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2022 年 9 月 15 日 

英国発スポーツ栄養ブランド「マイプロテイン」（会社名：THG Nutrition Limited、本

社：Manchester, United Kingdom、CEO： Neil Mistry）は、ワーナー・ブラザース コン

シューマープロダクツと DC とのパートナーシップのもとに、世界的に DC スーパーヒー

ローとして代表的なバットマンにインスパイアされた新商品を「バットマンの日」の 9 月

17 日より数量限定でマイプロテイン公式サイト限定にて販売いたします。 

 

「スーパーヒーローのように鍛える―”Train Like a Super Hero” 」をコンセプトにワー

ナー・ブラザース コンシューマープロダクツとマイプロテインとで作り上げた商品は去年

のスーパーマンに続き第 4 弾。 

バットマンはケープド・クルセイダー、究極の自警団となるために、心身を鍛え上げ、

精神的、肉体的にも頂点に立つことを目指します。名探偵でもあり、武術の達人でもある

バットマンの最大の強みはその精神力です。スーパーパワーがなくても自らを鍛え上げる

ことでスーパーヒーローになれると証明してくれる、バットマンとともに、日々のトレー

ニングに励みましょう。 

 

マイプロテイン、ワーナー・ブラザース コンシューマープロダクツ

と象徴的な DC スーパーヒーロー「バットマン」にインスパイアされ

た新商品を数量限定でバットマンの日 9/17（土）より発売 
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今回の新商品にはバットエンブレムが特徴の T シャツやシェイカーなどのアクセサリー

から、バットマンをイメージした大人な味わいが人気のプロテインラインが勢ぞろい。ビ

ターで深い味わいのチョコレート＆コーヒーフレーバーの Impact ホエイプロテイン、苦

さと甘さのバランスのよいベリーミックスフレーバーのクリアホエイアイソレート。トレ

ーニングの間や朝食としてもぴったりのダークチョコレート＆コーヒーフレーバーのレイ

ヤードプロテインバーなど、日々の生活のモチベーションを上げるのにピッタリのセレク

ション。これらは数量限定でマイプロテインの公式サイトよりお買い上げいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マイプロテインで大人気のジュースの様に飲める透明なホエイプロテイン「クリア ホエ

イ アイソレート」の栄養成分はそのままに、「ベリーミックスフレーバー」をご用意しま

した。 

◆商品概要 

商品名：バットマン クリア ホエイ アイソレート ベリーミックスフレーバー 

内容量： 500g (20 食分) 

価格 ：3,890 円（税込） 

フレーバー：ベリーミックスフレーバー 

※割引対象外 

 

◆商品特徴 

・1 食（25g）あたり 19 g タンパク質配合 

・脂質ゼロ、糖類 1g 未満 

・透明な飲みやすいプロテイン 
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マイプロテインの定番商品、Impact ホエイプロテインからはすっきりとした甘みとコー

ヒーのビターさが決め手の「チョコレート＆コーヒーフレーバー」。 

◆商品概要 

商品名：バットマン Impact ホエイプロテイン チョコレート＆コーヒーフレーバー 

内容量： 1kg 

価格 ：4,590 円（税込） 

フレーバー：チョコレート＆コーヒーフレーバー 

※割引対象外 

 

◆商品特徴 

・1 食（25g）あたり 18ｇタンパク質配合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

必須アミノ酸を手軽に摂取できると最近人気の EAA。もちろんバットマンとの商品レン

ジにも登場！ 
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◆商品概要 

商品名：バットマン Impact EAA ベリーミックスフレーバー 

内容量： 500ｇ 

価格 ：3,990 円（税込） 

フレーバー：ベリーミックスフレーバー 

※割引対象外 

 

◆商品特徴 

・9 種類の必須アミノ酸を含有 

・BCAA を 4：1：1 の割合で配合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手軽にタンパク質を摂取できると人気のレイヤードバー。持ち運びにも便利なプロテイ

ンお菓子を日常にぜひ取り入れて。バットマンレイヤードバーは甘さ控えめのダークチョ

コレート＆コーヒーフレーバー。 

◆商品概要 

商品名：バットマン レイヤードバー ダークチョコレート＆コーヒーフレーバー 

内容量：60ｇ/１本、１箱６本入り 

価格 ：1,690 円（税込） 

フレーバー：ダークチョコレート＆コーヒーフレーバー 

※割引対象外 

 

◆商品特徴 

・一食 20ｇのタンパク質配合 



News Release 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トレーニングにも普段使いにも。バットマンとマイプロテインのロゴをあしらった

着心地のいいコットンＴシャツ。 

◆商品概要 

商品名：バットマン “Train Like a Super Hero” T シャツ 

サイズ展開：S,M＆L 

価格 ：2,590 円（税込） 

※割引対象外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バットマンのシンボルであるバットロゴがクールなシェイカー。高級感のあふれるマット

なメタル製。 

◆商品概要 

商品名：バットマン “Train Like a Super Hero” シェイカー 

価格 ：1,190 円（税込） 

※割引対象外 
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―― 

公式通販サイト： https://www.myprotein.jp/ 

マイプロテイン 公式アプリ： 

iOS 版： https://apps.apple.com/jp/app/myprotein/id1457677210 

Android 版：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thehutgroup.ecommerce.myprotein&hl

=ja&gl 

 

【THG Nutrition Limited について】 

THG Nutrition Limited（以下、ハットグループ）は 2004 年、Matthew Moulding によ

って設立されました。ライフスタイル、健康と美容に特化しており、自社ブランドを

含む数々のブランドと共に日々成長を続けています。 

ハットグループのブランドの一つであるマイプロテインは、イギリスを代表するスポ

ーツ栄養ブランドです。自社で製造からマーケティングまで行うことで、コストを最

小限にするとともに世界最高レベルの生産ラインへの投資と品質管理を徹底し、様々

な機関から各種認定を取得しています。2,000 点以上の低価格で高品質な商品はヨーロ

ッパをはじめとする世界 112 ヵ国以上で展開しており、2021 年 9 月時点で顧客は 1,600

万人を突破しています。 

 

【会社概要】 

会社名：THG Nutrition Limited 

代表者：Neil Mistry 

本 社 所 在 地 ：  5th Floor Voyager House, Chicago Avenue, Manchester Airport, 

Manchester, United Kingdom, M90 3DQ 

設立年月日： 2021 年 5 月 16 日 

事業内容： 健康食品の製造と販売 

URL： https://www.thg.com/ 

Facebook ： https://ja-jp.facebook.com/MyproteinJP/ 

Instagram： https://www.instagram.com/myproteinjp/ 

Twitter： https://twitter.com/MyproteinJP 

 

【ワーナー・ブラザース コンシューマープロダクツについて】 

ワーナー・ブラザース  コンシューマープロダクツ（WBCP）は、Warner Bros. 

Discovery Global Brands and Experiences の一部で、同社のエンターテインメント・ブ

ランドとフランチャイズの強力なポートフォリオを世界中のファンの生活に拡大して

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thehutgroup.ecommerce.myprotein&hl=ja&gl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thehutgroup.ecommerce.myprotein&hl=ja&gl
https://www.instagram.com/myproteinjp/
https://twitter.com/MyproteinJP
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います。WBCP は、DC、ウィザーディング・ワールド、ルーニー・テューンズ、ハ

ンナ・バーベラ、ゲーム・オブ・スローンズ、カートゥーン ネットワーク、アダルト

スイムといったワーナー・ブラザース最大のフランチャイズに触発されて、玩具、フ

ァッション、ホーム・デコレーション、出版などの賞を獲得した幅広い商品で、世界

中の一流のライセンシーと提携しています。革新的なグローバルライセンシング、マ

ーチャンダイジングプログラム、リテールイニシアチブ、プロモーションパートナー

シップにより、WBCP は世界でも有数のライセンシングおよびリテールマーチャンダ

イジング組織となっています。 

  

【DC について】 

DC は、ワーナー・ブラザースのディスカバリーカンパニーであり、象徴的なキャラ

クター、不朽のストーリー、没入型の体験を創造し、世界中のあらゆる世代の観客に

インスピレーションを与え楽しませる、世界最大のコミックおよびグラフィックノベ

ルの出版社の 1 つです。DC はクリエイティブ部門として、映画、テレビ、消費財、ホ

ームエンターテインメント、インタラクティブゲーム、DC Universe Infinite デジタル

購読サービス、コミュニティ参加型ポータルなどにおいて、ストーリーやキャラクタ

ーを戦略的に統合する役割を担っています。詳細については、https://www.dc.com を

ご覧ください。 

 

BATMAN and all related characters and elements © & TM DC Comics. (s22)  

 


