
全てのアスリートのための日本発スポーツブランド 

3足目無料プレゼント！
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

ユニセックス

ユニセックス

期間中 アッパーニットスニーカー・アッパー MIXニットスニーカーを

￥1,000＋税

①原則として「アッパーニットスニー
カー・アッパーM I Xニットスニー
カーのどれでも2足以上のご購入
で、お好みの1足をプレゼント」と
なっております。例えば4足ご購入さ
れましても1足プレゼントとなります
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。

+
2足以上の購入で 1足無料

【購入例】

【お客様へのお断り】

「楽天ランキング 1位獲得」を記念して   もっともっとたくさんの人に履いてほしいから

感謝セールあ
り
が
と
う

大ヒット！売れてます！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ＢＯＤＹＭＡＫＥＲアッパーニットスニーカーが

1位獲得おかげさまで

大好評!

ジュニアサイズ

FOR
KIDS!!

お一人様
1日1回限定

詳しくはスタッフまで

３足目が無料！

家族そろってアッパーニットスニーカー

各種

期間中アプリ新規登録していただい
たお客様対象で、もれなくスニーカーを
ドレスアップする「シューレース」を1本差
し上げます。　　               詳しくはスタッフまで

シューレースプレゼント

※プレゼントは数に限りがございます。
　なくなり次第終了させていただきます。

この画面を店頭で
見せるだけです。（例）

おかげさまで１位獲得
2017年10月13日に楽天市場が、お買
いものの傾向やトレンドを読み解き、
新たなライフスタイルのヒントを提案
する連載コンテンツ「楽天お買いもの
研究所」にて公開したランニング特集
号の「ランニングシューズランキング」
でBODYMAKERの「アッパーニットス
ニーカー」が1位を獲得致しました。

対象期間：2016年6月１日～2017年7月31日

産経ニュース（2017.10.13）にも掲載されました。
http://www.sankei.com/economy/news/171013/prl1710130058-n1.html

春の ウキウキ

アッパー祭り！

UPPER  MIX  
KNIT SNEAKERS!!

大人気のアッパーニットスニーカー
ニュータイプが登場！

通気性・
柔軟性抜群！

ソールはPVC素材で縦
にも横にも柔軟性抜群

アッパーはニット素材
で通気性抜群

ジュニアサイズ
20cm・21cm・22cm

UPPER KNIT
SNEAKERS!!

10COLOR

2足 　買うと以
上 もう1足プレゼント！

スニーカーをさらにドレスアップ

https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAS034/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAS042/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAS034/


スポーツジムユースバッグ各種

約30
リットル 
容量 

￥1,000＋税

※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。

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。

□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／ 2018 年 3月16日~ 3月22日

通信販売でも
購入できます
06-6369-7722
■お電話でのご注文【12：00 ～16：00】年中無休

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。

http://bodymaker.jp
↓下記URLよりご注文いただけます

ボディメーカー最新情報配信中！

※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！

インターネットなら24時間受付可能

春先まで大活躍アウター・
ミドルウェアも売り尽くし価
格で多数掲載！  在庫限り

食事制限なんてしなくても食べた分動けばいいんだ！

本気で肉体改造

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  #20171223

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650円となります。★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/2018年2月28日■電話でのお問い合わせ 平日【12:00～16:00】

bodymaker.jp
TEL:06-6369-7722

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

NEW YEAR BARGAIN 

冬号2

シックスパック作りを
応援価格でサポート

憧れを実現へ

腹筋を
目覚めさせる！

詳細はP56へ

本体

￥4,900 ＋
税

春先まで大活躍アウター・春先まで大活躍アウター・
ミドルウェアも売り尽くし価ミドルウェアも売り尽くし価
格で多数掲載！  在庫限り格で多数掲載！  在庫限り

食事制限なんてしなくても食べた分動けばいいんだ！食事制限なんてしなくても食べた分動けばいいんだ！

本気で肉体改造本気で肉体改造

冬号2

シックスパック作りを
応援価格でサポート応援価格でサポート

憧れを実現へ

腹筋を
目覚めさせる！

詳細はP56へ詳細はP56へ詳細はP56へ詳細はP56へ

本体

￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥￥4,9004,9004,9004,9004,9004,9004,9004,9004,9004,9004,9004,9004,9004,9004,9004,9004,9004,9004,9004,9004,9004,9004,9004,9004,9004,900 ＋
税

本体
本体￥3,000 ￥2,800＋

税

＋
税

詳細はP116
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BODYMAKER直営店新店舗拡大 続々オープン！（予定）
Information

NEW NEW

2018. 2018.3.23（金） 3.29（金）
OPEN OPEN予

定
予
定

ニットーモール熊谷店 岸和田カンカン店
埼玉県熊谷市銀座 2丁目 245 番地
ショッピングセンターニットーモール熊谷2F

大阪府岸和田市港緑町３－１
岸和田カンカンベイサイドモールＷＥＳＴ

オープニングSALE開催！ オープニングSALE開催！

大募集

詳しくはこちらから

スポーツが大好きな方
筋トレに興味がある方
元気で明るい声を出せる方

全店SHOPスタッフ

関西、関東の
みんな、集まれ～

パイピングタイプ 切り替えタイプ

BM・DRYロングパンツ
1・2各種

BM  DRY
ロングパンツ2

スポーツにもデイリーにも人気 ! 1枚あれば便利 !

あらゆる
スポーツに

DRY

￥1,000＋税

BM・DRY
あらゆるスポーツに

さぁ春だ スポーツを始めよう！ＢＯＤＹＭＡＫＥＲ春のスポーツ特集

※チラシ掲載価格とインターネット価格は異なる場合がございます。予めご了承ください。　※チラシに掲載されているアイテムはセール商品
であり、チラシ制作の都合上掲載していますが、未入荷及び、取り扱い対象外の店舗もございます。必ず店舗でご確認ください。　※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。

オールシーズン使えるDRY素材のロングパンツ！吸汗速乾機能でサラサラの肌触り

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人気の秘密

BM  DRY
ロングパンツ1

男女兼用！あらゆるスポーツシーンで活躍する軽量ウィンドブレーカー

軽量
約120ｇ

ユニセックス

ユニセックス

軽量
約130ｇ

￥1,000＋税プリントウィンドブレーカー各種
ＢＭ・ＧＥＡＲ
ＣＯＬＤ ＰＲＯＴＥＣＴＩＯＮ
ＷＯＭＥＮ各種

BM・GEAR
COLD PROTECTION

スポーツ
応援価格

スポーツ
応援価格

超目玉価格品

短時間で身体を温め、
熱を逃さない。
トレーニングを快適に
サポート！

￥500＋税

サポート！

￥￥50500

サポート！

スポーツ
応援価格
スポーツ

超目玉価格
品

急な雨に対
応。

持ち運び便
利な

ポンチョ

ランニングポンチョ

大容量のジムユースバッグ
旅行や遠征に大活躍！

チームバッグとしても好評を得ています。
SPORTS GYM USE BAGスポーツでもデイリーにも 大人気DRY＆Tシャツ

シンプルisBEST

￥500＋税

伸縮性に優れた
万能Tシャツ

ベーシックTシャツ

スポーツでもカジュアルでも使えるDRYシャツ

なくなり
次第終了

￥100＋税

超目玉価格
品

なくなり
次第終了

BLUE  SET

PINK  SET

ORANGE  SET

3枚
　セット

SAXE  SET

LIME GREEN  SET

ORANGE  SET

ボクサーパンツ３枚セット

3枚セット専用
パッケージ入り

￥500＋税

￥1,000＋税ALL

BM・DRY C ハーフスリーブ
& Tシャツ各種

超目玉価格
品
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（木）
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https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAI002/
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/gML011/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gML012/
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%82a%82l%81E%82f%82d%82%60%82q%81%40%82b%82n%82k%82c%81%40%82o%82q%82n%82s%82d%82b%82s%82h%82n%82m%81%40%81%40%82v%82n%82l%82d%82m
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83J%83W%83%85%83A%83%8B%83v%83%8A%83%93%83g%82s%83V%83%83%83c
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/gBK046/
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+
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