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ネットショップなど法人向けに価格情報分析ツール「Pricefan（プライスファン）」（http://pricefan.jp）を提供し

ている株式会社オークファン（本社：東京都渋谷区、代表：武永修一）は、EC およびネットオークションの市場

における MacBook Air・Pro の価格・落札動向の調査を実施いたしました。
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●Mac●Mac●Mac●Mac 製品の製品の製品の製品の驚異的な市場動向驚異的な市場動向驚異的な市場動向驚異的な市場動向    落札数およそ落札数およそ落札数およそ落札数およそ 3.63.63.63.6 倍倍倍倍    価格は価格は価格は価格は長期的に長期的に長期的に長期的に安定推移安定推移安定推移安定推移    
 
7 月 20 日に Apple 社の人気ノートパソコン、MacBookAir が発表され、そのコストパフォーマンスに世界

的な話題を呼び起こしました。 
日本でも Mac ユーザが急速に増加しているのが、オークション市場や EC 市場の動向を見ることからもわ

かります。 
本調査では、7 月 20 日に発表された人気種 MacBookAir の新型と、ロングセラーとなっている MacBookPro
について、ユーザニーズが如実に表れるオークション市場の落札動向を調査しました。 
またオークションと EC ショップの値動きも併せて調査しました。 

 

■■■■オークション状況オークション状況オークション状況オークション状況■■■■    

～落札数はで～落札数はで～落札数はで～落札数はで 3.63.63.63.6 倍に急上昇！新型種の発売で今後も取引数は上昇傾向に～倍に急上昇！新型種の発売で今後も取引数は上昇傾向に～倍に急上昇！新型種の発売で今後も取引数は上昇傾向に～倍に急上昇！新型種の発売で今後も取引数は上昇傾向に～    

Yahoo!オークションにおける Mac 製品の落札動向。期間は 2009 年 10 月～2011 年 9 月の 2 年間です。 

画像 1 は Macbook Air のオークション動向を表しており、画像 2 は MacBook Pro のオークション動向を表して

います。 

MacBook Air に関しては、2010 年 12 月から新しいカテゴリとして観測が始められていますが、2010 年 12 月

の落札数は 225 件で、最新の観測時点である 2011 年 9 月では 804 件と、およそ 3.6 倍の落札数となっています。 

MacBook Pro に関しては、2009 年 10 月の落札数は 336 件、2011 年 9 月では 759 件と、こちらもおよそ 2.3 倍

となっております。 

どちらも比較的安定的に落札数を伸ばしており、新型種の発売も相まって、さらに取引数は上昇していくことで

しょう。 

  

    

止まらない止まらない止まらない止まらないMacMacMacMacブーム！驚異的な市場動向でブーム！驚異的な市場動向でブーム！驚異的な市場動向でブーム！驚異的な市場動向でWindowsWindowsWindowsWindowsを猛追を猛追を猛追を猛追    

～新型発売により～新型発売により～新型発売により～新型発売によりMacBookAirMacBookAirMacBookAirMacBookAirの落札数は発売当時のの落札数は発売当時のの落札数は発売当時のの落札数は発売当時の3.63.63.63.6倍！～倍！～倍！～倍！～    
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画像 1 

 

棒グラフ：総落札数/折れ線グラフ（赤）：総落札額/折れ線グラフ（青）：平均落札額 

 

画像 2 

 

棒グラフ：総落札数/折れ線グラフ（赤）：総落札額/折れ線グラフ（青）：平均落札額 

 



 
 

■EC■EC■EC■EC ショップ状況ショップ状況ショップ状況ショップ状況■■■■    

～～～～MacBookMacBookMacBookMacBookAirAirAirAir・・・・ProProProPro 共に値崩れなし、共に値崩れなし、共に値崩れなし、共に値崩れなし、オークションでも高い支持オークションでも高い支持オークションでも高い支持オークションでも高い支持！！！！人気衰えず～人気衰えず～人気衰えず～人気衰えず～    

 

続いて以下 EC ショップにおける MacBook Air の値動きです。（調査期間：2011 年 7 月 13 日～10 月 11 日） 

 

水色のチャートは安値圏の 10 ショップの平均価格の推移を表し、黄色のチャートは Yahoo!オークションの平均

落札額の推移を表しています。 

新型が EC 市場に登場した 7 月 27 日の EC ショップの平均価格は 85,700 円で、10 月 11 日の平均価格は 83,745

円とおよそ 2.6%の下落となっており、下落幅は僅かなものとなっています。 

通常新発売の PC の価格動向を見ると、発売後すぐに大幅な値崩れを起こし、25%程度下落することもあります

が、新型の MacBookAir は新発売の製品とは思えない驚異的な安定感を見せています。 

オークションの平均落札額では、8 月 3 日の 75,142 円から 10 月 11 日の 67,746 円まで、およそ 9.8%の下落と

なっていますが、ここ 2 ヶ月弱は安定しており、自然な推移と言えるでしょう。 

 

続いて以下 EC ショップにおける MacBook Pro の値動きです。（調査期間：2011 年 7 月 13 日～10 月 11 日） 



 

 

先ほどと同様、水色のチャートは安値圏の 10 ショップの平均価格の推移を表し、黄色のチャートは Yahoo!オー

クションの平均落札額の推移を表しています。 

7 月 13 日の EC ショップの平均価格は 92,100 円で、10 月 11 日の平均価格は 93,349 円とおよそ 1.4%の上昇と

なっており、期間中 10,000 円を上回ることもあり、息の長い人気製品となっていると言えます。 

オークションの平均落札額は、8 月 8 日の 82,000 円から 10 月 11 日の 84,051 円まで、およそ 2.5%上昇してお

り、オークション市場でも支持を得ていると捉えることができます。 

またオークション市場で落札相場が上昇していることから、今後EC市場でも値上がりが起こることも考えられ、

引き続き安定した価格推移が見られると考えられます。 

 

以上のようにオークションでは市場ニーズを反映して落札数が急上昇し、EC ショップにおける価格は安定した

推移を見せています。 

このことからも Mac 製品の人気を見て取ることができ、MacBook Air の新型発売によって、一層 Mac ユーザが

増加しそうであると考えることができます。 

 

 

当社は今後もネットショッピング業界およびネットオークション業界から日本経済・社会の現状把握につながる

様々な調査を実施する予定です。 

 



 
※調査対象 

【プライスファン】http://pricefan.jp/（製品紹介サイト） 

 

 

 

 

 

 

 

■株式会社オークファン 会社概要■ 

会社名： 株式会社オークファン 

代表者： 代表取締役 武永 修一 

設立： 2007 年 6 月 

資本金：1 億 5422 万円 

従業員：40 名（2011 年 7 月現在） 

住所： 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂 1 丁目 21 番 14 号 渋谷 TOD ビル 8 階 

 

■オークファンについて■ 

2001 年 1 月に開始した月間ユニークユーザー数 800 万、月間ページビュー数 1 億以上を誇る国内最大のオーク

ション統計・検索サイトです。 

特徴としては、国内のオークションサイト（Yahoo!オークション、楽天、ビッダーズ、モバオク、その他）にア

マゾン（Amazon.co.jp）、米 eBay、各ショッピングサイトを一括で検索できます。取引商品のデータベースは約

10 億件（流通総額約 8 兆円）を超え、 

過去に取引されたあらゆるモノ（商品）の価格や相場を検索できる機能を持っております。 

 

■主なサービス■ 

＊「オークファン」URL： http://aucfan.com 

＊携帯版「オークファン」URL： http://m.aucfan.com 

＊「プライスファン」URL: http://pricefan.jp/ 

＊中国語版オークファン「拍迷网」URL： http://cn.aucfan.com 

＊オークションデータ分析ツール「オークデータ」URL： http://data.aucfan.com/ 

 

 

 

<この件に関するお問い合わせ先> 

【株式会社オークファン（http://aucfan.com/）／広報担当 樋口】 

TEL 03-6416-3652／FAX 03-6416-3657  Email pr@aucfan.com 


