
出品のご案内 
MADE IN JAPAN ブランド限定 
メディアコマースプラットフォーム 



About
BECOSBECOS とは？

私たちは「作り手の技術」「こだわりや想い」
が真に融合した Made in Japan ブランドだけ
を厳選したメディアコマース＆ECプラット
フォームです。 

世界中の方々に、新しい発見と感動体験をお届
けするために、ものづくりの現場とカスタマー
をお繋ぎします。 



Beautiful
Crafts
Online
Store
多くのネットショップに見られるような、多種多様なアイテムの
掲載や安さを売りにすることなく、カスタマーに向き合う誠実で
真摯な姿勢と、高い技術力を合わせ持つメーカー・職人・アーティ
ストの皆様に出品していただいています。 

有象無象のアイテムが溢れるインターネットの世界で、今までは
発見しにくかった、御社のような日本を代表すべき素晴らしい作
り手とカスタマーの出逢いを実現します。 



Media Commerce Platform
メディアコマースプラットフォーム 

ECプラットフォーム = BECOS メディア = BECOS Journal 



Go Global
多言語多通貨対応プラットフォーム 

BECOSは多言語・多通貨機能を搭載したグ
ローバル対応のプラットフォームです。 

世界中の方々に、新しい発見と感動体験をお届
けするために、ものづくりの現場とカスタマー
をお繋ぎします。



Three
Promise

ブランディング効果 値引なし・高単価販売プロモーション・PR効果

独自に設けた出品基準をクリアし、相互

にブランド価値を高め合うことができる

作り手の方々のみで構成

出品者の皆様の取材記事、特集記事、ア

イテムの紹介記事、新商品・イベント情

報などを配信

BECOS における平均注文単価は「3.0

万円以上」と、他のネットショップと比

べて突出して高い数字

皆様が手間暇かけて作り上げたブラディングやアイテムがより素晴
らしいものとなるよう BECOS は3つのお約束をいたします。

３つのお約束



1. Branding

私たちは、独自に設けた出品基準をクリアし、相互に
ブランド価値を高め合うことができる作り手の方々の
みで構成されています。 

これまでの出品審査通過率は、およそ12％と厳しい
数値ですが、その分、掲載された作り手の方々のブラ
ンディングにおけるメリットが大きくなります。 

ブランディング



2. Promotion

私たちは、オウンドメディア BECOS Journal（ベコ
ス ジャーナル）にて、出品者の皆様の取材記事、特集
記事、アイテムの紹介記事、新商品・イベント情報など
を配信いたします。 

BECOS Journal のPV数は毎月120%～150%の成
長を続けており、月間1,000万PVを目指しています。

プロモーション



3. High Price

私たちは、出品者負担の過度な値引き、ブランディン
グを棄損するバーゲンセールなどによる集客をいたし
ません。 
 
きちんと価値を理解していただける方にアプローチ
し、ご購入いただいております。 
 
そのため、BECOS における平均注文単価は「3.5万
円以上」と、他のネットショップと比べて突出して高
い数字を誇っています。

値引なし・高単価販売



Feature
BECOSBECOS の特徴

良いモノを作れば売れる時代は過ぎ去り、 

いかにきちんと魅力を伝えるか、届けるかが重要な現代。 

私たちは御社のブランドの魅力を引き出し、発信し、 

カスタマーへ届けます。 



1. Design

私たちは、数々のファッションブランドの立ち上げを
行ったデザイナーや、一流ブランドのWebサイト構築の
経験を持つエンジニアを中心に、プラットフォームのデ
ザイン性や顧客満足度を高めています。 

どれほど素晴らしいアイテムも、売り場が乱れていては
価値は半減し、カスタマーにとっては「その程度のブラ
ンド」と認識されてしまいます。 

BECOS に出品することがブランド価値の向上に繋が
る、そのようなプラットフォームを目指しています。

デザイン性



2. Beautiful
    Picture,Movie

商品ページでは写真や動画を交えて、アイテムの魅力を

伝えることができます。 

また、皆さまそれぞれにブランドページを作成し、御社

の歴史、ブランドのコンセプトなどを伝えることができ

ます。 

フォーマットの決まっている大手ECモールでは語りつく

せない内容を、BECOS であればカスタマーへ発信する

ことができます。 

Webページの充実



3. Omotenashi

アイテムをお届けする際に手紙を同封し、感謝の気持ちを
伝えています。 

皆様からも、ご契約時に手書きのメッセージをいただいて
おりますのでご協力をお願いいたします。 

カスタマーの方から 
「とても驚いた」 
「ネットショッピングだけれど温かみを感じた」 
とご好評をいただいております。

おもてなしサンキューレター

※注文の度にお書きいただく必要はございません。 



About
BECOS 
Journal

BECOS Journal の特徴

良いモノを作れば売れる時代は過ぎ去り、 

いかにきちんと魅力を伝えるか、届けるかが重要な現代。 

私たちは御社のブランドの魅力を引き出し、発信し、 

カスタマーへ届けます。 



1. Story Making

取材ライターが皆様の工房へお伺いし、取材をいたします。 

オンラインショップでは語りつくせない開発秘話やこだわり
を教えてください。 

取材、掲載にあたり費用はいただきません。 
一緒に御社のブランドを発信させてください。 

取材と発信



2. SEO

私たちは独自の取材やリサーチに基づき、カスタマーに
とって有意義かつ質の高いオリジナルコンテンツを発信し
ています。 

検索エンジンからも高い評価を得て、「アイテム名」「工
芸名」「プレゼント関連」「高級関連」などのビックワー
ドで検索上位を安定的に獲得しています。 

そのようなメディアの中で、御社のアイテムをご紹介いた
します。

SEOで上位を独占



1位 
「父の日 高級」 
「包丁 プレゼント」 
「折り畳み傘 高級」 

SEOで上位を独占

2位 
「伝統工芸品 通販」 
「扇子 ブランド」 
「高級 プレゼント」



3位「宮内庁御用達」 
4位「傘 高級」 
6位「備前焼」 
10位「有田焼」 

ビッグワードでも上位表示



3. Success

・深津扇子店 | 皇室御用達職人の父から受け継ぐ技 
・伝統的だけどかっこいい！老舗の扇子ブランド１１選 
・幻の竹「煤竹」とは？本煤竹と焼煤竹の違い  
・江戸扇子の特徴とおすすめの老舗のお店と職人6選 
などの特集を掲載 

自社ECサイトもなく、ネット経由での注文は皆無の状況でしたが、
現在20～40本／月ほどをBECOSにて販売。 

 
特に、本煤竹という貴重な原料を利用した扇子（単価3～15万）
が、売り切れが出るほど人気となっています。

PRの実績【雲錦堂 深津扇子店】様



Start
BECOSBECOS へ出品する

出品方法は至ってシンプルです。 

①受託販売型（在庫をBECOSに預ける） 

②委託販売型（在庫を御社で管理する） 

どちらか御社にマッチする方法をお選びください。 



受託販売型 項目 委託販売型

BECOS 
※ 

在庫を預けていただき、 
以後御社の手間はなく 
販売が可能です

在庫管理 御社

アイテム写真・動画の撮影

BECOS
Webページ作成

注文管理

書類作成

梱包・同封物の挿入 御社 

※ 
注文の都度、出荷作業を 
御社にお願いいたします

カスタマーへの発送

カスタマーへの送料負担

顧客対応 BECOS

How to Start
出品方法

* 食品など冷蔵冷凍設備が必要なアイテムに関しては、「委託販売型」のみとなります。 
* 受注生産のアイテムは「委託販売型」となります。 



私たちは出来る限り御社の手間を減らし、インター
ネットを使ってより多くのカスタマーに私たちの大
好きな Made in Japan アイテムを届けたいと考え
ています。 

そのため ECプラットフォーム でありながら、商品
登録、ページ作成、アイテムの撮影など、手間のか
かる部分は全て BECOS で行います。 

さらに完全に御社の手間を減らす方法として、在庫
管理から発送まで BECOS にて行うプランもご用意
しました。 

在庫を送るだけで
販売できたら
世界が広がらないだろうか BECOS 金額

初期費用 50,000円～（税別）

月額費用 0円

販売手数料 ご相談

その他サービス料 0円
* 初期費用には、翻訳、ページ制作、商品写真の撮影費用などを含みます。 
* 初期費用は国内販売、越境販売を含みます。 
* ランニング費用は、販売時に発生する販売手数料のみとなります。 
* ブランディング動画の撮影は別途費用となります。

Price



Payment
お支払いサイクル

月末 月末 月末 

当月  翌月 翌々月

注文 出荷 締め 支払

注文 出荷 締め 支払

*「商品出荷日」を基準とし売上を締め、販売手数料を差し引いた金額を御社にお支払いいたします。

例）1月25日に注文が入ったオーダーについて 

      1月中に発送ができれば 1月の売上 として 2月末 にお支払い 

　　発送が2月中になると、2月の売上 として 3月末 にお支払いいたします。



「Made in Japan」「日本製」 

言葉 魔物 棲 。 

世界中 価値 認 、 

既 決定的 武器 得 。 

Made in Japan 憧 、 

、既 私 感 価値 。 

 



、本当  ? 



私 500 超 現場 足 運 、 

形 携 皆様 対話 繰 返 。 

共通 感 課題 一 。 

「情報発信 」 
圧倒的 足 。



私 、Web 、 

皆 人手 時間 部分 代 行 。 

在庫管理 、 

Web 構築 、取材・記事 配信 宣伝広報活動 、 

梱包・発送作業 顧客対応 。 

私 、実際 現場 何 生 。 

、 私 視点 、私 、 

皆 手助 信 。



世界 通用  Made in Japan 生 出 。 

、子供 職人 憧 、 携 夢見 世界 作 。 

私  Made in Japan 大好 。 

私 一緒 、昨日 違 一歩 踏 出 。 



会社名   株式会社KAZAANA 

住所   〒100－0004 東京都千代田区大手町2-6-1 朝日生命大手町ビル3階 

代表者   代表取締役社長　樫村健太郎 

電話番号   03-6260-8486 


