
中国、ベトナム進出の新しいカタチ

cocola京都
ご説明資料



自社のB2C商品がある

低予算で中国・ベトナム進出を目指したい
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ChefooDoの語源

一般社団法人ChefooDo

Chef×Food×Do＝ChefooDo
料理人が食で行動する

プロの料理人だからこそ、食を通じてできること、

やるべきことがあると考えます。

食の力で「ココロ」をより豊かに育み 、笑顔をつなげたい。

ChefooDo 要職者紹介

活動理念（３つのDo）
1.食育の推進
プロの料理人が作る学校給食を通じた食育を10年以上で100回以上実施など

2.地域社会との連携
地域産品の統一ブランド化する食べるJAPAN美味アワード」など

3.被災地の応援
スポーツと食による「希望の襷マラソン」など



上海食福得実業発展有限公司
日中の料理人、料理業界、その他食産業に精通している産業の架け橋となる事を目指します。

2022年8月、一般社団法人ChefooDoの中国現地法人設立
日本の料理人団体で唯一中国現地法人を保有



日中食産業の交流・発展
食育理念の啓蒙

正しい日本食文化の伝承

日本の食文化
食育意識の発信

人材の紹介
リクルート情報

就労・現地サポート等

食産業の交流
ChefooDo Member’s Club

アライアンス
提携・投資・合弁・買収
ライセンス・プロデュース

コンサルティング等

人材の教育
視察・研修・講習等

統一化ブランド
食べるJAPAN美味アワード

日本料理人
OEM加工食品

貿易
日本食品販売

商談会の開催
オンライン・オフライン

食イベントの開催
フェス・物産展
ディナーショー等

日本加工食品製造工場
新設サポート

貿易実務
サポート

推進事業



中国上海食品No.1企業である光明食品集団の海外貿易窓口

光明食品国際貿易有限公司と
連携パートナーシップ協定締結



メディア掲載実績
●ChefooDo中国進出 ●ChefooDoと光明食品国際貿易との連携



メディア掲載実績



販路比較
国営企業 Member’s Club cocola

ターゲット
B2B B2B B2B

B2C

特定企業 特定少数～ 不特定多数

食以外の物品の取り扱い
原則不可

ただし国営企業の
依頼に応じて

不可 可
ただし日本の逸品

ロット 原則大ロット 小ロット～ 小ロット～

物品以外の取扱い
（食に関する商品・サービスを対象）

国営企業の
依頼に応じて

可
ノウハウ、ライセンス、商談会、人

材、イベントetc
不可

対象国
中国・香港

ただしグループ企業が他国にある
場合この限りではない

中国・香港・台湾
※2022年10月時点

中国・香港・台湾
ベトナムなど
※2022年10月時点

オフライン営業施策 あり あり なし

オンライン営業施策 原則なし WeChatグループ配信
Club HPにおける掲載

SNSによる動画配信
LIVE販売

費用 無料～ 無料～ 1万円～/月



店舗で販売もしながら、中国およびベトナムの販路開拓ができる

今までにない日本の商品の海外進出を支援する新しいカタチ

連携事業 cocola京都

株式会社同天cocola × 一般社団法人ChefooDo
運営 連携



運営企業

株式会社同天cocola
〒604-0085

京都府京都市中京区竹屋町通小川東入東竹屋町416
HP：https://cocola.co.jp/

ChefooDo日本メンバーが代表を務める
食品をはじめ日本の逸品を中国・ベトナムetcに

販路拡大支援をするために設立。

・中国グループ企業
上海同天文化発展有限公司
易直播同天（杭州）輸出口有限公司

・ベトナムグループ企業
Distance Corporation（JAPO）

https://cocola.co.jp/


cocola京都
〒604-0823 京都府京都市中京区竹屋町通り小川東入東竹屋町416

京都市営地下鉄烏丸線から徒歩8分



cocolaとは

中国SNSで
情報発信 ＋ 実店舗

販売

店舗で販売もしながら、中国およびベトナムの販路開拓ができる
今までにない日本の商品の海外進出を支援する新しいカタチ

オンライン
販売 ＋

市場調査
販路開拓

LIVE販売
越境EC

安心・信頼の担保
訪日客へ販売



中国消費者の購入意志決定の変化
これまで

店頭で自分の意志で選択し購入

種類が多くて
どれがいいか
わからない

偽物かもしれない

現在

KOC（Key Opinion Consumer）情報から購入身近なお店から
親近感の湧く人へ

この人と同じものが
使いたい！

この人が言うなら
本物！



企業様

商品配送
送料お客様負担

京都

厦門

中国倉庫

ベトナム倉庫

試す
買う

試す
買う

試す
買う

①情報発信 月1回
市場調査＋販路開拓リアル店舗

※委託販売

オンラインツール

ホーチミン

商品配送
※送料協議

催事

催事

配送の
リード短縮
コスト削減

・クローズドマーケットで格安販売
・当社買取り

在庫処分

販売プラットホームが未熟なベトナムでは
自社メディア「JAPO」で情報発信と販売

②中国販売 4カ月目以降
LIVE販売＋越境EC

※2023年初めOPEN予定

※2023年初めOPEN予定

cocolaは月額1万円/SKUから利用可能



cocola参考資料

中国EC 流通総額（2020年）
約58兆円
約55.7兆円
約39.6兆円

中国LIVE販売 2020年
市場規模 約18.9兆円

約9兆円

国内EC 流通総額（2020年）

約4.7兆円

約4.4兆円

約1.4兆円

JAPO
月間UU：2万人

日本好きのベトナム人が閲覧
するWEBメディア。
TikTokのライブ販売時に撮影
した動画にベトナム語の字幕
をつけ発信。
EC販売およびCocolaホーチ
ミン集客に繋げる

クローズドマーケット
大学や工場などで実施する、在庫処分のための格安販売。
一般的には実施できないが、権利を保有しているため実施可能。
日本へ返送の場合、関税で送料が非常に高くなるため現地で処分するのが一般的。



1. 事前調査力と多様な販売方法に基づく経験

2. 日本に店舗を所有する安心感と信頼性

3. 専属KOLチーム

4. サポート体制

cocolaの強み



１．事前調査力と多様な販売方法に基づく経験

事前適正調査のを実施し、商品力と消費者ニーズを見極め、
適正販路を判断し「売れる商品」にする

口頭調査報告無料 報告書は有料



２．日本に店舗を所有する安心感と信頼性
日式と呼ばれる日本に売られていない日本のパッケージの商品が中国には

多く流通し、中国の消費者は本物の日本商品を求める傾向にある。

“京都” の店舗に商品があることで、
本物の日本製品であることの証明が可能となり信頼性があがる



３．専属KOLチーム
独自の情報発信による認知拡大と視聴ユーザーの反応を読み取り

商品に最適なターゲット層をフォロワーに持つKOLによるライブ販売を実施
販売実績例

1時間で
青汁1000個販売
店頭価格138元を
188元で販売

3時間（22:00-25:00）で
弁当箱1500個販売
日本価格2800円を
5,800円で販売



４．サポート体制

中国原価レベルでの中国商標の取得

販売戦略・戦術の立案、実行

貿易関連フルサポート



cocolaが実施すること

1.商品販売適正調査
2.国内および海外店舗での試供および販売促進
3.中国のネットショップに掲載
4.中国へのライブ配信
5.ベトナムJAPOへの掲載
6.B2B営業代行



cocolaご利用の流れ

事前適正調査 商品説明翻訳 商標取得

月額10,000円で始める中国

フェーズ.1 事前準備

フェーズ.2 戦略立案
訴求方法 販売チャネル選定

動画作成

京都店へ商品発送

フェーズ.3 販売開始

契約締結

フェーズ.4 海外販促開始
EC SHOP LIVE販売SNS投稿 メディア掲載 海外店舗販売

厦門 ホーチミン

いずれか月1回投稿 SNS投稿・LIVE販売映像
使用

海外販路拡大時実施

※事前適正調査を基に実施します

cocola 京都

ベトナム市場へのはじめの一歩

※2023年初めOPEN予定

4カ月目以降実施



実施条件およびフロー
〇契約条件
期 間：1年契約 ※3か月ごとに継続可否協議
形 態：委託販売
販売対象エリア：日本、中国、ベトナムを主軸に世界各国
費 用：月額：10,000円/SKU 20,000円/シリーズ

商品掛け率：50%※応相談（売価調整）
翻訳費（海外商品説明資料）
その他協議の上決定

支給品：展示品一式、試供品、パンフレット等
お支払い：国内販売 月末締め翌月末払い

海外販売 月末締め翌々月末払い
〇実施内容
1. 商品販売適正調査
2. 国内および海外店舗での試供および販売促進
3. 中国のネットショップに掲載
4. 中国へのライブ配信
5. ベトナムJAPOへの掲載
6. B2B営業代行
別途ご相談は都度お見積り、有償で実施可能

〇契約締結後の流れ
項目 想定費用 備考

①商標取得 別途お見積り 当社で代行する場合別途ご相談

②商品説明資料翻訳 翻訳費
別途お見積り 原文ご提出必須

③国内倉庫へ商品発送 配送費（配送会社様にお支払い）

④商品販売適正調査 口頭による説明無料
報告書希望場合：3.5万円/SKU

未契約で適正調査のみ実施をご
希望の場合10万円/SKU

⑤販売開始 掛け率50% 在庫処分の場合は別途相談

⑥海外商品発送
パッキングリスト・インボイス2万円/回
各国語シールの構成翻訳2万円/言語
印刷・貼付作業は卸価格に計上

当社で代行する場合

⑦貿易業務 関税・貿易手数料
※応相談

⑧海外倉庫在庫移動 倉庫・物流費
※別途お見積り

※金額はすべて税別



中小機構様セミナー特典

3カ月間
月額利用料10%OFF



さいごに

私たちは本気で海外に商品を売りたい
一生涯共に歩める企業様を求めています
共に海外市場で成功を掴み取りましょう

本日はご清聴ありがとうございました。
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