
株式会社アルプロン

1



目次

2

会社概要 ３

アルプロンでできる２種類のOEM ４

通常のOEM製造について 5

小ロットOEM受注システムについて 7

小ロットOEM受注システム 注文の流れ 9

小ロットOEM受注システム よくあるご質問 20



会社概要

会社名 ： 株式会社アルプロン

代表取締役社長 ： 坂本雅俊

設立 ： 2001年2月27日

本店 ： 〒699-1104島根県雲南市加茂町南加茂1204-1

資本金 ： 1億円(2021年2月現在）

事業拠点 ： 島根本店（島根工場）／東京本社／沖縄ラボ

事業内容 ： プロテインを中心にしたサプリメント販売

従業員数 ： 51名(パート含) 2021/2/25現在

＜Vision＞ 世界一ユニークなプロテインメーカーになる

＜Concept＞ Active Life Navigator
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当社では２種類のOEM受注がございます。

通常は500kg～なのですがWEB受注システムでのご注文ですと最小ロット15kg～の受注が可能となっております。

アルプロンでできる２種類のOEM

通常（OEM・ODM） WEB受注システム

ロット 500kg～ 15kg～

主原料
乳清たんぱく（WPC/WPI）・大豆たんぱく（SOY）

その他、ペプチド、ゴマ、アーモンドも可能
乳清たんぱく（WPC/WPI）・大豆たんぱく（SOY）

その他原料 無制限（ご希望の原料も調達可能） 20種類から選択（組み合わせ可能）

フレーバー種類 無制限 プレーン＋味付き8種類(フレーバー4種×甘さ2種)

容量 ご希望に合わせます（30g～3kg） 1kgのみ

包装タイプ 袋・個包装・化粧箱・ボトル 袋のみ

シェイカー 対応可能 対応不可

対応方法 アルプロン営業チーム WEB上で完結(カスタマーサポートも設置)

初期費用 場合によります 初期費用：1万円/事務手数料：3万円
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https://alpron.co.jp/oem/


ロットは500kg～ですが、一般的なOEM受託の場合は1000kgや2000kgが多いため比較的小ロットでございます

通常OEM・ODM（ロット 500kg～）
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OEMとODMの違い

OEM ODM

ロット
アルプロン社のNB商品の中身を

パッケージ変更にて製造
お客様の要望に合わせてオリジナル配合の製造

メリット
スピードが速い

コストが抑えられる
オリジナル配合が作れる
他社と差別化が図れる

デメリット 差別化が図りずらい
開発に時間がかかる
中身によってコスト高

備考
※一部OEMできない商品もあり。

※NB商品終売の場合はODM商品扱いとなります



通常OEM・ODM（ロット 500kg～）
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ODMで扱える原料の例（参考）

主原料 アミノ酸系 その他

WPC・WPI・大豆・ペプチ

ド・ごま・アーモンド

BCAA・HMB・EAA・クレアチン・

アルギニン・グルタミン・βアラニ

ン・シトルリン

乳酸菌（死菌・生菌）・マルチビタミン・マルチミネラル・コラーゲ

ン・DHA・EPA・ポリフェノール抽出物・コンドロイチン・グルコサミ

ン・キトサン・難消化性デキストリン・ヒアルロン酸・αリポ酸・セラミ

ド・コエンザイムQ10・ローヤルゼリー・GABA・・・

通常OEMの方に興味のある方は担当者より連絡いたしますのでお問い合わせフォームよりご連絡くださいませ。

ご予算のイメージ

WPC WPI SOY 個包装

ロット 500kg～ 500kg～ 500kg～ 10,000包～

予算総額 120万円～ 150万円～ 70万円～ 100万円～

納期 2～3ヶ月 3ヶ月 3ヶ月 3ヶ月

※急激な需要増加と供給の不安定化が生じており、世界的に原料価格が高騰している状況でございます。上記の内容より変更がある場合がございます

のでご了承くださいませ。最新の情報については以下のお問い合わせフォームよりお問い合わせくださいませ。

https://alpron.co.jp/contact/


小ロットOEM受注システム
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このような課題はありませんか？

×プロテインのOEM製造は1000kg～

×多くの在庫を保管するスペースがない

ロット数が大きい 見積が高い 時間がかかる

×小規模から始められない
×見積が出るまで時間がかかる

×契約から納品まで２・３ヶ月かかる



小ロットOEM受注システム
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そんな課題を解決するためにアルプロンが新たなサービスを開始しました

◎最少ロット15㎏（15袋）から

※WPIプロテインの場合

◎小ロットなので在庫リスクなし

小ロット可 テスト販売レベルで可 サクッと始められる

◎1袋1,800円～

◎注文数が多くなるほど安く

◎クレジットカード決済

◎お見積から注文までWEB上で完結

◎営業マンを介さず注文可能

◎注文後最短15日で出荷可能

👉お見積はこちら

https://alpron.co.jp/oem/system/index.php


【小ロット】ご注文の流れ
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※クレジットカード決済のみ

となっております

こちらをクリック👉小ロットOEM注文ページ

https://alpron.co.jp/oem/system/index.php


味サンプルをご希望の方は【味サンプルを注文する】ボタンより注文が可能となっております。

こちらのサンプルは副原料を配合する前のため、副原料を配合した場合の完成品と味が異なる場合がございますのでご了承下さい。

Step1 主原料を選択

主原料を３種類からお選び下さい。

①WPC ②WPI ③大豆
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Step2 味を選択

各主原料ごとにプレーンと味付き４種をご用意しております。味付きは甘さ控えめと通常の２パターンを用意しております。

どのような味か事前に知りたい方は前ページより味サンプルのご注文をお願い致します。
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Step3 副原料を選択

原料によって価格・添加量が異なります。また副原料を配合した場合には、原料由来の苦みや酸味等が出る場合がございます。

なお、副原料の追加を希望しない方は、何も選択しないでページ下の「次へ」を押してください。

追加したい副原料に☑を入れてください

お好きな副原料を1kg当たり50g以内

(5％)で追加することが出来ます。現

時点での添加量を確認できます。
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Step4 数量・配送地などを選ぶ

システム上の画面の指示に従って必要項目の選択・入力をお願い致します。

送料は100個未満で実費請求、100個以上のご注文で送料無料となります。
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Step5-1 会員登録

このままご注文に進む場合は、会員登録が必要になります。

初めてご利用される方は【会員登録はこちらから】より会員登録をお願い致します。

14



Step5-2 マイページにて詳細設定を行う

【詳細】ボタンより詳細な注文内容の

設定をお願い致します。
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Step5-2 マイページにて詳細設定を行う

パッケージシールは以下の３パターンよりお選びいただけます。

① 当社で用意したテンプレートから選ぶ

② 当社で用意したテンプレートにお客様のロゴを組み合わせる

③ お客様にて作成したデザインを入稿する
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Step5-2 マイページにて詳細設定を行う

パッケージ設定が完了しましたら自動的に注文管理ページに遷移しますので

【設定】ボタンを押して配送先の設定とパッケージの設定をお願い致します。
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Step6 決済を行う

すべての設定が完了すると「決済可能」となりますので【詳細】ボタンより決済をお願い致します。

※最後に注文内容にお間違えがないか再度ご確認下さい。
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注文完了

決済が完了しましたら注文完了となります。

その後は当社の方で注文内容をご確認させて頂き、製造致します。

納期が確定しましたらご登録されたメールアドレスにご連絡させて頂きますのでお待ちくださいませ。

同じ内容でリピート注文したい場合は

【再注文】ボタンより注文下さい。
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よくあるご質問（小ロットOEM）

Q：最小注文数や料金はどれくらいですか？

A：主原料がWPIの場合は15袋(15kg)から、WPCやSOYの場合は20袋(20kg)からとなっております。料金につ

いてはフレーバーの有無や注文数によって変動致しますので、ぜひシステムからお見積り下さい。最低ご予算10万

円以内で注文可能です。

Q：初期費用等はかかりますか？

A：初期費用として１万円、事務手数料として３万円頂いております。

初期費用は２回目以降のご注文では発生致しません。事務手数料は配合の異なった製品を注文される度に

発生致しますが、リピート発注の場合は発生致しません。

Q：容量は選べますか？

A：申し訳ありません。容量は1kgのみとなっております。

Q：送料はかかりますか？

A：100個未満のご注文に対しては実費ご請求させて頂きますが、100個以上の場合は送料無料となっております。
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よくあるご質問（小ロットOEM）

Q：パッケージの仕様はどのようになっていますか？

A：「アルミ袋＋シール」の形になります。アルミ袋は４種類から（銀・黒・白・クラフト）

シールのデザインはテンプレートをご用意しておりますのでそちらからお選び下さい。ご希望に合わせてお客様の会

社等のロゴデータを組み合わせることが可能です。また完全オリジナルとしてお客様にてデザインを作成して頂くこと

も可能です。

Q：決済方法はどのようになっていますか？

A：クレジットカード決済のみとなっております。決済完了後はキャンセルが出来かねますのでご了承ください。

Q：納品されるまでどれくらいですか？

A：レシピ、シールについてカスタマイズ無し、数量が100個以下であれば、注文後最短で15営業日で出荷可能で

す。副原料を1つでも追加したり、既存パッケージにロゴを追加したら20営業日以上かかります。試飲用サンプル

品については既に在庫がある場合、5営業日以内に出荷予定となっております。工場の稼働状況により変動する

場合もございますのでご了承くださいませ。



22

よくあるご質問（小ロットOEM）

Q：試飲はできますか？

A：OEMサイトより30gのサンプルをご注文頂くことが出来ます。

１袋あたり200円(税別)かかります。

Q：パッケージデザインはイラストデータ入稿の場合はPDFとありますが、元データはイラストレーターでなくても対応可
能でしょうか？(MacのPagesで作成したデザインをPDF変換して入稿可能か？)

A：最終的にPDFで入稿して頂ければ問題ございません。

Q：プロテインの味と配合は前回の注文と同じで、注文数のみ変更する場合も事務手数料はかかりますか？

A：前回のご注文と同じ配合でロット数のみ変更する場合、事務手数料は発生致しません。

マイページの注文履歴から『再注文』を使用してご注文をお願い致します。

Q：使用している甘味料はなんですか？

A：フレーバー付きの商品につきましては人工甘味料を使用しております（プレーンは不使用）

現在、天然甘味料のご希望をたくさんいただいておりますので、アップデートを予定しております。
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よくあるご質問（小ロットOEM）

Q：作ったプロテインをネットで販売することは可能ですか？

A：第三者に販売することは可能です。

Q：製造販売元を記号で表示することは可能でしょうか？

A：製造者の欄につきましては、記号にしてラベルにすることは現時点で致しかねます。

下記のように当社の情報が文字で印字されるようになっておりますのでご参照下さい。

-----------------------------------------------

株式会社アルプロン

島根県雲南市加茂町南加茂1204-1

Q：製品の栄養成分を知りたいです。

A：ご注文ページの「STEP４」まで行くと、ベースのプロテインの栄養成分を確認することが出来ます。

副原料をいれた場合の栄養成分値は、システム上では確認が出来ないため製品がお手元に届いた際にご確認

いただけますと幸いです。

また、副原料を追加された際、副原料の栄養成分の表示は行っておらず、五大栄養素のみの表示となります。


