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2018 年 4月吉日

「ウイダーで魅力的な筋肉に！キャンペーン」

2018 年 4 月 23 日スタート！

森永製菓株式会社（東京都港区芝 代表取締役社長・新井徹）は「ウイダープロテイン」シリーズのリニュー

アルに伴い、「ウイダーで魅力的な筋肉に！キャンペーン」を4月23日より実施いたします。

「ウイダープロテインシリーズ」を購入すると、雑誌「Tarzan」への出演や、高級松坂牛などの賞品が当たる

レシート投稿型キャンペーンです。

昨年当社が行った『筋肉についての調査』※1では、86％の人が何等かの「筋肉づくり・身体づくりを行って

いる」と答えました。さらに、筋肉をつける手段としてタンパク質（プロテイン）を「とても積極的に摂取して

いる」23％、「積極的に摂取している」49％と、高い摂取意欲を持つ人の合計が72％と、身体づくりが一般化し、

筋肉をつけるためにはタンパク質が重要という認識があるということがわかりました。キャンペーンを通じて6

月29日（金）筋肉を考える日に向けて、「ウイダープロテイン」のさらなる需要喚起を図ってまいります。
※1 ：当社調べ web 調査、2017 年 11 月 29 日～12月 11 日、当社 web サイト閲覧者、全国 10 代～60 代までの男女 311 名

■キャンペーン概要

タイトル：ウイダーで魅力的な筋肉に！キャンペーン

期間  ：2018 年 4 月 23 日（月）～2018 年 6月 30 日（土）

ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ
東京都港区芝5-33-1 〒108-8403

http://www.morinaga.co.jp
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サイト ：http://weider-protein-cp.jp/

応募条件：対象の「ウイダープロテイン」シリーズを購入し、レシートをサイトへアップロードし、

     必要事項を記載して応募。

追加与件：Twitter・Instgram の公開アカウントより、指定のハッシュタグを付けて、日々のトレーニングの様

子やあなたらしいプロテインの活用方法を投稿いただくことで当選確率がアップします。

対象商品：マッスルフィットプロテインプラス カフェオレ味／

マッスルフィットプロテイン ココア味／マッスルフィットプロテイン バニラ味／

おいしいプロテインスティック オレンジ味／おいしい大豆プロテイン

応募コース①：Tarzan 出たいコース（抽選最大 5名様）

       SNS に投稿された応募写真をもとに決定いたします（最大 5 名）。マガジンハウス社が発売する健

康雑誌「Tarzan」誌（2018 年秋頃の発行号を予定）にて、森永製菓の広告紙面にご出演いただき

ます。また紙面にご出演いただいた方には、「ウイダープロテイン」シリーズの中からお好きな

商品 1年分（12 キログラム相当）をプレゼントいたします。

       ※指定ハッシュタグ：＃ウイダープロテイン ＃Tarzan 出たい

応募コース②：いい肉ほしいコース（抽選 50 名様）

       松坂牛赤身ステーキ 120g×3枚をプレゼント

       ※指定ハッシュタグ：＃ウイダープロテイン  

その他応募規約・当選条件など詳細は、サイトをご確認ください。 http://weider-protein-cp.jp/  

                                      

■6 月 29 日（金） 筋肉を考える日について

森永製菓株式会社では、スポーツを通した食と健康の在り方の中で、お客様自身の健康について改めて考えて

いただき、筋肉の大切さとタンパク質摂取の重要性を知っていただくために “金（筋）曜日が 29（肉）日にな

る日”を「筋肉を考える日」として、日本記念日協会に申請し、正式登録されました。

アスリートやスポーツ愛好家のみならず、これからの成長が楽しみなお子様から、運動

不足になりがちな働き盛り世代、そして筋肉が衰えがちな高齢者の方々まで、森永製菓は

すべての世代の方々に、これからも筋肉とタンパク質の重要性についてお伝えしていきま

す。

＜リリース・キャンペーンに関するお問い合わせ先＞

■ウイダーで魅力的な筋肉に！キャンペーン事務局 ＴＥＬ：0120-305-270

■お問い合わせ期間：2018 年 4月 23 日（月）～ 2018 年 8月 31 日（金）17:00 迄

■対応時間：平日 10：00～17：00 ※土日祝日を除く
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■ウイダープロテイン商品ラインナップ詳細

商品名
マッスルフィットプロテイン マッスルフィットプロテイン

カフェオレ味 カフェオレ味

画像

名称 たんぱく食品（プロテインパウダー）

内容量 900ｇ 360ｇ

発売日 既発売

販売ルート ドラッグストア・スポーツ店・フィットネスクラブ・通販等

風味 カフェオレ味

カロリー 72kcal（1食分 20g 当り）

品質

・ホエイ＋カゼイン＋大豆＋ＥＭＲ（酵素処理ルチン）のマッスルフィット最高品質です。

・素早く吸収されるホエイプロテインとゆっくり吸収されるカゼインプロテイン・大豆プロテインを配合しています

・アスリートに不足しがちなカルシウム・鉄・タンパク質の働きに必要なビタミンＢ群（７種類）を添加しています。

・運動で消費されカラダのメンテナンスに役立つグルタミンを添加しています。

参考小売価格 5,300 円（税別） 2,800 円（税別）

JAN コード 4902888727443 4902888727436
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商品名
マッスルフィットプロテイン マッスルフィットプロテイン マッスルフィットプロテイン

ココア味 ココア味 ココア味

画像

名称 たんぱく食品（プロテインパウダー）

内容量 2.5Kg 900ｇ 360ｇ

発売日 既発売

販売ルート ドラッグストア・スポーツ店・フィットネスクラブ・通販等

風味 ココア味

カロリー 75kcal（1食分 20g 当り）

品質
・素早く吸収されるホエイプロテインと、ゆっくり吸収されるカゼインプロテインを配合しています。

・効果が長持ちし、時間差吸収でカラダづくりの効率をアップします。

参考小売価格 12,000 円（税別） 4,800 円（税別） 2,200 円（税別）

JAN コード 4902888725173 4902888725166 4902888722714

商品名
マッスルフィットプロテイン マッスルフィットプロテイン マッスルフィットプロテイン

バニラ味 バニラ味 バニラ味

画像

名称 たんぱく食品（プロテインパウダー）

内容量 2.5Kg 900ｇ 360ｇ

発売日 既発売

販売ルート ドラッグストア・スポーツ店・フィットネスクラブ・通販等

風味 バニラ味

カロリー 77kcal（1食分 20g 当り）

品質
・素早く吸収されるホエイプロテインと、ゆっくり吸収されるカゼインプロテインを配合しています。

・効果が長持ちし、時間差吸収でカラダづくりの効率をアップします。

参考小売価格 12,000 円（税別） 4,800 円（税別） 2,200 円（税別）

JAN コード 4902888725203 4902888725197 4902888722684
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＜お客様お問合せ先＞

森永製菓株式会社  お客様相談室  ＴＥＬ：0120-560-162

商品名

おいしい

プロテインスティック

おいしい

プロテインスティック

おいしい

大豆プロテイン

おいしい

大豆プロテイン

オレンジ味 オレンジ味 コーヒー味 コーヒー味

画像

名称 たんぱく食品（プロテインパウダー）

内容量 30 本入 14 本入 360ｇ 800g

発売日 既発売

販売ルート ドラッグストア・スポーツ店・フィットネスクラブ・通販等

風味 オレンジ味 コーヒー味

カロリー 38kcal（1本 10g 当り） 72kcal（1食分 20g 当り）

品質
・オレンジ果汁パウダーを使用したプロテインです。

・計量不良。持ち運びに便利なスティックタイプです。

・シェイカー要らずで、簡単に溶けます。

・朝食や運動後に手軽にプロテイン補給ができます。

・水で美味しく飲めます

参考小売価格 3,300 円(税別) 1,400 円（税別） 1,600 円（税別） 3,000 円（税別）

JAN コード 4902888727689 4902888727672 4902888727757 4902888727382


