
全てのアスリートのための日本発スポーツブランド 

ＢＯＤＹＭＡＫＥＲあべのHoop店は2月24日閉店いたします
永らくのご愛顧ありがとうございました。 期間限定ショップ

閉店感謝セール2.8
AM11:00
FRIDAY

超軽い！

LIGHT TYPE
DOWN  FEELING

撥水 軽量 防風

超
特価！

感謝をこめて閉店在庫売りつくしSALE開催！

いよいよ閉店！スポーツ＆カジュアル。機能性GOODSやDailyアイテム感謝をこめた最終プライス！なくなり次第終了

アウター
閉店最終

首元まで暖かい！

＋税
￥2,490

ユニセックス

ダウンフィーリング
ベスト

ダウンフィーリング
ライトパーカー

ダウンフィーリングパーカー

￥490＋税 ～
なくなり次第終了

人気の冬物グッズニットキャップ

￥490＋税

防寒できる

アクセサリー感覚

で楽しんでください！
ランニングシーン
を快適に

おしゃれでトレンド感を
楽しめるニットキャップ
冬の必須アイテム

見せパンとしても！

BIG LOGO BOXER PANTS

ビッグ B ロゴ
ボクサーパンツ

ニットキャップ各種
ランニングニットキャップ

RUNNING BAGS
機能性豊かなランニングバッグ

￥490＋税

￥490＋税

ランニングイヤーガード

ランニングバッグ 3寒い季節のランニングに最適な
ランニングイヤーガード

￥990＋税

ランニングボディバッグ

スマホ操作が楽々ボディバッグ

人気のインナーパンツ・ソックスセット

インナーパンツ各 1 枚

インナーパンツ各 1 枚

+
下記のどれかのセットとなります。

ボクサーパンツ
3 枚セット

3枚
セット 

大ヒット
人気商品

驚異の
伸縮性

￥490＋税
￥990＋税

￥990＋税

シームレスで軽量の
インナーパンツ !

スポーティな
ショート丈

カラフルボーダーの
お得な 5 足セットソックス

5足
セット 

ミックスボーダーショートソックス
MEN ＆ WOMEN（５足セット）

WINTER STYLEの暖かサンダル

￥500＋税

人気

￥490＋税

ムートンタッチサンダル

体育館シューズやトレーニングなど  スポーツにもカジュアルにも

軽くて履きやすい！ ご家族そろってどうぞ！

20cm~28cm

アッパーニット
スニーカー

ジュニアサイズ
20cm・21cm・22cm

22cm~28cm

アッパー MIX
ニットスニーカー

22cm~28cm

アッパーウェーブ
カットモデル

BM バランスサンダル 8A

お一人様
1日1回限定

詳しくはスタッフまで

※対象商品については
　スタッフまで

女性に
超人気

なんと4足目無料！
アッパーニットシリーズ・

サンダルどれでも3足購入で
「楽天年間」1位獲得 80万足

シリーズ販売実績

「アッパーニットスニーカー」が楽天お買いもの研究所 Vol.13「ランニンググッズのランキング」2016 年 6 月１日～2017 年 7月31日の期間

アッパーニット・
サンダル・バッグ各種

ALL￥1,000＋税

JAGGYLINE
ELASTIC  BAND

22cm~28cm

エラスティック
バンドモデル

①原則として、アッパーニットウェーブカットモデル・アッパーニットスニー
カー・アッパーMIXニットスニーカー・エラスティックバンドモデル・アッ
パーメッシュシューズ・バランスサンダルのうちどれでも「3足以上ご購入で、
1足無料」となっております。ただし、例えば6足ご購入されましても1足無料とな
りますのでご了承下さい。②返品・交換・キャンセルは致しかねますのでご了承
下さい。※業者転売目的のご購入は固くお断りいたします。

【お客様へのお断り】

履きながら
エクササイズできる

1足たったの750円！！

+
3足購入で 1足無料

【購入例】

もう1個もらえる

UPPER KNIT
SNEAKERS!!

10COLOR

ジムなどの室内トレ用として最適！

軽量性・快適性抜群！

23cm~27cm

アッパーメッシュ
シューズ

アッパーニット・サンダルラストキャンペーン！
店舗
限定

大好評!

ジュニアサイズ

FOR
KIDS!!

Boa Fleece ベーシックで合わせや
すいカラーアソートで、
コーディネイトに悩まず
に済みます。また、スト
レッチ素材との組み合わ
せで、可動性もアップし
ています。これからの寒
いシーズンにお勧め。暖かさ、肌触り抜群のボア素材

ボアフリースパーカー 
WOMEN

ボアフリースジャケット

ボアフリースベスト ダウンフィーリング・
ボアフリース各種

大ヒット
人気商品

暖か～い！
肌触り抜群！

BAGS

※カラーは他にもございます。
店頭にてご確認ください。

約 30
リットル 
容量 

ＭＥＮ

ＢＭ・ＤＲＹロングパンツＢＳ１各種

各種
￥990＋税

大人気
商品

ＷＯＭＥＮ

あらゆる
スポーツに

DRY

爽やかな通気性！BM・DRY
さらりと快適な履き心地をキープする、人気 No1 ＢＭ・ＤＲＹロングパンツ。

トレンドのスリムラインシルエットのＤＲＹロングパンツ。

皆様に愛され続けてまいりましたボディメーカーあべのHoop店が、施設契約満了にともない閉店の運びとなりました。永らくのご愛顧ありがとうございました。

どんなコーディにも活躍する

マストアイテムです！

アウターやフリースの

インナーとして。

ベーシック T シャツ各種

折りたたみ時

19cm

17
cm

240g
軽量

軽量・コンパクト収納
POCKETABLE
GYM USE BAG

フード付きでネックウォーマーにプラス
の暖かさを！２ＷＡＹで楽しめる。
スポーツ観戦
やウインター
スポーツなど、
幅広いシーン
で活躍します。

フェイスマスク＆
ネックウォーマー

￥990＋税

大容量だから

防災対策にも￥500＋税

スポーツジムユースバッグ

軽量で大容量！クラブ活動や
遠征、ジムや習い事にも。

こちらもラスト BM 6PACK シリーズお得なセットキャンペーン！
シリーズ累計15,000個突破！！

このトレーニングパッドで
憧れの ”6PACK” を手に入れる

+ +
1日たった20分つけるだけ！！

操作は
ワンタッチで楽々

振動パターン
は自動変換
で 3 パターン

振動強度は
10 段階で調整可能

￥4,900＋税

家事で忙しい

奥様必見！

ヒップを集中的に

トレーニングしたい人に！

ヒップを集中エクササイズ。

キャンペーンセット価格

キャンペーンセット内容さらにセットメニューが
増えました！

BM 6PACK
　　+
BM ヒップ
トレーナー

BM 6PACK
　　+
BM 6PACK

閉店ラスト
なくなり次第終了

超人気
商品！

￥490＋税

ポケッタブル
ジムユースバッグ１

大人気
商品

￥990＋税

なくなり
次第終了

サイドに伸縮性のある生地を

切り替えて運動量を確保しました。

ボアフリースベスト
WOMEN

ボアフリースパーカー１

ALL￥1,990＋税
～

寒い季節の頼れるアイテム！

在庫
限り

旅行や遠征
に大活躍！

Winter シーズンのワードローブ
に欠かせないカジュアルウェア。SCUBA  KNIT

スキューバーニット
ジップアップジャケット

在庫
限り

スキューバーニット
ジップアップパーカー 2 ＭＥＮ

スキューバ－ニットジップ
アップパーカー WOMEN

ＷＯＭＥＮ

ＷＯＭＥＮ

￥2,490＋税ALL
本体価格￥4,990 →

スキューバーニット
ロングパンツ各種

半額
ソフトタッチで新しい

感覚のニット素材。

スノーブーツ

内側は
暖かボア！

在庫
限り ￥2,990＋税

カジュアルなスタイルのスノーブーツ
SNOW  BOOTS

各種

在庫限り

https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83_%83E%83%93%83t%83B%81%5B%83%8A%83%93%83O%83%89%83C%83g%83p%81%5B%83J%81%5B
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMJ072SBK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMJ071SBK/
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83%7B%83A%83t%83%8A%81%5B%83X%83p%81%5B%83J%81%5B%81%40%82v%82n%82l%82d%82m
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83%7B%83A%83t%83%8A%81%5B%83X%83x%83X%83g%81%40%82v%82n%82l%82d%82m
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83%7B%83A%83t%83%8A%81%5B%83X%83p%81%5B%83J%81%5B%82P
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?keyword=%83%7B%83A%83t%83%8A%81%5B%83X%83W%83%83%83P%83b%83g&maker=&brand=&goods_code=&name=&min_price=&max_price=&genre_tree=&sort=&search.x=16&search.y=16
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83%7B%83A%83t%83%8A%81%5B%83X%83x%83X%83g
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83j%83b%83g%83L%83%83%83b%83v
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83j%83b%83g%83L%83%83%83b%83v
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAA030CF/
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83%89%83%93%83j%83%93%83O%83o%83b%83O%82R
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83%89%83%93%83j%83%93%83O%83%7B%83f%83B%83o%83b%83O
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83r%83b%83O%82a%83%8D%83S%83%7B%83N%83T%81%5B%83p%83%93%83c
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83X%83%7C%81%5B%83c%83C%83%93%83i%81%5B%83p%83%93%83c
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAS065XSNV/
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%82a%82l%81E%82e%82h%82w%83C%83%93%83i%81%5B%83p%83%93%83c
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83%7B%83N%83T%81%5B%83p%83%93%83c%82R%96%87%83Z%83b%83g
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83%7E%83b%83N%83X%83%7B%81%5B%83_%81%5B%83V%83%87%81%5B%83g%83%5C%83b%83N%83X
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83X%83%7C%81%5B%83c%83W%83%80%83%86%81%5B%83X%83o%83b%83O
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%82a%82l%81E%82c%82q%82x%81%40%83%8D%83%93%83O%83p%83%93%83c
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAA027BK/
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83x%81%5B%83V%83b%83N%82s%83V%83%83%83c
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAS03425BK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAS03425PIPI/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAS04222GR/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAS04923WH/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAS06222PI/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAS03523NV/
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%82a%82l%81%40%82U%81%40%82o%82%60%82b%82j
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gTG282/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMJ070MNV/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMJ069MBK/
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83X%83L%83%85%81%5B%83o%81%5B%83j%83b%83g%83%8D%83%93%83O%83p%83%93%83c
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gWJ021MNV/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gWK036MNV/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAS05823BK/
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%82a%82l%81%40%83o%83%89%83%93%83X%83T%83%93%83_%83%8B%82W%82%60


バランスエアーパッド

□ BODYMAKER 株式会社 〒 564-0062 大阪府吹田市垂水町 3-23-25 ※チラシ掲載価格は店舗限定となります。※チラシに掲載されている一部のアイテムは、売場面積等の事情により取り扱い対象外の店舗もござい
ます。あらかじめご了承下さい。※店舗により色・柄・サイズの在庫が異なります。※チラシ掲載商品は、数に限りがございます。品切れの際はご容赦下さい。※限定販売期間を経過後も継続して限定価格にて
購入できる場合もございます。ご了承ください。※写真はイメージです。製品の改良等により予告なしに変更される場合があります。※広告有効期限／ 2019 年 2 月 8 日 ~ 2 月 24 日まで

bodymaker.jpでお買
い物頂いたお客様に
もれなく最新カタロ
グをプレゼントいた
します。

06-6369-7722
■お電話でのご注文　【コールセンター】受付時間：12 時～15 時（平日）

商品をご注文の際は、注意事項をご確認ください。【注意事項】★改良のた
め、予告なく色・形状・デザイン等が変わる事があります。★通信販売の場
合は送料が発生致します。ご注文の際にご確認頂けますようお願い致します。
★個人情報につきましては当社の個人情報保護方針に基づき厳重に管理し
許可なく第三者への提供はいたしません。※店舗価格（メール会員・チラ
シ掲載の特別価格）については一部通信販売では適用になりませんのでご
了承くださいませ。ご購入の場合は価格をご確認の上ご購入ください。

※チラシに掲載されている期間限定販売商品は、期間経過後も継続して期間
限定価格で販売する予定もございます。また価格についても値下げする場合
もございます。
※チラシに掲載されている一部のアイテムは、チラシ制作の都合上、未入荷及
び取り扱い対象外の店舗もございます。あらかじめご了承ください。

ボディメーカー最新情報配信中！

https://bodymaker.jp
インターネットなら 24 時間受付可能

冬号3

通販アプリはこちら

ボディメーカー公式アプリ
買い物するならアプリからが

ダンゼンお得

【速い】【安全】【便利】 ボディメーカー最新情報配信中

FIGHT ON  #20190122

商品をご注文の際の注意事項★送料に関して記載のない商品については、商品をいくつご注文頂いても680円+税となります。★送料については、ホームページをご覧ください。★
個人情報につきましては当社の個人情報保護方針に基づき厳重に管理し許可なく第三者への提供はいたしません。★お支払い方法は代金引換またはクレジット決済となります。★
お届けは最短ご注文受付日の翌日発送となります。★有効期限/2019年2月28日

bodymaker.jp
全てのアスリートのためのスポーツブランド 「ボディメーカー」公式サイト

□BODYMAKER株式会社 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3-23-25

BARGAIN
決算

▶P12掲載

￥500本体
＋
税

ジャギーライン スリッポンモデル
商品番号：AS061

＋
税

半額
￥1,000 →

在庫限り 数量限定

利益還元
BODYMAKERは皆様にご愛顧を頂き、今年20周年を迎
えることとなります。今後もより多くのお客様に満足頂け
るように日々精進してまいります。つきましては１年間の
感謝の気持ちを込めて決算BARGAINを開催し、決算価
格を多数ご用意し、お待ち致しております。 OFF50%

平成最後の決算

売り尽くし売り尽くし
半額MAX

期間限定　2019年2月28日まで

表紙-last.indd   1 2019/01/10   14:39:44

TRAINING & FITNESS GOODS

岸和田カンカンベイサイドモール WEST 2F
TEL：0724-47-7208営業時間：10：00 ～ 21：00 定休日：水曜日

BODYMAKER GYM 岸和田カンカン店

見学無料

購買体験型ショップ！オープン！

W E S T E A S T
ピエリ守山店 イオンモール幕張新都心店

みのおキューズモール店 ららぽーと新三郷店 

BM アスリート PRO SHOP 東大阪 ララガーデン川口店

ニットーモール熊谷店

フレスポしんかな店 ららぽーと海老名店

岸和田カンカン店 ららぽーと柏の葉店

ブランチ神戸学園都市店 ららぽーと名古屋みなとアクルス店

AM10:00 ～ PM9:00（年中無休）無料駐車場完備 AM10:00 ～ PM9:00（年中無休）無料駐車場完備

AM10：00 ～ PM8：00 （年中無休）無料駐車場完備（２時間まで） AM10:00 ～ PM9:00（年中無休）無料駐車場完備

AM11:00 ～ PM8:00（年中無休）無料駐車場完備 AM10:00 ～ PM8:00（年中無休）無料駐車場完備

AM10:00 ～ PM9:00　無料駐車場完備

AM10:00 ～ PM8:00（年中無休）駐車場店舗ご利用で２時間無料 AM10:00 ～ PM9:00（年中無休）無料駐車場完備

AM10:00 ～ PM8:00（年中無休）無料駐車場完備 AM10:00 ～ PM9:00（年中無休）無料駐車場完備

AM10:00 ～ PM8:00（年中無休）無料駐車場完備 AM10:00 ～ PM9:00（年中無休）無料駐車場完備

滋賀県守山市今浜町 2620-5  ピエリ守山 2F  
TEL：077-598-0952

千葉県千葉市美浜区豊砂 1-6   イオンモール幕張新都心  アクティブモール専門店 1F 
TEL：043-307-2568

大阪府箕面市西宿 1-17-22 みのおキューズモール EAST-1 2F
TEL：072-735-7617 

埼玉県三郷市新三郷ららシティ３- １- １ららぽーと新三郷 2F   
TEL：048-951-2445

大阪府東大阪市稲田新町 2 丁目 11-10   
TEL：06-6736-5924 

川口市宮町 18-9  ララガーデン川口 1F
TEL：048-271-9582 

埼玉県熊谷市銀座 2 丁目 245 ショッピングセンターニットーモール 2F   
TEL：048-501-6308

大阪府堺市北区新金岡町 5-1-1 フレスポしんかな東館 3F   
TEL：072-247-8512

神奈川県海老名市扇町 13-1 ららぽーと海老名 4F    
TEL：046-244-6900

大阪府岸和田市港緑町 2-1 岸和田カンカンベイサイドモールＷＥＳＴ 1F   
TEL：072-447-5824 

千葉県柏市若柴 175 ららぽーと柏の葉 ２F 
TEL：04-7192-7082

神戸市垂水区小束山手２丁目２番１号 1F  
TEL：078-647-8882

愛知県名古屋市港区港明 2-3-2 ららぽーと名古屋みなとアクルス ２F     
TEL：052-655-5422

★ ★

★

★ ★

★

★

★ ★

エディオンアリーナ大阪店 サテライトショップ ★マシン・ダンベル類豊富に格闘用品も充実取扱い店舗

ご安心ください！簡単便利なネット通販もございます。お店に商品がない、
でもほしい。

※チラシ掲載価格とインターネット価
格は異なります。予めご了承ください。

GYM について詳しくは

ヨガマット 4mm の厚さでクッション性もアップ！

30,000枚突破！
販売累計

シリーズ販売累計
10,000個突破

女性に人気上昇中！

FITNESS
BALL

※写真はイメージです。

1つ使いも
2つ使いもOK。
バランスをとりながら、
簡単トレーニング。

フィットネスボール

Bra Top

上下
set 

    伸縮性に優れた生地で作られたヨガやストレッチ、フィットネス等に最適な
フィットネススーツ。脇シーム（縫い目）レスでストレスフリーのライトニット。
編地の変化で身体の丸みを綺麗にサポートしてくれるデザインです。ＡＣＴＩＶＥ
な女性にフィットすること間違いなし！カラフルでも甘すぎないデザインが特徴。
女性らしい “ 美 ” ラインを強調してくれます。

女性らしい を見せる の美 伸縮性抜群
フィットネススーツ

ＢＭ・FIX　WOMEN　
ブラトップレギンス
セットアップ

Tank top Half sleeve

上下
set 

ＢＭ・FIX　WOMEN　
タンクトップレギンス
セットアップ

上下
set 

ＢＭ・FIX　WOMEN　
ハーフスリーブレギンス
セットアップ

￥990＋税

ＢＭ・FIX　WOMEN フィットネススーツ各種

生地拡大

大ヒット
人気商品

FITNESS  
STYLE

Bra Top Tank top Half sleeve

頑張る女性をサポート
するマルチ機能性ウエア

抗菌・防臭加工

吸汗 速乾 伸縮性クールダウン

FunctionBM・FIX

かっこよく、かわいく、セクシーに

リラックスウェアとしても

かっこよく、かわいく、セクシーに

Women's
T R A I N I N G   S T Y L E

￥1,490＋税

各種

大人気
商品

商品について詳しくは

あべの Hoop 店（期間限定ショップ）2 月 24 日閉店終了
大阪市阿倍野区阿倍野筋 1-2-30 あべの Hoop 4 F   
TEL：06-6627-9818

閉店感謝セール2.8
AM11:00
FRIDAY

ＢＯＤＹＭＡＫＥＲあべのHoop店は2月24日閉店いたします。永らくのご愛顧ありがとうございました。

皆様に愛され続けてまいりましたボディメーカーあべのHoop店が、施設契約満了にともない閉店の運びとなりました。永らくのご愛顧ありがとうございました。

なくなり
次第終了

MEN ＆ WOMEN

背面のラインとロゴ、
全面のロゴマークは
リフレクタープリント

メッシュ生地が通気性を確保

120g
軽量

（Lサイズ）

FITNESS & TRAINING WEAR 
ホールド感の良いタイトフィット
BM・GEAR STAR

パッド付き

   しなやかなポリエステルに、通気性を発揮するナイロンのパワーメッ
シュを合わせた作りが、ワークアウトに快適さをもたらしてくれます。

ＢＭ・ＧＥＡＲ     ＳＴＡＲＷＯＭＥＮ ロングパンツ

ＢＭ・ＧＥＡＲ     ＳＴＡＲＷＯＭＥＮ ブラトップ

￥1,400＋税

￥1,900＋税

パッド付き

フィットネス WOMEN 
ブラトップ C

BRA TOP

ランニング＆トレーニングウェア・グッズが閉店売りつくし！お急ぎ下さい。

ユニセックス
￥1,900＋税

軽量・撥水ウィンドブレーカー

ランニング・ウォーキング・ハイキングまた
自転車など様々なアウトドアシーンに！

￥990＋税

着替えのTシャツやタオ
ルなど、最小限の荷物を
持ってスポーツを楽しむ
ときに最適です。

大人気
商品

RUNNING 
BAGS

通気性がよくサラリとした肌触りです。タッチパネル対応。

通気性に優れ、熱を発散。肌を常
に快適な状態に保つ吸湿速乾の
機能つきランニンググローブです。

BM・DRY ランニング
グローブ

機能性豊かな
ランニングバッグ

￥990＋税

機能的なデザインで
ランニングをサポートする

ランニングハイドレーション
ウエストバッグ

ロードバイクにもおすすめ！

ランニングバッグ 
Ｘライン各種

ランニングバッグ 
サイドポケット

体の動きに的確にフィットし、多様なトレーニングに対応するマルチなスポーツウエア。BM・DRY トレーニング・ランニング人気No.1ウェア

ＭＥＮ

ＭＥＮ

ＢＭ・ＤＲＹスムース
ロングスリーブ

ＢＭ・ＤＲＹスムース
ハーフスリーブ

あらゆる
スポーツに

DRY

BM・DRY シリーズ FUNCTION

流した汗を素早く吸収し素早く蒸発させる上質素材
が、常に肌を快適な状態にキープ。不快感を軽減し、
集中力を高めます。 吸汗・速乾機能

クールダウン

ＢＭ・ＤＲＹスムース
ロングスリーブ　WOMEN
ＷＯＭＥＮ

爽やかな通気性！

￥990＋税

ＢＭ・ＤＲＹ各種

フィットネス WOMEN 
ブラトップ D ￥990＋税

ブラトップ 各種

女性に人気上昇中！体幹トレーニングで
ダイエット！大人気フィットネス商品！

3kg

3kg

中身が砂鉄で、ソフトなタッチ。女性や初心者から中級者向き。筋力への
当たりも柔らかく、安全性も高い。ゴルフのスイング練習にもおすすめ。

メディシンボール

5kg

5kg

女性には3kgがオススメ

個突破！80,000販売累計

トレーニング用途多数

人気
商品

売れ筋商品

腹筋ローラーアップトレーニングにチャレンジしましょう。ある程度筋肉がつい
てきたら、左右にひねりを加えたトレーニングやスタートポジションを遠くにす
るアレンジを加えてみませんか。腹筋だけでなく、背筋などにも効果的です。

前後に動かすこと
で腹筋が鍛えられ
ます。

アブスライダー 3

楽しみながら、腹筋・背筋をハードに
トレーニング！

￥1,680＋税
￥1,880＋税

￥990＋税

人気
商品

普段の軽いトレーニングでも、呼吸に負荷をかける
ことで、総合的なスタミナの強化につながります。

BATTLE
AERO 
MASK

アスリートのマストアイテム

￥2,990＋税

ＢＡＴＴＬＥ                       ＡＥＲＯ                        ＭＡＳＫ
（バトルエアロマスク）

TARPAULIN  BAGS
着替えのTシャツやタオルなど、最小限の荷物
を持ってスポーツを楽しむときに最適です。

タフで機能的なデザイン
の大容量リュック。

￥4,990＋税

ターポリンリュック

ラストチャンス！旅行やクラブ活動・遠征、ジムや習い事にも。

旅行や遠征に

大活躍！

カモプリントトートバッグ

カモプリントバッグ各種

￥1,500＋税カモプリント
スクエアリュック

大人気
商品

ウ
エ
ス
ト
バ
ッ
グ
と
し
て
、

又
は
、
ナ
ナ
メ
掛
け
で

ボ
デ
ィ
バ
ッ
グ
と
し
て

使いやすい

２ＷＡＹバッグ

ニット生地防風フィルム

マイクロ
フリース

風の侵入を防ぐ特殊フィルムを
ジャージ生地とマイクロフリース
生地の中間に挟みボンディング
加工した 3 層構造の新素材。薄
手にもかかわらず防風・保温性
に優れています。程よい伸縮性
を持ち、カラダにフィットするシ
ルエットながら袖下の一体カッ
ティングが腕の上げ下ろしの時
に腕の動きを妨げないスポーツ
メーカーならではのデザイン。
シーズンを通して着用が可能な
万能アイテムです。

3層構造の特殊素材

防
風

ストレッチ性 防 風

3層構造特殊素材防風・保温・ストレッチ性を備えた多機能ウエア。

ウィンドブロックフリース
ボンディングパーカー 1

ウィンドブロックフリース
ボンディングパーカー 2

ウィンドブロックフリース 
ボンディングパーカー

ロングパンツ WOMEN 各種

￥2,990＋税

ＭＥＮ

ＷＯＭＥＮ

在庫
限り

伸縮性抜群、ストレスフリーのライトニット。パフォーマンスをサポートするBM・FIX
閉店セール開催中！ＢＯＤＹＭＡＫＥＲ

あべのHoop店
期間限定ショップ

AM11:00 ～ PM9:00

2 月 24 日閉店終了

もこもこシルエットが
かわいいデザイン

ふわふわ
もこもこ

スターポイントの
ファスナートップが
ついておしゃれ

ソフトボアフリース 
セットアップ２

暖か～い ボアフリース
肌さわりの良いボアフリース
で作ったルームウエアです。

ＭＥＮ

上下
set 

上下
set 

ＷＯＭＥＮ

ソフトボアフリース
セットアップ　バットマン

￥2,990＋税

ソフトボアフリース 
セットアップＷＯＭＥＮ

ソフトボアフリース
セットアップ各種

上下
set 

ウィンドブロックフリース
ボンディングパーカー各種

大人気
商品

リフレクタープリント
（ブラックのみ）

ウィンドブロックフリース
ボンディングロングパンツ 1・2 各種

￥2,990＋税

￥3,990＋税

￥1,000＋税

２ＷＡＹボディバッグ

■ マスクを装着することで、
高地トレーニング環境を体
験でき、無酸素運動の領域
を伸ばすことが出来ます。

https://www.bodymaker.jp/shop/g/gBE031CFYE/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gBK064BK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMJ087SBK/
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83%89%83%93%83j%83%93%83O%83o%83b%83O%81%40%83T%83C%83h%83%7C%83P%83b%83g
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAR012PI/
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83%89%83%93%83j%83%93%83O%83o%83b%83O%81%40%82w%83%89%83C%83%93
https://www.bodymaker.jp/shop/g/g3CRMWBKBK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gWA002MNV/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMA036SBK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMA035SBK/
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%82a%82l%81E%82c%82q%82x%81%40%83X%83%80%81%5B%83X
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%82a%82l%81E%82f%82d%82%60%82q%81%40%82r%82s%82%60%82q%81%40%82v%82n%82l%82d%82m%81%40%83u%83%89%83g%83b%83v
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%82a%82l%81E%82f%82d%82%60%82q%81%40%82r%82s%82%60%82q%81%40%82v%82n%82l%82d%82m%81%40%83%8D%83%93%83O%83p%83%93%83c
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83t%83B%83b%83g%83l%83X%81%40%82v%82n%82l%82d%82m%81%40%83u%83%89%83g%83b%83v%82b
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMBG25/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMBG23/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMBG25/
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%82a%82l%81E%82e%82h%82w%81%40%82v%82n%82l%82d%82m%81%40%83u%83%89%83g%83b%83v%81%40%83Z%83b%83g%83A%83b%83v
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMBG23/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gABSGBKYE/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gFBA65BKYE/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gFMPBK/
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83%88%83K%83%7D%83b%83g%81%40%8C%FA%82%DD%81%40%82S%82%8D%82%8D
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83t%83B%83b%83g%83l%83X%81%40%82v%82n%82l%82d%82m%81%40%83u%83%89%83g%83b%83v%82c
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMK086MGYOR/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMK087MBK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gWK035MGY/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gWJ020MGY/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMJ067MBK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMJ066MGYOR/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMJ066MGYOR/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gTG265CF/

