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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、11月 9日（水）～11 月 11 日

（金）の期間、本年度最大級の割引を実行する『超特大ゾロ目セール』をマイプロテイン

公式サイト限定で開催いたします。さらに今年は、本セール開始直前にお得なお買い物が

可能な『11/11 カウントダウンセール』を 11 月 1 日（火）から 11 月 8 日（火）の期間で

実施いたします。 

今年の『超特大ゾロ目セール』は、ゲームでコインを集めるようにスマートにお買い物

を楽しんでもらうことがコンセプトです。レトロなピクセルアートを取り入れた目をひく

デザインがテーマに採用されています。 

 人気の「Impact ホエイ プロテイン」シリーズから新作フレーバー＜メロンミルク＞やレ

イヤードバーの新作フレーバー＜ブルーベリーヨーグルト＞、そして昨今注目を集める

Impact EAA など数多くの新商品を本セールが開始する 11 月 9 日（水）より発売いたしま

す。 

 また、今回の『超特大ゾロ目セール』では、アジア地域で人気のマイプロテインの商品

＆人気フレーバーからお試しサイズ計 5点を詰めた「【数量限定】人気商品お試し BOX」

や、常温より低い温度の液体を入れる事で色が変化する『カラーチェンジ メタルシェーカ

ー』等、セールを記念した新商品も発売します。 

マイプロテイン、 本年度最大級の『超特大ゾロ目セール』を実施 

 11 月 9 日（水）～11 月 11 日（金）の期間限定で開催 

 ～11 月 1 日（火）～11 月 8 日（火）の期間は『11/11 カウントダウンセール』も実施～ 
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 さらに、『超特大ゾロ目セール』開催直前の『11/11 カウントダウンセール』期間では、

Instagram のオリジナル・フィルターゲームを利用したキャンペーン（ゲームへ参加しス

コアを獲得された皆様の中から抽選で 11 名様に 1 万 1,111 円分の割引コードをプレゼン

ト）も実施。 

 気になる新商品＆キャンペーン詳細は、下記よりご確認ください。 

 

【『11/11カウントダウンセール』概要】 

・セール期間： 2022 年 11 月 1日（火）2 時～2022 年 11 月 8 日（火）23時 59 分まで 

・割引率：45％（※1） 

 

▼「マイプロテイン」公式サイトURL▼ 

https://www.myprotein.jp/#utm_source=myprotein&utm_campaign=choutokudaizoromesa

le 

※1：新規購入者限定商品等一部商品を除きます。 

    

 

【『 超特大ゾロ目セール』概要】 

・セール期間： 2022 年 11 月 9日（水）0 時～2022 年 11 月 11日（金）23時 59 分まで 

・割引率：55％（※2） 

 

▼「マイプロテイン」公式サイトURL▼ 

https://www.myprotein.jp/#utm_source=myprotein&utm_campaign=choutokudaizoromesa

le 

※2：新規購入者限定商品等一部商品を除きます。 

 

【『超特大ゾロ目セール・Instagram・フィルターゲームキャンペーン』概要】 

 『超特大ゾロ目セール』を記念し、マイプロテインでは Instagram のフィルター機能を

利用した『超特大ゾロ目セール・Instagram・フィルターゲームキャンペーン』を実施いた

します。 

 当ゲームは、レトロなピクセルアートが目を引くフィルター内で自分の顔を動かし、頭

上から降ってくるコインをサクサク集めてスコアをゲットする、老若男女問わず楽しめる

内容。今回のキャンペーンでは、ゲームへ参加してスコアを獲得した皆様の中から抽選で

11 名様にマイプロテインの公式サイトでご利用いただける 1 万 1,111 円分の割引コード

（※3）をプレゼントいたします。 

※3：割引コードは『超特大ゾロ目セール・Instagram・フィルターゲームキャンペーン』 

終了後順次配布を予定しております。ご利用対象は、新規購入者限定商品等一部商品を除きま

す。 

https://www.myprotein.jp/#utm_source=myprotein&utm_campaign=choutokudaizoromesale
https://www.myprotein.jp/#utm_source=myprotein&utm_campaign=choutokudaizoromesale
https://www.myprotein.jp/#utm_source=myprotein&utm_campaign=choutokudaizoromesale
https://www.myprotein.jp/#utm_source=myprotein&utm_campaign=choutokudaizoromesale
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・キャンペーン期間：2022 年 11 月 1 日（火）21 時～2022 年 11 月 8 日（火）23 時 59 分

まで 

・キャンペーン参加方法： 

マイプロテインの公式 Instagram アカウントをフォローして、 

『超特大ゾロ目セール・オリジナル・フィルターゲーム』を選択＆ゲームでスコアを

Get！ 

 

▼「マイプロテイン」公式 Instagram のフォローはコチラから▼ 

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

  

 

【11月 9日（水）『超特大ゾロ目セール』開始日発売の新商品】 

 

商品名：Impact ホエイ プロテイン＜メロンミルクフレーバー＞ 

価格 ：2,990 円（250g）  

：6,390 円（1kg）  

 

 「Impact ホエイ プロテイン」は、60 種類以上の豊富なフレーバーを誇ることで知られ

るマイプロテインの人気プロテインシリーズ。乳牛の乳から必要な成分を精製・乾燥させ

た高品質なプロテインが特徴。今回新発売する＜メロンミルクフレーバー＞は、一食あた

り 19gのタンパク質（※4）を含み低糖類でありながら、甘くジューシーなことで知られる

メロン（ハニーデューメロン）の果汁を利用したデザート感覚で飲めるフレーバーが特徴

です。 

（※4）フレーバー毎に若干の違いがございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/myproteinjp/
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商品名：クリア ホエイ アイソレート ＜マスカットフレーバー＞ 

価格 ： 6,590 円（20食分） 

※お試しサイズ：590 円もございます。 

 「クリア ホエイ アイソレート」は、水に溶かすだけで一食分あたり約 19g のタンパク質

と生乳由来の BCAA4g&グルタミン 3g（※5）をジュース感覚で摂取できる人気の透明な

プロテインシリーズ。今回の新作 ＜マスカットフレーバー＞は、低糖類＆脂質０にも関わ

らずフルーティーなマスカットのフレーバーが口いっぱいに広がる甘く爽やかな飲み心地

が特徴です。 

（※5）フレーバー毎に若干の違いがございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品名： Impact EAA ＜マスカットフレーバー＞ 

価格 ：5,490 円（250g）  

7,790 円（500g）  

11,890 円（1 ㎏） 

 「Impact EAA」は、9 種類の必須アミノ酸をすべて含有するトレーニング中のカラダづ

くりやリカバリーをサポートするサプリメントです。同様のアミノ酸組成を実現する

「Impact ホエイ プロテイン」に比べてアミノ酸をより速くカラダに補給＆低糖質で低カロ

リーなのも嬉しいポイント。今回の新作＜マスカットフレーバー＞は、EAA を初めて試す

方でも飲みやすい美味しく爽快な口当たりが特徴で、ベジタリアンやビーガンの方でもご

利用いただけます。 
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商品名：BCAA 2:1:1 パウダー ＜マスカットフレーバー＞ 

価格 ：3,590 円（250g）  

5,290 円（500g） 

8,490 円（1 ㎏） 

 「BCAA 2:1:1 パウダー」は、体内では自ら生成できない３種類の必須アミノ酸を含有し、

トレーニング時に筋肉のエネルギー源を補うサプリメントです。 

 主に食事でしか摂取できない上記の必須アミノ酸が手軽に補える上、水と混ぜ合わせて

少量の氷と共に飲むと、喉の渇きを爽快な＜マスカットフレーバー＞が癒してくれる、さ

らに飲みやすい口当たりが新作フレーバーの特徴です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品名：【数量限定】人気商品お試し BOX 

価格 ：2,390 円 

 「【数量限定】人気商品お試し BOX」は、マイプロテインのアジア地域で人気の商品お

よび人気フレーバーから厳選したお試しサイズ計５点を新規のお客様へお試しいただく事

を目的に考案された商品。Impact ホエイ プロテインからは＜ナチュラルストロベリーフレ

ーバー＞＆＜抹茶ラテフレーバー＞、クリア・ホエイシリーズからは＜グレープフレーバ

ー＞、そしてソイ・プロテインから＜ナチュラルチョコレートフレーバー＞とレイヤード

バー＜ミルクティーフレーバー＞が一度にお試しいただけます。 
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商品名：カラーチェンジ メタルシェーカー 

価格 ：2,090 円 

 今回の新商品「カラーチェンジ メタルシェーカー」は、常温より低い温度の液体を入れ

ると濃いブルーに変わる、昨今人気のカラーチェンジングタイプのシェーカーです 。 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品名：グリップストレングスナー 

価格 ：1,090 円 

 負荷 9 ㎏～40 ㎏まで調節可能な手や手首、前腕の強化に最適な「グリップストレングス

ナー」。手先の機動性とフォアハンド時の筋力向上をサポートし、リハビリにも最適。持

ち運び可能なコンパクトなフォルムと機能的なデザインが特徴です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品名：ダイヤルロック 

価格 ：1,190 円 

 頑丈でサビに強い「ダイヤルロック」。お好きな番号にセットして持ち歩けば、仕事終

わりのジムなどいつでもロッカー施錠にご利用いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 



News Release 

◆ご購入方法 

▽マイプロテイン公式 URL 

https://www.myprotein.jp/#utm_source=myprotein&utm_campaign=choutokudaizoromesa

le 

 

◆マイプロテイン 公式アプリ 

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

Android： 

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：9 Sunbank Lane, Altrincham, WA15 0AF, UK 

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 
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