail.1688.com/offer/652479711682.html?spm=a26352.13672862.0.0.76d12bd7
BDeGiZ&tracelog=p4p&clickid=ff9da502941f4b59abe5c00b3a334183&sessionid=3660
a7e782e50b47e054ac0574874544

• 28元/足 2足から仕入れ

今からは秋、冬用のスリッパ―を考えてもよろしいと思います。
• 例えば、防水できるスリッパ

https://detail.1688.com/offer/652329060641.html?spm=a26352.13672862.offerlist.148.5
1e631d9qfbs4H

• 22元/足 2足から仕入れ
• https://detail.1688.com/offer/630450813917.html?spm=a26352.13672862.offerlist.179.5

1e631d9qfbs4H
• 18.5元/足 2足から仕入れ

アメリカアマゾンの価格は9.99～23.99、品質／仕様によって価格の差も結構あります。
下記の商品を例として書きました。ご自身でほかのデザインを探すのもよろしいです。

https://detail.1688.com/offer/646809324272.html?spm=a26352.13672862.offerlist.81.76d12bd7BDeGiZ
https://detail.1688.com/offer/614203970167.html?spm=a26352.13672862.offerlist.49.76d12bd7BDeGiZ
https://detail.1688.com/offer/652479711682.html?spm=a26352.13672862.0.0.76d12bd7BDeGiZ&tracelog=p4p&clickid=ff9da502941f4b59abe5c00b3a334183&sessionid=3660a7e782e50b47e054ac0574874544
https://detail.1688.com/offer/652329060641.html?spm=a26352.13672862.offerlist.148.51e631d9qfbs4H
https://detail.1688.com/offer/630450813917.html?spm=a26352.13672862.offerlist.179.51e631d9qfbs4H


• https://detail.1688.com/offer/615356870361.html?spm=a26352.13672862.offerlist.7.7b603fcdZWiDuD

• 価格：19.1～26.1元/個

• 重量とサイズ：30*50cm  85g/個 45*45㎝ 110g/個

• バリエーションが多い、革が柔らかくて手触りが心地良い

• アメリカアマゾンの参考価格：15.99～25.99（素材/デザインによって違います）

• 類似商品のURL：

• https://detail.1688.com/offer/617332737351.html?spm=a26352.13672862.offerlist.94.7b603fcdZWiDuD

• https://detail.1688.com/offer/646248694218.html?spm=a26352.13672862.offerlist.340.7b603fcdZWiDuD

4. Pillow cover

• 他にもいろんなデザインがあります。
ハロウィン、クリスマス専用のデザ
インも多いです。

https://detail.1688.com/offer/615356870361.html?spm=a26352.13672862.offerlist.7.7b603fcdZWiDuD
https://detail.1688.com/offer/617332737351.html?spm=a26352.13672862.offerlist.94.7b603fcdZWiDuD
https://detail.1688.com/offer/646248694218.html?spm=a26352.13672862.offerlist.340.7b603fcdZWiDuD


5.Cat laser toy

• https://detail.1688.com/offer/650404370584.html?tracelog=p4p&spm=a26352.13672862.offerlist.30.7b603fcdZWiDuD&clickid=c0c
6b1a17de4419abf7737c615d54f90&sessionid=94ce2ab1b05e6cd0e6b38b08d90c890b

• 単価：34元/個、50個から仕入れ

• 猫形重量：505g サイズ：100*100*155㎜ 鶏重量：220ｇ/個 サイズ：93*73*137㎜

• 特色：赤光を発し、猫と遊べる；音を立てて、猫の興味を引き寄せる；猫形のおもちゃは中に餌を入れて、猫が遊びながら食
べることもできます。

• この商品はメーカーのアメリカ倉庫から1個発送することができます。（FBAを利用しなくても販売できます！）

• アメリカアマゾンの販売価格（参考）：$15.99～ $ 25.99

• 類似商品：
https://detail.1688.com/offer/605685482245.html?spm=a26352.13672862.offerlist.1.5af66013gki8bk&tracelog=p4p&clickid=ec84df
c4e5ad4500a0f9e97ed28f94cc&sessionid=d44d9507d1baa89a40de737230480d98

• https://detail.1688.com/offer/627326609583.html?spm=a26352.13672862.0.0.5af66013gki8bk&tracelog=p4p&clickid=d80b064e00c
348b089db413a17d29dcd&sessionid=389a0979a7683f0b6405396a9887f420

• https://detail.1688.com/offer/599225009952.html?spm=a26352.13672862.offerlist.88.5af66013gki8bk

https://detail.1688.com/offer/650404370584.html?tracelog=p4p&spm=a26352.13672862.offerlist.30.7b603fcdZWiDuD&clickid=c0c6b1a17de4419abf7737c615d54f90&sessionid=94ce2ab1b05e6cd0e6b38b08d90c890b
https://detail.1688.com/offer/605685482245.html?spm=a26352.13672862.offerlist.1.5af66013gki8bk&tracelog=p4p&clickid=ec84dfc4e5ad4500a0f9e97ed28f94cc&sessionid=d44d9507d1baa89a40de737230480d98
https://detail.1688.com/offer/605685482245.html?spm=a26352.13672862.offerlist.1.5af66013gki8bk&tracelog=p4p&clickid=ec84dfc4e5ad4500a0f9e97ed28f94cc&sessionid=d44d9507d1baa89a40de737230480d98
https://detail.1688.com/offer/627326609583.html?spm=a26352.13672862.0.0.5af66013gki8bk&tracelog=p4p&clickid=d80b064e00c348b089db413a17d29dcd&sessionid=389a0979a7683f0b6405396a9887f420
https://detail.1688.com/offer/599225009952.html?spm=a26352.13672862.offerlist.88.5af66013gki8bk
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