
News Release 

報道関係者 各位                      THG Nutrition Limited 

2022 年 11 月 22 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、毎年 11 月の第 4 金曜日（ブ

ラックフライデー（※1））に、一年の締めくくりと共に最大級の割引率を提供する『ブ

ラックフライデーセール』を今年も 11 月 23 日（水）～11 月 25 日（金）の期間、マイプ

ロテイン公式サイト限定で開催いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年マイプロテインが開催する『ブラックフライデーセール』は、「Calm in the chaos」

―カラダづくりやライフスタイルをサポートする 2,500 点以上のマイプロテインの豊富な

商品を通じて、ブラックフライデーのお買い物を楽しみながら、より穏やかなココロと研

ぎ澄まされた感覚を得て自分の新たな魅力を発見してほしい―という想いがテーマです。  

 今年の『ブラックフライデーセール』では、マイプロテイン公式サイトでのお買い物が

55％オフ（※2）で楽しめ、美味しいプロテインやサプリメント、トレーニングウェアだ

けでなく、『ブラックフライデーセール』を記念した新商品もお得にお買い求めいただけ

ます。 

 さらに今年は、11 月 21 日（月）～11 月 23 日（水）（『ブラックフライデーセール』

開催直前まで）の期間で『ブラックフライデー本番セール』、11 月 28 日（月）に 1 日限

定の『サイバーマンデーセール』を開催します。これら「ブラックフライデー」を記念し

て開催する 3 つの大型セール期間中には、マイプロテインの公式 Instagram＆Twitter アカ

マイプロテイン、今年最後の大特価オファー『ブラックフライデーセ

ール』を 11 月 23 日（水）～11 月 25 日（金）の期間限定で開催。 

～『ブラックフライデー本番セール』（11 月 21 日（月）～11 月 23 日（水）＆

『サイバーマンデーセール』（11 月 28 日（月）限定）』も実施～ 
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ウントと連動したお得なキャンペーンも実施予定など、11 月 21 日（月）からの 8 日間、

マイプロテインのお得なオファーに注目です。 

 

（※1）「ブラックフライデー」とは、アメリカで「感謝祭」とよばれている 11 月の祝日

（第 4 木曜日）の翌日、多くのお店が大特価セールを行うことで利益を黒字化することに

由来する 11 月の第４金曜日のことをいいます。 

 

（※2）新規購入者限定商品等一部商品を除きます。 

 

◆『ブラックフライデー本番セール』概要 

・セール期間： 2022 年 11 月 21 日（月）20 時～2022 年 11 月 23 日（水）20 時まで 

・割引率：45％（※3） 

(※3) 新規購入者限定商品等一部商品を除きます。 
 

▼「マイプロテイン」公式サイト URL▼ 

https://www.myprotein.jp/?utm_source=myprotein&utm_campaign=blackfridayhonban 

 

 

◆『ブラックフライデーセール』概要 

・セール期間： 2022 年 11 月 23 日（水）20 時～2022 年 11 月 25 日（金）26 時まで 

・割引率：55％（※4） 

(※4) 新規購入者限定商品等一部商品を除きます。 

 
▼「マイプロテイン」公式サイト URL▼ 

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

ysale 

 

◆『サイバーマンデーセール』概要 

・セール期間： 2022 年 11 月 28 日（月）20 時～2022 年 11 月 28 日（金）26 時まで 

・割引率：55％（※5） 

(※5) 新規購入者限定商品等一部商品を除きます。 

 

▼「マイプロテイン」公式サイト URL▼ 

https://www.myprotein.jp/?utm_source=myprotein&utm_campaign=cybermondaysale 

 

 

https://www.myprotein.jp/?utm_source=myprotein&utm_campaign=blackfridayhonban
https://www.myprotein.jp/#utm_source=myprotein&utm_campaign=blackfridaysale
https://www.myprotein.jp/#utm_source=myprotein&utm_campaign=blackfridaysale
https://www.myprotein.jp/?utm_source=myprotein&utm_campaign=cybermondaysale


News Release 

◆【Instagram】「ブラックフライデー」開催記念ウィッシュリスト 

プレゼントキャンペーン概要 

 今回マイプロテインでは、『ブラックフライデーセール』開催直前の 11 月 23 日（水）

20 時までの期間、マイプロテインの公式サイトでウィッシュリスト（買い物かご）へ追加

した合計 3 点（※6）の商品のスクリーンショットを下記の方法で Instagram（ストーリー）

へ投稿していただいた皆様の中から抽選で 7 名様に、ウィッシュリストへ追加した商品 3

点をプレゼントするキャンペーン（※7,8）を実施いたします。 

（※6）当キャンペーンの当選対象は、商品 3 点の合計金額が上限 2 万円の方までとなりま

す。 
（※7）当キャンペーンの当選対象は、下記「キャンペーン参加方法」に則り Instagram の

ストーリーで投稿された方のみとなります。 
（※8）ご希望の商品が在庫切れの場合は、同商品の別フレーバーまたは同価格帯の別商

品を再度お選びいただく事となり、現金やクレジットへの換金は行っておりませんのであ

らかじめご了承ください。 

 

・キャンペーン期間：11 月 18 日（金）20 時～2022 年 11 月 23 日（水）20 時まで 

・キャンペーン参加方法： 

マイプロテインの Instagram 公式アカウントをフォローし、ご自身の Instagram のストー

リー上で、マイプロテインの公式アカウントをタグ付け（＠MYPROTEINJP）と共にウィ

ッシュリストのスクリーンショット（（1）商品名詳細（2）合計商品数、そして（3）合

計金額を含む画面）を投稿していただく事でキャンペーンへご参加いただけます。 

 

▼「マイプロテイン」公式アカウントのフォローはコチラから▼ 

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

 

 

 

https://www.instagram.com/myproteinjp/
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・キャンペーン当選通知方法： 

当選者に選ばれた方には、上記キャンペーン期間終了後、Instagram のＤＭから

順次ご連絡させていただきます。 

 

 

◆【Twitter】「ブラックフライデー」開催記念 

 先着 200 名×3 日間！お買い物 1,000 円割引キャンペーン概要 

マイプロテインでは、『ブラックフライデー』開催を記念し、11 月 21 日（月）・23 日

（水）・25 日（金）の 3 日間限定、マイプロテインの Twitter 公式アカウントが投稿する

専用コードを入力＆8,500 円以上のお買い物をされる先着 200 名様（各日程）限定で、

1,000 円分の自動割引を適用するキャンペーンを実施いたします。 

 

・キャンペーン実施日程： 

（1）11 月 21 日（月）20 時～先着 200 名様に達し次第終了 

（2）11 月 23 日（水）20 時～先着 200 名様に達し次第終了 

（3）11 月 25 日（金）20 時～先着 200 名様に達し次第終了 

 

・キャンペーン参加方法： 

 マイプロテインの Twitter 公式アカウントをフォローし、上記各日程のキャンペーン開

始時に投稿される公式ツイート内掲載のリンク（マイプロテイン公式サイト）へアクセ

ス。マイプロテイン公式サイトで購入したい商品（合計：8,500 円以上）を買い物かごへ

入れ、各日程の公式ツイート内に記載されている専用割引コードを入力することで自動で

1,000 円分の割引が適用されます。 

 

・キャンペーン終了通知方法： 

当キャンペーンの終了通知は、各日程のキャンペーン開始後、マイプロテイン Twitter 公

式アカウントが投稿するツイートにてお知らせいたします。 

 

▼「マイプロテイン」公式アカウントのフォローはコチラから▼ 

（Twitter）https://twitter.com/MyproteinJP  

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/MyproteinJP
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◆『ブラックフライデーセール』新発売商品 

商品名：Impact ホエイ プロテイン  ＜ストロベリーヨーグルトフレーバー＞（※9） 

価格 ：1,990 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。生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＜ストロベリーヨーグルトフレーバー＞は、ス

トロベリーの果汁と脱脂ヨーグルトパウダーを使って再現した今人気のヨーグルトフレー

バーで、低糖類でありながら 18g のタンパク質を摂取できるのが嬉しいポイントです。 

（※9）商品画像と実際にお手元に届く商品のパッケージデザインが若干異なる可能性が

あり、ご購入時にパッケージデザインの指定をする事は出来かねますのでご了承ください。 

 
 

商品名：クリア ホエイ アイソレート ＜みかんフレーバー＞ 

価格 ：6,590 円（20 食分） 

  「クリア  ホエイ  アイソレート」は、水に溶かすだけでタンパク質と生乳由来の

BCAA4g&グルタミン 3g（※10）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。 

 今回新発売する ＜みかんフレーバー＞は、一食あたり 20g のタンパク質を含み低脂質で

ありながら、ジューシーで爽快感のある柑橘系のフレーバーが特徴です。 

（※10）フレーバー毎に若干の違いがございます。 
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商品名：Impact EAA ＜みかんフレーバー＞ 

価格 ：5,490 円（250g） 

   ：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＆低糖類で低カロ

リーなのも嬉しいポイント。今回新発売する＜みかんフレーバー＞は、EAA を初めて試す

方でも飲みやすい、ジューシーで美味しい柑橘系のフレーバーと爽快感のある口当たりが

特徴です。 
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商品名：BCAA 2:1:1 パウダー ＜みかんフレーバー＞ 

価格 ：3,590 円（250g）  

 「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、爽やかな柑橘系のフレーバーが口いっぱいに広がります。 

 
 

 

マイプロテイン公式ブログでは、上記新商品およびセール期間中の注目商品をご紹介して

おります。 

https://www.myprotein.jp/thezone/supplements/what-to-buy-blackfriday-

sale/?utm_source=myprotein&utm_campaign=JP%7CBF_blog_18112022 

 

 

【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。 

 

https://www.myprotein.jp/thezone/supplements/what-to-buy-blackfriday-sale/?utm_source=myprotein&utm_campaign=JP%7CBF_blog_18112022
https://www.myprotein.jp/thezone/supplements/what-to-buy-blackfriday-sale/?utm_source=myprotein&utm_campaign=JP%7CBF_blog_18112022
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【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 

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

