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眠眠打破リニューアル記念、公式アンバサダーに女優・武田玲奈さん就任 

目覚めたばかりの日本の朝に、クイズで喝！ 

毎朝 6 時にクイズを出題 『眠眠打破 玲奈の朝喝キャンペーン』 開始 

キャンペーン期間：2021 年 5 月 10 日(月)～6 月 30 日(水) 

 
ノエビアグループの常盤薬品工業株式会社（本社：東京都港区）の頑張る人を応援するドリンク『眠眠打破』は、女優・武田玲奈

さんをブランド公式アンバサダーとして、2021年5月10日からコラボレーションした「眠眠打破 玲奈の朝喝キャンペーン」を開始い

たします。 

 

「眠眠打破 玲奈の朝喝キャンペーン」は、朝から頭をつかってスッキリすることで、より良い一日のスタートを切っていただくために、

武田玲奈さんによる「喝！」というかけ声とともに、朝のクイズに挑戦していただくキャンペーンです。 

『眠眠打破』の公式Twitterアカウントをフォローし、期間中、毎朝6時に配信されるクイズの答えを選択。正解者の中から、 

合計132名様（隔週33名様×4週間）に、ニューノーマルな今におすすめの豪華賞品が当たります。 

武田玲奈さん本人が登場し、正解・不正解を教えてくれる動画にもご注目ください。 

 

1997年に誕生以来、ビジネスやドライブ、各種試験・受験勉強時をはじめ、ｅスポーツや、スポーツ観戦など、さまざまなシーンで

ご飲用いただいてきました『眠眠打破』は、4月5日に味とパッケージをリニューアル。生活シーンが多様化する中、1日の始まりに 

1ショットでサクっとスマートに、仕事や勉強を頑張る方をサポートし、メリハリ生活を応援してまいります。 

 

            
 

キャンペーン概要 

■応募方法 

①眠眠打破 Twitter 公式アカウント「@minminTV」をフォローしてください。 

②キャンペーン期間中、毎朝 6 時に公式 Twitter のタイムラインに投稿されるクイズに挑戦してください。 

※対象のキャンペーン投稿からクイズの答えを選択してツイートしてください。 

※キャンペーン期間中、毎日ご応募いただけます。ただし応募は 1 アカウントにつき 1 日 1 回です。 

③その場で当選がわかります。 

※応募される Twitter アカウントは公開設定にしてください。【注意事項】Twitter のみご応募可能です。 

 

■キャンペーン期間（クイズ出題時間） 

1 回目：2021 年 5 月 10 日（月）～5 月 16 日（日）午前 6 時～ 

2 回目：2021 年 5 月 24 日（月）～5 月 30 日（日）午前 6 時～ 

3 回目：2021 年 6 月 7 日（月）～6 月 13 日（日）午前 6 時～ 

4 回目：2021 年 6 月 21 日（月）～6 月 27 日（日）午前 6 時～  ＜応募締切：6 月 30 日(水)＞ 

 

■賞品（各週 33 名様当選）4 週合計 132 名様 

A 賞：小型プロジェクター、ロボット掃除機など（10 万円相当）×１名様 

B 賞：ノイズキャンセリングイヤホン、小型空気洗浄機など（5 万円相当）×2 名様 

C 賞：電子ギフト券（5 千円相当）×10 名様 

D 賞：眠眠打破 10 本セット×20 名様 

※キャンペーンの回ごとに賞品は異なります。週次で公式 Twitter にて発表いたします。 
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本商品に関するお問い合わせ先 
 

 

■読者お問い合わせ先 

常盤薬品工業 お客さま相談室  0120‐875‐710 

 

■販売店 

全国コンビニエンスストア・量販店・高速サービスエリア・パーキング 

エリア・ドラッグストア 

 

＊ブランドサイトからもお買い求めいただけます。 

https://minmin.tv/ 

 

 

 

 

 

 

読者お問い合わせ先・販売店など 

商品の貸出・掲載に関するお問い合わせ 

 

    
 

    
 

 

■武田玲奈プロフィール 

1997 年 7 月 27 日生まれ。福島県出身。 

2014 年に雑誌『Popteen』のレギュラーモデルとして芸能活動をスタートさせ、 

2015 年に映画『暗殺教室』で女優デビュー。 

さらに 2016 年には、雑誌『non-no』の専属モデルに抜擢される。 

2018 年のドラマ『人狼ゲーム ロストエデン』（tvk）、映画『人狼ゲーム インフェルノ』では 

初の単独主演を果たすなど、幅広いジャンルで活躍。 

最近の出演作品としては、ドラマ『おじさまと猫』『声優探偵』（いずれもテレビ東京）、『リコカツ』（TBS） 

などがある。 

 

＜本人コメント＞ 

この度、眠眠打破の公式アンバサダーに就任しました武田玲奈です。 

小さいころから知っている眠眠打破のアンバサダーに就任させていただけることを 

心よりうれしく思うと同時に身が引き締まる思いです。 

日々のお仕事ではファンの方をはじめ周りの方々からのエールをいただいておりますが、 

今回の眠眠打破の公式アンバサダーの就任にあたり、わたしからは「喝」で応援したいと思っております。 

喝を入れるのは初めての経験ですが精いっぱい気持ちを込めました。 

是非キャンペーンに参加いただけると嬉しいです。どうぞお願いします！喝ッ！！ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

     

 

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

  

 

 

 

 

 

常盤薬品工業株式会社   

マーケティング統括部 広報宣伝グループ 落合・比嘉・佐野  

Tel 03-6633-9959  Fax 03-3405-1064  

Mail official@tokiwayakuhin.co.jp 

 
株式会社コスモ・コミュニケーションズ 

AP-3 部 井上 

Tel 03-3405-8204   Fax 03-3405-9730 

Mail kosuke.inoue@comnet.co.jp 

https://minmin.tv/
mailto:official@tokiwayakuhin.co.jp
mailto:kosuke.inoue@comnet.co.jp
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商品情報 

 
【眠眠打破（コーヒー飲料）】  50mL 300 円（税込 324 円） 

・1 本でレギュラーコーヒー2 杯分のカフェイン量（120mg）が含まれています。 

・菊花抽出物、アルギニン配合です。 

・こだわったコーヒー味で飲みやすく仕上げました。 

・50mL なので、１ショットで飲んでサッと次のアクションに移れます。 

〇栄養成分表示 1 びん（50mL）当たり 

エネルギー：25.7kcal／たんぱく質：1.3g／脂質：0g／炭水化物：5.6g／食塩相当量：0.0185g 

カフェイン：120mg／アルギニン：500mg 

 

 

 

【強強打破（コーヒー飲料）】  50mL 380 円（税込 410 円） 

・1 本でレギュラーコーヒー2.5 杯分のカフェイン量（150mg）が含まれています。 

・菊花抽出物、アルギニン、高麗人参、ガラナ配合です。 

・こだわったコク深いコーヒー味で飲みやすく仕上げました。 

・50mL なので、１ショットで飲んでサッと次のアクションに移れます。 

〇栄養成分表示 1 びん（50mL）当たり 

エネルギー：20.4kcal／たんぱく質：1.4g／脂質：0g／炭水化物：3.7g／食塩相当量：0.0106g 

カフェイン：150mg／アルギニン：500mg 

 

 

 

【激強打破】  50mL 500 円（税込 540 円） 

・1 本でレギュラーコーヒー2.5 杯分のカフェイン量（150mg）が含まれています。 

・アルギニン、ヒスチジン、カンカニクジュヨウ、マカ、高麗人参配合です。 

・濃強爽味です。 

・50mL なので、１ショットで飲んでサッと次のアクションに移れます。 

〇栄養成分表示  1 びん（50mL）当たり 

エネルギー：36.4kcal／たんぱく質：2.0g／脂質：0g／炭水化物：7.1g／食塩相当量：0.01g 

カフェイン：150mg／アルギニン：700mg／ヒスチジン：140mg／ロイシン：80mg／ 

バリン：40mg／イソロイシン：40mg／カンカニクジュヨウ(原植物換算)：2,000mg／ 

マカ(原植物換算)：1,500mg 

 

 

 

【全品共通】 

〇お召し上がり方 

多量の飲用はさけて、1 日 1 本を目安にお飲みください。 

 

〇摂取上の注意 

カフェインが含まれていますので、妊婦、小児、体調のすぐれない方およびカフェインに敏感な方などはさけてください。 

本品の摂取により、体質・体調に異常を感じた場合には、摂取を中止し、医師にご相談ください。 

原材料をご確認の上、食物アレルギーが心配な方は、お召し上がりにならないでください。 


