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フィットネスクラブにおける効率的な収益力向上を全力でサポートします。
物販売上・オプション収益・経費削減をクラブ様のニーズに合わせ、

さまざまな角度からベストな解決策を提案します。

クラブオペレーションにおける
省力化と経費削減をサポート

クラブでのオプション収益の
向上をサポート

クラブ内の物販売上をサポート

サプリメントサーバー、レンタル
タオル用ICロッカーなどクラブ内
における顧客サービスと顧客満足
度、そして顧客単価を両立して向
上させるご提案をいたします。

提供サービスの品質を下げずに省
力化と経費削減を実行したい。
仕入れコスト低減からPB商品開
発・バックヤード業務のアウトソ
ーシングをご提案いたします。

クラブ内におけるショップ運営・
催事販売イベント・オリジナル
ECサイト構築から自動販売機な
ど全方位体制で売上向上のための
サービスをご提案いたします。

ALIGHT(アライト)が提案すること。
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Aワゴン催事販売会

ヨガウェア・ダンスジムウェア・水着・ハワイアン・ゴーグル・
販売員付き催事などなど。多数のカテゴリーから選択可能。

バリエーション豊富なイベントで会員様を飽きさせない！
魅力的な会員価格で購買意欲を向上させる！
委託物量はスペースに合わせて調整可能！

詳しく知りたい

販売：完全委託
期間：10日～2週間程度
条件：販売価格の80％
請求：商品返却後に検品実施。
　　 仮納品書との差分で請求書発行
送料：往路弊社、復路貴社負担



Category
Aワゴン催事販売会

《スイムウェア＆スイム雑貨》リーズナブルなスイムウェア、フィットネス向けスイムウェア、マイケルフェルプスのゴーグル。プール併設クラブ向けイベントです。

マイケル・フェルプスをスポ
ンサードするイタリア製の
ゴーグル。専用什器付きで
机・棚展開が可能です。
￥1,800～

ウェットスーツ製造メーカ
ーの採寸によるオリジナル
のウォームスーツをセミオ
ーダーできるイベントです。
ブランド：サーフグリップ　
￥18,000～

ワンピース・セパレート・メ
ンズとキャップのイベント
です。2000円～4000円
のリーズナブルプライス。
￥500～￥4,000

All For Colorブランドの
水着。着やすいオールイン
ワンなどデザイン・着心地
ともに好評価のフィットネ
ス用水着のイベント。
￥4,900

ウォームスーツアクアスフィアスイムウェアAFCスイム

《ユニーク限定イベント》ユニークなアパレル・ウェアのため、限定数のイベントです。ハンガー2～5本程度とボリュームに差がありますのでご留意ください。

パウスカート、ベアトップ、
フラシューズにバッグ、レイ
などフラダンスに必要なウ
ェア＆グッズを展開。ハン
ガー４本＆ワゴン必須。
￥450～5,900

ワゴンを活用したポーチ・
トレーニングアクセサリー
・テーピング・バッグなどの
雑貨アイテムの催事です。
ついで買いアイテムです。
￥450～2,900

タイから直輸入のヨガにも
使用できるタイパンツ。バ
リエーションは豊富で全商
品1900円＋税のワンプラ
イスイベント。
￥1,900

ランニングやジム、トレー
ニングでご使用いただける
メンズ商品。手に取りやす
い価格で吸汗速乾素材の
ものを中心に構成。
ブランド：各種ブランド
￥900～￥2,900

雑貨イベントハワイアンタイパンツメンズウェア

《アパレルイベント》ハンガー5本＋ワゴンくらいが１セットとなります。そのほかビッグセール（ハンガー20本くらいのセット）もご相談ください。 

ランニングやジムトレーニ
ング、エアロビクスなどに
適したウェアを中心にまと
めたイベント。ナショナルブ
ランドなど。ブランド：
Head等ナショナルブラン
ド中心￥1,500～￥3,900

フィットネス・ジムウェア中
心に手に取りやすい価格
をめざした商品群で構成
されたアウトレットイベン
ト。
ブランド：各種ブランド
￥450～￥1,900

ダンス・フィットネスなど動
きの激しいスタジオワーク
に向けたウェアを中心に構
成したウェアイベント。
ブランド：Beautynista
￥1,500～￥3,900

ヨガウェアイベント。ライセ
ンス生産により、日本人に
合ったデザイン・サイズに
て製造。インナーやソック
スなどもこちらに入ります。
ブランド：AllForColor 
￥1,500～￥3,900

ヨガウェア ロープライスランジムウェアダンスフィットネス

《販売員付き催事イベント》販売員がついた期間限定の催事販売会です。このほかにも各種ご提案可能ですので、ぜひお問い合わせください。

知識豊富な義肢装具士による昔ながらの手作
業のインソールの体験・販売会です。
1クール：1～3日間

話題のスーパーアミノ酸「Ｌ－シトルリン」
を高濃度配合！燃焼力ＵＰ！　持久力Ｕ
Ｐ！　代謝改善！　疲労回復！販売員つ
きのイベントです。

人気急上昇中の「ケイ素ボトル」
販売員つきのイベントです。
販売期間：3日間
3本セット売りの特別価格あり。

インソールスポーツサプリケイ素
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開催実績 全国2,200店舗以上実績



GYM SHOP　クラブのショップをまるごとサポート

スイム小物・フィットネス小物・ヨガ小物などの省スペース対応の
ライトプランから売上のさらなる向上を目指すプロプランまで。

在庫管理の手間や送料などの付帯コストを抑えられ
特別価格にての提供で会員サービスとしても満足度を高めます

✓　会員特別価格

✓　完全在庫リスクゼロ ✓　棚卸不要 ✓　送料無料

✓　豊富な商材

✓　定期的な入替

✓　ロット注文不要 ✓　顧客満足度UP

✓　優先的な催事

詳しく知りたい

https://alight.co.jp/gymshop/
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PLAN

ご要望に応じた商品を完全委託で初期投
入。自動販売機で完全無人型店舗にて導
入可能。決済はカード・電子マネー対応。

【Pro】に加えてクラブオリジナルのECサイ
トの管理運営。EC売上を会員所属の店舗
ごとに集計。店舗受け取り・定期購入・PB
商品の販売に加えクラブ備品の在庫保管・
発注サイトとしても活用可能

ご要望に応じた商品を完全委託で初期投
入。スマレジ活用にて販売分を自動発注、
定期便にて納品。販売履歴分を締め日にご
請求。アパレル類：ウェア・水着も自動発注。
中身は3か月で総入れ替え

お手軽スタートのLiteプラン・タイムリー補充のPro・ECサイト構築・
自動販売機活用のSelfieなどご要望に合わせて最適なプランを提案します。

Lite
1店舗につき/月額

￥11,000 (税込)
※

Selfie
1店舗につき/月額

￥ (税込)

EC
1店舗につき/月額

￥ (税込)

Pro
1店舗につき/月額

￥ (税込)
ウェルネスサーバー特典！

併用設置で

￥0

31,900
※ウェルネスサーバー特典！

併用設置で

￥20,900 (税込)

22,000
※ウェルネスサーバー特典！

併用設置で

￥11,000(税込)

18,700
※ウェルネスサーバー特典！

併用設置で

￥7,700 (税込)

✓商品完全委託
✓3 か月ごとに入れ替え
✓自動発注にて補充
✓棚卸不要
✓レジ機能
✓客注対応
✓専用EC サイト構築
✓PB 在庫対応
　自動販売機機能

✓商品完全委託
✓3 か月ごとに入れ替え
✓自動発注にて補充
✓棚卸不要
✓レジ機能
✓客注対応
　専用EC サイト構築
　PB 在庫対応
　自動販売機機能

✓商品完全委託
✓3 か月ごとに入れ替え
　自動発注にて補充
　棚卸不要
　レジ機能
　客注対応
　専用EC サイト構築
　PB 在庫対応
　自動販売機機能

ご要望に応じた商品を完全委託で初期投
入。専用オーダーサイトで、販売した分を都
度ご発注。この追加発注分を締め日にご請
求。ウェア・水着は3か月ごとに総入れ替え
し、検品後に請求します。 ✓商品完全委託

　3 か月ごとに入れ替え
✓自動発注にて補充
✓棚卸不要
✓レジ機能
　客注対応
　専用EC サイト構築
✓PB 在庫対応
✓自動販売機機能



GYM SHOP　クラブのショップをまるごとサポート

ご自宅用トレーニングマシンをカタログ販売
売上はクラブにて、ドロップシッピング！

商品内容

カタログ通信販売(クラブレジ活用)

優先イベント販売会
ケイ素・インソール・サプリメント・
電気磁気治療器など多数の販売員付き販売会を
優先的に開催！

ハワイアンなど数量限定の物販イベントも
優先的に開催！

ジム・プールに必須の定番アイテムから
キッズ向けまで選定していただけます！
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導入事例

売れた分だけオーダーサイトで補充発注。
らくらく簡単、定期便出荷、新商品のご案内、
ロットなしで、送料無料となります。

https://www.gymshop.jp/

GYMSHOP
オーダーサイト

省スペースのネット什器２面～フルショップタイプまでそれぞれのクラブ事情・ニーズに合わせて臨機応変に対応いたします。



ECサイト　-構築から管理運営・在庫出荷業務まで一括請負 EコマースEコマースEコマースEコマース

クラブオリジナルECサイトのローンチから管理運営まで一貫サポート。
すでにサイトをお持ちの場合、
商品提供・在庫管理・出荷対応まで丸投げで請け負います。

そんなクラブ様のご要望に合わせて対応します

EコマースEコマース
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ECサイト制作運用で“できること”

ネットショップ開設構築 ひととおりネットショップとしてローンチできるまで制作します

商品提供・商品登録 AL商材含む 50 アイテムの商品登録。ＧYMSHOP併設で同掛率で販売可能

定期購入機能 オリジナルサプリなどの販売に欠かせない定期購入システムです

Features

店舗受け取り機能 商品を店舗にて受け取り可。店舗での売上入金も可能です

店舗別集計 複数店舗さまにおいて会員番号別に売上を集計報告します

会員特別価格表示 会員様向けに特別価格での販売が可能です

受注対応・出荷業務 顧客からの受注をクラブ様介さずに一貫して処理対応します

PB商品の掲載・在庫・出荷業務 倉庫費用は最安値。別途出荷手数料のみかかります

PB商品の提案 オリジナルサプリ・ウェアなど少量生産対応でPB 商材を製作可能です

ネットオリジナル商材・セット販売 かさばるスターターセットなどはネット販売に誘導して店舗売上増を目指します

ユニフォームなどの在庫管理・出荷 指定用品類の在庫管理をし、店舗様の依頼ごとに出荷対応します

さらに弊社提案品であれば出荷時にご精算で初期費用在庫費用を抑えられます店舗からの発注サイト機能



ウェルネスサーバー　飲み放題のサプリメントサーバー
サプリメントの月額飲み放題を実現したサーバー。
幅広い層をターゲットとし、サプリ原料の負担は一切なし。

All You can Drink‼
運動前後のカラダに必要な栄養素を飲み放題で。
業界初の選べるサプリメントドリンクサーバーです。ホットとコールドは常時選択可能で、さらにシーズンごとに抽出するサプ
リを変更することもできるため、会員様の継続率と満足度を向上させることができます。ターゲット会員様はエントリー層から
ミドル・シニア世代まで幅広く、また従来のサプリ購入層よりもライトユーザーをターゲットにしているため、既存のサプリ売
上とも競合することなく、オプション会員で新たな固定収益を見込みます。

Easy Operation
会員管理は iPad で簡単管理
クラウドを活用した会員管理システムは、
入退会も極力簡単シンプルにしました。
IC管理に加え店舗の ICタグなども共用可
能。さらに会員ごとの杯数確認も一目瞭然。
また、本部での閲覧・会員管理も可能です。
※Wifi 環境が必要となります。

Free Pass or Limited Pass
飲み放題・杯数制限と無制限多段階プラン
会員種別は飲み放題に加えて杯数制限プランも設定可
能です。ヘビーユーザーのみならず、ライトユーザー
の方も利用しやすく、幅広いニーズに応えます。

Maintenance Free
らくらくメンテナンスフリー
コンパクト設計で無駄のないデザイン。自動販売機登
録での設置が可能なため、簡単に導入ができます。
さらに、サーバー自体には自動リンス機能で日々の面
倒な作業も極力なくしました。

New Model Launched!!
リーダー・モニタ一体式の新モデル登場！
カードリーダー＆デジタルモニターが一体式となった新機種を
リリース。マットブラックの落ち着いたデザインとなっていま
す。また、市販のプロテインにも対応可能です。
※実施には条件がございます。

製品仕様
抽出原料：4種類　
（HOT&COLDの選択可能)
サイズ：
横45㎝ｘ奥行51.5㎝ｘ高160㎝
（別途ゴミ箱40㎝幅の設置が必要）
質量：　　　52㎏
原料交換目安：200杯程度
給水方式：水道直結式
排水方式：直接排水 or 排水タンク式
電源：AC100V
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Web Order
原料サプリ・紙コップなど全ての備品は ipad から無料発注！
提供する ipad にてウェブサイトからすべての備品のオーダーができます。
出荷は最短翌日出荷。さらに新サプリなどのリリースの案内もサイト上で確
認もできます。

Simple & All Free Plan
分配比率プランなら本体・原料・カード・紙コップなどオールフリー！
初期設置費用なし・保健所の喫茶店登録作業なし・分配請求で固定費が実質ゼロ負担・サプリ原料・紙コップ・ICなどの備品はすべて無料！　
月のプランは、売上からの分配で在庫リスクなし・わずか 11名 (※1) の会員様でクラブの損益分岐点を達成する ”分配請求プラン ”と利益確定を
しやすい ”原料購入プラン ”の２プランからお選びいただけます。
　(※1) 月額飲み放題 3000円 ( 税別 ) の会員様 11名の場合。

請求明細）
＋　月額固定費￥33,000(税別)
＋　分配請求ｘ入会人数
△　分配請求ｘ11名(最大)　【特別割引】

❶分配請求プラン
分配比率分

（分配%ｘ会員様数）
固定費内訳）
　機材リース費用(サーバー・ipad・リーダー)
　保守メンテナンス費用
　WIFI通信費用・クラウド利用料

月額固定費
￥33,000 (税別)

❷原料購入プラン

請求明細）
＋　月額固定費￥33,000(税別)
＋　サプリ購入分
＋　その他購入分（紙コップ・ICタグ）

サプリ購入分
サプリ+紙コップ+ICタグ購入数

さらに水素水サーバーとの飲み放題併用プランも大人気！
水素水サーバー設置クラブ様においては、月額 3,000 円 ( 税別 ) で
ウェルネスサーバーも水素水も両方飲み放題でのご提案も可能です。
会員様の満足度向上は間違いありません！

会員様への提供プラン（例）
飲み放題プラン  月額 3,000 円 (税別 )
週一プラン（月20杯） 月額 1,500 円 (税別 )
お試しプラン（月12杯） 月額 1,000 円 (税別 )

初期費用ゼロで導入可能です。

サプリ発注サイト



ウェルネスサーバー　飲み放題のサプリメントサーバー

Heavenly Taste!
飲みやすく美味しいサプリを続々リリース！

美味しさと飲みやすさ。そして健康・美容・体力向上などさまざまな目的に合わ
せてサプリを厳選！　会員様目線のドリンクを今後もリリースしていきます。

Tablet Supplements
ご自宅用・持ち運び用にチュアブル錠剤に！
アミノ酸POWER、クエン酸 ENERGY、コラーゲン
REBODY、発汗ジンジャーBURNの 4タイプが、タ
ブレットタイプの錠剤になりました。１袋で7日分入っ
て、いつでもどこでも栄養素をチャージ！
委託にて店頭販売が可能です。

税込972円（1袋30錠入り・7日分）

携帯用サプリメント
https://wellnessserver.com/supply/
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導入店舗

ウェルネスサーバーご利用・ご契約上の注意点
※ご契約期間は3年間となります。
※紙コップの無償提供は本サービスに使用するもの以外には適用されません。
※退会者のICタグは再利用してください。
※分配請求プランにおける、分配分のご請求は12名様目より発生いたします。
※本サービスは、直接給水設備および手洗い場設備が必須となります。
※会員様へのサービス費用は、クラブ様にてご設定いただきます。弊社からは飲み放題・杯数制限ともプランに応じて分配費用をお見積申し上げます。

総合ジム・24H・パーソナルなど
さまざまな会員制クラブで設置いただいております。

詳しくはウェブサイトで
https://wellnessserver.com/ 

詳しく知りたい

ORIGINAL Supplements
クラブ様専用のオリジナルサプリ開発も可能！
プロテインやHMB、アミノ酸、クエン酸などさまざまな成分でクラブオリジナルのサプリ開発も。
ドリンクサーバーで試飲からの小売物販と、会員様に対して包括的なサプリメントの提案が可能です。



ウェルネスロッカー　無人ジムに最適なロッカー

レンタルタオル・ウェア・シューズなどの既存の会員サービスをより安全・安心してご利用いただける
IC管理機能付きロッカーです。
IC管理により、オプション入会者のみご利用できるため、複数回利用の抑制（1日1回の利用制限）や
非接触にてサービスを提供可能。手渡し業務の削減など省力化にも役立ちます。
リース利用プランとロッカー利用料を含めたリネンサプライの2プランをご用意。
　※リネンサービスのみの詳細は21ページをご参照ください。
設置にあたってはスペースなどに合わせてカスタマイズ製造にも対応。
無人タイプの24時間フィットネスにおいても新たな収益源としてご利用いただけます。

《ウェルネスロッカー》
殺菌消毒機能搭載。省力化もできるレンタル用品向け会管理ロッカー。

主要諸元
・ AC100V
・ 455ｘ515ｘ1800 ㎜
※LAN ケーブルによるネット回線が必要です。

省力化目
的

24Hジム
対応

サイズカス
タマイズOK

省力化目
的

24Hジム
対応

サイズカス
タマイズOK

IC会員管理システム・殺菌消毒機能付き
タオルやウェアの提供も可能
さらにタオル費用込のリネン業務も請負可能
ウェア・タオル・シューズのご提供も可能！
オールインパッケージのロッカーシステム！

フィットネスクラブ向け
●レンタルタオル
●レンタルウェア
●レンタルシューズ
業務を省力化するために。

内部に殺菌消毒用紫外線ランプを設置
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※5000枚利用した場合

リース利用プラン・リネン込みプランの2プランをご用意。
すでにタオルをお持ちでリネン契約をされているクラブ様におすすめ

月額 ￥9,900(税込)
従来の手渡し業務の削減・複数回利用の抑制のメリット！
無人化対応（夜間など）時のレンタルタオル利用の促進！
保守メンテナンス含む！　棚数やサイズはカスタマイズ可能！

※5年契約となります。
※インターネット接続可能な有線LANをご用意
　いただきます。
※会員登録用PCをご用意いただきます。
※別途設置費用がかかります。
※ご購入も可能です。別途お見積いたします。

リース利用プラン

リネン込みプラン 24Hジムにもおすすめ！タオル費用もリネン費用もすべてこみ込みのプラン

10万円

クラブ様想定収益

50.1万円
※5000枚利用（334名）した場合

タオル会員1500円(税別)の場合

26.6万円
3.9万円

クラブ様
月利益

47円(税別)＠枚
55円(税別)＠枚

リネン利用料＠枚

0円
6,000円(税別)

月額ロッカー利用料

10,000枚未満

以下の価格はすべてタオルコストを含んだ価格です。タオルはハーフバスタオル(120ｘ34㎝)のみ。
初期にかかる費用は設置工事費用のみとなります。

月リネン利用枚数

フェイス＆バスタオルやウェア・シューズのご提供をご希望の場合は別途営業までお問合せください。
エリアや各タオル種別ごとの枚数に応じて最適最安のお見積を提案いたします。

1,000枚未満
利用頻度15枚＠人/月の場合67名

100.5万円 64.5万円36円(税別)＠枚0円10,000枚以上
利用頻度15枚＠人/月の場合667名



施設備品の見直しに

提供サービスの品質を下げずに、省力化と経費削減を実行したい。
そのご要望にALIGHTができることでお応えします。

レンタルウェア・水着の製造
✓オリジナルデザインで差別化
✓耐久性高く最安値
✓注文数量に応じてご精算
(在庫保管いたします)

クラブオペレーションにおける
省力化と経費削減をサポート

ユニセックス企画

例えば。バラバラになりがちなレンタルウェアも
統一感とユニセックス仕様で無駄な在庫を減らせます。
さらに別カラーで新規会員様向けのスターターセットとして
販売も可能。受注後にクラブロゴを国内印刷することで
最短納期・少量受注にも対応いたします。

スイムウェア企画

弊社配送センターにて
在庫保管。出荷依頼に
応じて出荷後にご精算！

レンタルシューズ
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スタッフユニフォーム・
スクール水着などの製造
✓各種ナショナルブランド対応可
✓オリジナルロゴ入り
✓オリジナルユニフォームも可

ひと目でスタッフと分かる
デザインと高い耐久性。
子供でも着脱しやすいちょっとした工夫。
そして店舗に無駄な在庫を置かない弊社配送センターの
活用などなど、便利な提案をいたします。

キッズ用スクール水着における提案
【オリジナリティ】
　デザイン・柄・仕様すべてオリジナルでオーダーメイド
【スペシャリティ】
　耐久性と機能性を重視し、ユーザー目線での製品企画
【リスペクティブリィ】
　一人ひとりのニーズに応えるためスクール水着などは
　オーダー後に宅配も可能
【ライアビリティ】
　店舗負担軽減のため、発注ロットを極力小さくして
　在庫を低減する。また個配送などで店舗業務を縮小化
【サステナビリティ】
　販売時にポーチを付属させ購入後にも活用可能



バックヤードの効率化

備品の在庫・配送・出荷業務の
アウトソーシング

✓委託倉庫として在庫保管
✓必要数量ごとに出荷対応
✓どこよりも安い手数料と保管料

❶入出庫作業費
・入荷作業費：￥5,000＠回

※トラック１台分の大量入荷時にかかります。段ボール1箱程度の少量入荷は無料

❷管理費・事務手数料

❸送料等

✓ネット通販対応の宅配出荷

委託倉庫として、弊社配送センターを
ご活用いただけます。
保管スペースに応じた変動制の保管料
通販の出荷対応（宅配便）にも対応可
長年培ったクラブへの出荷業務により
店舗向け配送はお任せください。

・出荷作業費：￥120＠件
・梱包費：￥80＠件※ECサイト通販における費用。出荷代行(売上から一律5％)での対応も可能。

・管理費：￥10,000＠月
・出庫事務手数料：￥80＠件
・保管料：月額￥1,500＠㎥（1立米）※棚卸作業の請負は別途ご相談

・送料は実費にてご精算
※店舗様へは最安の福山通運、一般ご自宅はネコポス含めたクロネコヤマト
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リネン見積（タオルの場合） タオルコスト込みのリネンサプライ。定期的な備品発注からの解放！

フェイスタオル
バスタオル

フェイスタオル
バスタオル

リネンのみ(タオル支給)

タオル費用込のリネン

フェイスタオル
バスタオル

フェイスタオル
バスタオル

リネンのみ(タオル支給)

タオル費用込のリネン

フェイスタオル
バスタオル

45円(税別)＠枚
62円(税別)＠枚

50円(税別)＠枚
30円(税別)＠枚

40円(税別)＠枚
50円(税別)＠枚

31円(税別)＠枚

40円(税別)＠枚
25円(税別)＠枚
30円(税別)＠枚

24円(税別)＠枚

リネン利用料＠枚タイプ
フェイスタオル
バスタオル

依頼内容

10,000枚未満

月リネン利用枚数

詳細なお見積をご希望の場合は別途営業までお問合せください。
エリアやタオル・ウェア・水着といった種別ごとの枚数などの条件に応じて最適最安のお見積を提案いたします。

1,000枚未満

20円(税別)＠枚
10,000枚以上

備品コストを含む
リネンサプライ

✓タオルのリネンサプライ
✓ウェアのリネンサプライ
✓水着のリネンサプライにも対応

レンタル会員向けのタオル・ウェア・
水着のリネンサプライに対応します。
しかも、それぞれのコストを含んだリネン対応も可能です。
つまり、定期的な備品の発注経費を削減できます！
もちろん足ふきマットなど施設リネンにも対応いたします。✓備品コストを含んだリネンも可能

リネンのみ(タオル支給)

タオル費用込のリネン

＠東京近郊のケース

ICによる会員管理型ロッカー
ウェルネスロッカーに関しては
17ページをご参照ください。
小型店舗や24時間型ジムに
おかれましては、集荷システム
ではなく、出荷・配送システムも
活用可能です。



ALIGHTのご紹介

OEMサプリのサービス

取扱いブランド

ダンスジムウェアとして商品展開をする「ビューティニスタ」
着心地良く、耐久性の高いダンスウェアを追求したビューティニスタブランド。フィット感と機能性に加えてダンスシーンでも受け入れら
れる最先端のファッション性を求めたデザインを中心にしたラインナップです。今後も新たな製品を続 リ々リース予定です。

All For Color

Beautynista

ECサイト（リテール）

普段使いのアパレルアクセサリーに機能とデザインをコンセプトにアメリカフロリダ州パームビーチで誕生したブランド“All For Color( 
オールフォーカラー)”。 ヨガやフィットネスに限らず日常で登場するさまざまなアイテムに機能性とデザイン性を取り入れ、多くの女性た
ちに受け入れられるよう、多彩なプロダクトバリエーションとリーズナブルプライスを実現しています。 

Nicology https://www.nicology.jp/ 

農林作業の機械やアイテムなど、農林作業で活用される小型
機械やアクセサリーなどのECショップ運営事業。
(楽天・YAHOO・AMAZON含む）

https://www.gymshop.jp/GYM SHOP
フィットネスで使用できる必須アイテムを選別。弊社オリジナル
商品も販売しています。
クラブのGYM SHOPオーダーサイトとして活用するとともに
個人ユーザーの購入も可能です。

製造工場は提携パートナー企業。
100個からできる完全オーダーメイドのサプリメントOEM。
強みは“小ロット”“低コスト”“短納期”。
世界に一つだけのオリジナルサプリを作りませんか？？

クラブオリジナルのプロテイン・サプリメントの開発・企画提案・製造・
充填・配送まで一貫したトータルプランニングやサポートも行います。

製品仕様

打錠（30錠）

ハードカプセル
（30錠）

プロテイン（100g）

100個

1700円
1050円

850円
970円
1020円
920円
1040円
1100円

1000個

1200円
850円

450円
530円
580円
520円
620円
650円

500個

1500円
960円

500円
570円
620円
570円
670円
700円

粉末
スムージー（100g） 粉末

アルミ袋

※1製品あたりの参考価格です。
  配合や資材で変動します。

プラボトル
ビン
アルミ袋
プラボトル
ビン

300個

1600円
990円

580円
690円
740円
650円
760円
820円
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会社名 株式会社ALIGHT　(アライト)
会社概要

B-FIT/Fit-ONE/GINZA/INSPA/IXGYM/JOYFIT/JSS/KISEKI/KFIT/NAS/NAｽﾎﾟｰﾂ/NSI/PWOSH/SD/SSS/SUMINO/TAC/T&C/TOKYO SPA/TRI-
AXIS/YSC/アクアジム/アクアメディエックス/上尾スイミング/アシスト/アスリエ/アトリオ/アリーナ/アンタレス/イオン/ウスイ/ヴィスポ/ヴィーナスライフ/ウエル
ネス阪神/うらわスイミング/エース/エイブル/エスタ/エスポート/エスティ/エスパティオ/エスフォルタ/エムズ/オアシス/オアフ/オーク/オージー/オーシャン/オッ
ソ/オレオ/オンド/ガーデン/金町/カルナ/カワラ/吉祥クラブ/クラブユニバース/クリスタル/ゴールドジム/コナミ/コパン/コラロ/ザバス/サンガーデン/ジェクサー/
ジョイフィット/ジョイフル/スパ白金/スポーツアカデミー/スポプラ/スポレッシュ/スリーエス/セイシン/ゼクシス/セサミ/セントラル/草加スイミング/ソプラテコ/ダ
ンロップ/ティップネス/テーオー/テルサ/東京ドーム/ニューオータニ/ハーブス/パウ/浜松スポーツ/ビックスポーツ/ビッグツリー/ビークイック/ビーフリー/ビーラ
イン/ピノス/ビバ/フィットプラス/深谷スポーツ/プライム/ブルーアース/ブルーマリン/フレンド/ベストライフ/ベルクス/ホテル日航/ポロッキー/牧野/マグマスパ/マ
ックス/メガロス/モデノ/山新/ユニカ/湯ぱらだいす/ライフステージ/ライフウェル/ライフメディカル/ライブフィット/ラポール/リバティーヒル/リバティ狭丘/リバテ
ィヒル/リフレ/リムスポーツ/レスポ/レフコ/ロイヤル/ロコスポーツ/ロックス/ロンド/ワイエス/ワコーレ



営業窓口
048-711-6115
contact@alight.co.jp

詳しく知りたい

https://alight.co.jp/

ぜひお問い合わせください。


