
ビッグＢロゴ 
ボクサーパンツ

ブラックゼブラ柄切り替え
ボクサーパンツ

ブラックパイソン柄
ボクサーパンツ

ブラックゼブラ柄
ボクサーパンツ

DRY C ･Tシャツ＆タンクトップ各種

Women,s
POWER 鍛えた

女性は美しい

生地拡大

スカートをお洒落なスポーツウェアに！

より CUTE に
女の子らしく！！

￥1,000＋税

ハーフスリーブレギンスセットアップ

タンクトップレギンスセットアップ ブラトップレギンスセットアップ

上下
set 

上下
set 

上下
set 

抗菌・防臭加工吸汗 速乾 伸縮性クールダウン
Function
BM・FIX

BM・FIX WOMEN セットアップ上下各種

バックサイドは長めになっており、
ヒップラインをしっかりカバー。

BM・FIX WOMEN 
ランニングスカート

ＷＯＭＥＮ

ＷＯＭＥＮ応 援 価 格
スポーツ

￥1,000＋税

￥1,000＋税

BM スポーツサングラス各種

SUNGLASSES FUNCTION
■何も着用しない場合 ■偏光レンズを着用した場合

BODYMAKERのサングラス
（偏光レンズ）はUVカット機能も備えています。

UV カット

紫外線から目を守る

SUNGLASSES
新作
続々
軽量でランニングに
最適なサングラス

大ヒット！フィットネススーツの定番！リーズナブル価格がうれしい。

深い股上がポイントルーズ過ぎないサルエルパンツ

￥3,800＋税

スウェットサルエル７分丈パンツ

程よい股上のルーズ感

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

    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。ＡＣＴＩＶ
Ｅ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。

ランニングキャップ
RUNNING CAPS

通気性にとことんこだわった
ランニングキャップ

直射日光による熱の蓄積で頭部が
ダメージを受けるのを軽減します

ＢＭ・ＤＲＹ　
ランニングキャップ

メッシュ　
ランニングキャップ

リフレクティブランニング
キャップ

軽量で、ランニング時も
気にならない設計です。

ハリのあるメッシュ生地で、
空気が循環し、さわやかに！

リフレクタープリントを配し、
夜間トレーニングする際、よ
り高い位置にある頭部が光
ることで視認性が高まります。

両サイドにドット式のリフレクター
プリントを切り替えた、夜間の視
認性を高めたランニングキャップ

スポーツに最適！ 人気ウェアBM  DRYシリーズ！

ランニングハーフジップ DRY シャツ

あらゆる
スポーツに

DRY

BM・DRY V ネック　
ハーフスリーブ

３種類の素材を使ったおしゃれな
スポーツＤＲＹシャツ

オールシーズン使える

DRY 素材のロングパンツ！！

ALL

BM  DRY
ロングパンツ 1

BM・DRY 
ハーフパンツ 
WOMEN  S1

大人気！ボクサーパンツ

各 1 枚

￥500＋税

Boxer Pants
究極の履き心地

驚異の
伸縮性

本体価格：￥900 →

OFF％44
BM・FIX
 インナーパンツ

￥500＋税

フ ィ ジ ー カ ー に

大 好 評

オープン記念プライスランニング・ウォーキング・トレーニングアイテムが

鍛えた身体をかっこよく魅せろ！これからの季節はコレ

￥1,000＋税

新作
続々

ソフトなタッチの DRY メッシュ生地を使用して
います。バックベルトのプリントはリフレクター
を採用し、夜間のランニングにも安心です。
面ファスナーでサイズの調節が可能。

￥1,000＋税本体価格：￥1,960 →

強い日差しをワイドにカット！テニスやゴル
フ、ランニングにも最適なサンバイザー

OFF
％48

ワイドサンバイザー

ランニングキャップ・
サンバイザー各種

各種

全てのアスリートのための日本発スポーツブランド 

NEW

数量限定なくなり次第終了

BM スポーツタオル 7A

期間中5,000円（税込）以上お買い上げ
のお客様対象で、もれなく「BMスポーツタオル7A」
を1枚差し上げます。詳しくはスタッフまで

お一人様
1日1回限定

詳しくはスタッフまで

スポーツタオルプレゼント

※カラーは選べません。
※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。

BM・DRY V ネック　
ハーフスリーブ　S1

BM  DRY
ロングパンツ 2

どんなに汗をかいても DRY の吸汗速乾機能で、
サラサラの肌触りが続きます

BM・DRY 
ショートパンツ WOMEN

ランニングを
軽やかに！

BM・DRY ロングパンツ
WOMEN

4月27日   ~5月2日          まで
金 水店舗限定

￥1,000＋税

BM・DRY V ネック
ハーフスリーブ 
WOMEN   S1

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 ハーフパンツ
BS １・BS 2

UPPER KNIT
SNEAKERS!!

10COLOR

入口が大きく開口し
より履きやすいデザイン
になりました。
足の動作を妨げない
ストレスフリー。

￥1,000＋税

SPORTS & CASUAL UPPER KNIT SNEAKERS
WAVE CUT MODEL
アッパーニットスニーカー ウェーブカットモデル

オープン超目玉商品

アッパーニットスニーカー

NEW

大好評!
ジュニアサイズ

アッパー MIX ニットスニーカー

ユニセックス

UPPER  MIX  
KNIT SNEAKERS!!

ユニセックス
ジュニアサイズ
20cm・21cm・22cm

①原則として「アッパーニットスニーカー 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ニットスニーカーのどれでも3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。

【お客様へのお断り】

なんと4足目無料！

お一人様
1日1回限定

詳しくはスタッフまで 3足 購入で
どれでも

1足たったの750円！！

「楽天ランキング」1位獲得

全てのアスリートのための日本発スポーツブランド 

通気性・柔軟性抜群！ 軽くて履きやすい！ 新作登場！オープン記念スペシャル
プレゼントキャンペーン

全てのアスリートのための日本発スポーツブランド ららぽーと海老名 4Fに待望のオープン！

OPEN4.27
ＢＯＤＹＭＡＫＥＲららぽーと海老名店

AM10:00 オープン記念セール
FRIDAY

リゾートコーデ
にもお勧めです！

ソールはEVAとTPRの二重構造で長時間履いても疲れにくい

SPORTS
SANDAL

スポーツサンダル

￥1,900＋税

TPRを採用した滑りにくいソール ベロクロテープで細かく
サイズの調節が可能

水陸両用で幅広く活躍する
スポーツサンダル登場！

￥4,800＋税

上下
set 

スウェットセットアップ
ハーフパンツ上下セット各タイプ

本体価格：￥6,800 →

OFF％29

4月27日～5月7日       11日間限定スウェットセットアップ 金 月

タイプ１タイプ 2タイプ 3

オールシーズン使える！

￥1,000＋税

BM シャワーサンダル

スポーツの後はもちろん、
BBQ、室内履きなどマルチ
に大活躍！

この履き心地を体感ください。
BM コンフォートサンダル

￥500＋税

数量限定なくなり次第終了

サンダル超特価夏先行
癒されるサンダル

新作
続々

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%83Z%83b%83g%83A%83b%83v
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%83Z%83b%83g%83A%83b%83v
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gWF002/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAS041/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAS031/
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83X%83E%83F%83b%83g%83Z%83b%83g%83A%83b%83v
https://www.bodymaker.jp/shop/r/rcc02/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMD154MYE/
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%82a%82l%81E%82c%82q%82x%81%40%82u%83l%83b%83N%83n%81%5B%83t%83X%83%8A%81%5B%83u%81%40%82r%82P
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%82P
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%82a%82l%81E%82c%82q%82x%81%40%83n%81%5B%83t%83p%83%93%83c%81%40%82v%82n%82l%82d%82m%81%40%82r%82P
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=+%83%8A%83u%82x%83o%83b%83N%83%5E%83%93%83N%83g%83b%83v
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%82a%82l%81%40%83V%83%83%83%8F%81%5B%83T%83%93%83_%83%8B
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%82a%82l%81E%82c%82q%82x%81%40%83%89%83%93%83j%83%93%83O%83L%83%83%83b%83v
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=+%83%81%83b%83V%83%85%83%89%83%93%83j%83%93%83O%83L%83%83%83b%83v
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83%8A%83t%83%8C%83N%83e%83B%83u%83%89%83%93%83j%83%93%83O%83L%83%83%83b%83v
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=+%83%8F%83C%83h%83T%83%93%83o%83C%83U%81%5B
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=+%83%8F%83C%83h%83T%83%93%83o%83C%83U%81%5B
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=%83u%83%89%83b%83N%83%5B%83u%83%89%95%BF%90%D8%82%E8%91%D6%82%A6%81%40%83%7B%83N%83T%81%5B%83p%83%93%83c
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83u%83%89%83b%83N%83p%83C%83%5C%83%93%95%BF%81%40%83%7B%83N%83T%81%5B%83p%83%93%83c
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83u%83%89%83b%83N%83%5B%83u%83%89%95%BF%90%D8%82%E8%91%D6%82%A6%81%40%83%7B%83N%83T%81%5B%83p%83%93%83c
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83r%83b%83O%82a%83%8D%83S%81%40%83%7B%83N%83T%81%5B%83p%83%93%83c
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83A%83b%83p%81%5B%82l%82h%82w%83j%83b%83g%83X%83j%81%5B%83J%81%5B
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83A%83b%83p%81%5B%83j%83b%83g%83X%83j%81%5B%83J%81%5B
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%82a%82l%81E%82c%82q%82x%81%40%83n%81%5B%83t%83p%83%93%83c%81%40%82a%82r
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%82a%82l%81E%82c%82q%82x%81%40%82u%83l%83b%83N%83n%81%5B%83t%83X%83%8A%81%5B%83u%81%40%82v%82n%82l%82d%82m%81%40%82r%82P
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gWD046MBKYE/
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%82a%82l%81E%82c%82q%82x%81%40%82u%83l%83b%83N%83n%81%5B%83t%83X%83%8A%81%5B%83u%81%40%82r%82P
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83V%83%87%81%5B%83g%83p%83%93%83c%81%40%82v%82n%82l%82d%82m
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%82a%82l%81E%82c%82q%82x%81%40%83n%81%5B%83t%83X%83%8A%81%5B%83u4
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%82a%82l%81E%82c%82q%82x%81%40%82n%82r%82%60%82j%82%60%83n%81%5B%83t%83X%83%8A%81%5B%83u
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%82a%82l%81E%82c%82q%82x%81%40%82b%81%40%83n%81%5B%83t%83X%83%8A%81%5B%83u
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMD197MBK/
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83X%83E%83F%83b%83g%83T%83%8B%83G%83%8B%82V%95%AA%8F%E4%83p%83%93%83c


□ 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 4 月 27 日 ~ 5 月 2 日

※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。

06-6369-7722
■お電話でのご注文　

【コールセンター】受付時間：12 時～16 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。

発行人／長渕 巧　発行所／BODYMAKER株式会社
〒564-0062　大阪府吹田市垂水町3-23-25

ファイト・オン トレーニングカタログ　2018年3月20日発行
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新店舗拡大 続々オープン！（予定）
Information

2018.6.15（金）
NEW OPEN

ららぽーと柏の葉店
オープン予定

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～

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

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。

みのおキューズモール店 

ららぽーと新三郷店 

ニットーモール熊谷店 

ららぽーと富士見店 

ブランチ神戸学園都市店

ピエリ守山店

ララガーデン川口店

イオンモール幕張新都心店

大阪府箕面市西宿 1-17-22 2F   TEL：072-735-7617 

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

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 2F   TEL：048-951-2445

埼玉県富士見市山室 1-1313　ららぽーと富士見 3F   TEL：049-265-8214

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

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

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

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

フレスポしんかな店

あべのHoop 店（期間限定ショップ）

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

大阪市阿倍野区阿倍野筋 1-2-30 あべの Hoop 4 F   TEL：06-6627-9818

BM アスリート PRO SHOP 東大阪

岸和田カンカン店

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

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 

エディオンアリーナ大阪店 サテライトショップ

相模線

相模鉄道本線

小田急小田原線

JR 海老名駅

そらかぜ
通り入口

エビ―ロ
ード入口

JR 海老名
駅前

BODYMAKER
ららぽーと海老名店

ららぽーと
海老名 

ららぽーと海老名 4F

ホテルルー
トイン海老
名駅前●

扇町三幸
ビル●

海老名駅西
口郵便局〒

えびなの風
保育園

しのはら
歯科医院●

小田急海老名駅

相模鉄道海老名駅

扇町

腰痛に朗報！

こちらは、ウエスト部分をしっかりと支えるタイプ。２
cm 幅の薄いプレートを左右各２本配置しているのが
特徴で、腰部分を固定し、体をねじったり曲げ伸ばし
する時にもずれることはありません。薄く通気性も良
いので、仕事中でもアウターに影響なく装着できます。
着けていることを忘れるほどのフィット感が魅力です。

４枚のプレートが、狭い面積でもしっかりと
支える

痛めがちな腰をしっかりサポートします。
① ② ③

ウエストサポーター
SP ハードサポート面テープ

① 108cm

面テープ 面テープ補助ベルト

② 15cm

薄型プレート

背骨を軸に左右に各 2
本。2cm幅のプレートタ
イプなので、棒タイプよ
りもしっかり固定します。

薄型プレート

￥1,800＋税

人気スポーツサポーター特集ケガ予防やリハビリに
おすすめのスポーツサポーター

膝用 SUPPORTER 膝蓋骨の動きを安定させ、膝への負担を軽減し、運動時のパフォーマンスをサポートします。

メタル 膝 の 上 下 の 布テープで自
分に合ったサイズに調整可
能。布テープの付いたサブ
ベルトでさらにしっかりした
装着を実現。膝サイド左右
にメタルのサポートボーン
がサイドのぶれを防いでく
れます。

巻く
タイプ

メタルのサポートボーンは
膝の曲げ伸ばしにもジャストフィット

強化プラスチックのサポートボーン
がサイドのぶれを軽減

ニーラップ SP ハードサポート

￥1,800＋税
￥1,800＋税

強化プラ サポーター上下に布テープの
付いたサブベルトでさらにしっ
かりした装着を実現。膝サイド
左右に強化プラスチックのサ
ポートボーンが付き、サイドの
ぶれを防いでくれます。サポー
トボーンは膝の曲げ伸ばしに
もジャストフィットします。

履く
タイプ

ニーサポーター SP
ハードサポート

どれをとっても最高品質に仕上がりました。

BEGINNER  KIDS  MODEL Carbon  Style

軽量化・耐久性・衝撃吸収

キックミットジュビニー
ル カーボンスタイル

￥1,000＋税

大好評！ジュニア・初心者向けのミット
気軽に使えて、親子で自
宅練習にぴったりです。人気

商品

※写真はイメージです。

売れ筋商品

オープン記念企画：売れ筋機能性アイテム・サポーターがなんと
ついに解決！つらい肩・腰・首のコリ→血行を改善

し筋肉のコリの回復を促します。
スポーツメーカーと医療機器メーカーの強力タッグが実現させた

医療機器トレーニングウエア

×

スポーツに"疲れ"はいらない
機能性スポーツインナーに取り付けられた12個の永久磁石が

血行を改善し筋肉のコリの回復を促す

第 位1第 位1第 位1第 位1
楽天ランキング

機能性インナー
スポーツアパレル

ボディメーカーとコラントッテが
共同開発

「医療機器」として着用できる
トレーニングウエア

ボディメーカー独自の「X（クロス）サポートシステム」によ
り、肩を通り肩甲骨・広背筋へと効果的な位置へ磁石を配
置し筋肉のサポートと合せて磁石をしっかり固定

■サイズ：Ｓ・M・L・XL
■カラー：ブラック・ホワイト×レッド
■素材：ナイロン・ポリウレタン
医療機器認証番号：
224AGBZX00091A01

トレーニングサポートウエアとして開発された「B・C・G
（BloodCirculationGear）」は、スポーツメーカーのノウハウ
を詰め込み開発。アスリートの疲労回復は、どの競技におい
ても、最大限のパフォーマンス維持に不可欠です。血流の循
環をコントロールすることで、疲労回復を促し、パフォーマン
スの維持、向上をサポートします。

「B・C・G」の機能性

フェライト永久磁石を採用しています。磁石が図のようなコラントッテ独自の交互
配列になっており、広範囲に磁力が影響します。点ではなく面での効果を得る事が
でき、着用しているだけで血行を改善し、筋肉のコリの回復を促します。

血行改善を促すシステム N極S極交互配列

肩から肩甲骨にそうよ
うにデザインされた、
ボディメーカー独自の「X
（クロス）カット」が広背
筋を効果的にサポート
します。バックストレッチ
効果により着ているだけ
でもトレーニング効果を
期待できます。

腕周りは、肩周りの上部
にのみ切り替えを配置し、
セットインのウエアより、
はるかに高い可動性を実
現した設計になっていま
す。Xサポートシステムに
よる着圧で後ろ側に引っ
張られ過ぎないよう、効
果的に配置・デザインさ
れています。

ロングスリーブの
み、リスト部分にも
切り替えで生地を配
置。筋力を鍛えにく
い手首のブレを最
小限に抑えます。

①Ｘサポートシステム ②ショルダーアーマー ③リストホールド

防臭抗菌クールダウン ジャストフィット吸汗 速乾

インナーとして着用する
事で運動中も常にコリ
を緩和

本体価格：
￥9,800 →

￥4,900＋税

B・C・G ロングスリーブ

RUNNER の未来を変える世界初の発明

￥4,900＋税

B O D Y M A K E R
素 材へのこだわり
一般的なスポーツメーカーにおいて用いられる、ポ
リエステルとポリウレタンの混紡素材ではなく、「ナ
イロン糸」を使用している点に素材へのこだわりがあ
り、他社との大きな差異がある。「ナイロン糸」は、化
学繊維の中でも最も強度に優れており、耐久性があ
る上に、スポーツ時に発汗した汗の匂いが吸着する
際の吸着率が最も低いため、スポーツ用のアンダー
ウェアに非常に適した素材である。またテーピング部
分に使用している「TPU」という素材は「熱可塑性ポリ
ウレタン」のことで、ゴムのようなしなやかな弾力性と
硬質プラスチックのような強靭さを合わせ持つ高分子
化合物で、伸びにくく縮み易い高強度の伸縮素材とし
て採用しています。BODYMAKERのスポーツギアはア
スリートの身体をサポートするため厳選された素材に
こだわり、創られています。

スペシャルコラボ
近畿大学

FRONT

BACK

　ランナー（特にマラソンなどの長距離ランナー）は、特
にレース中の筋クランプ（足の攣り）は、全てのランナーが
もっとも恐れる現象である。
　マラソンなどの長距離ランナーに起こるハムストリング
の4筋〈大腿二頭筋・短頭・半腱様筋・半膜様筋）のクランプ

（攣り）は、選手生命にかかわる怪我になりかねない。　
　BODYMAKERは全てのランナーのパフォーマンス向上
をコンセプトに、近畿大学生物理工学部人間工学科、谷
本道哉准教授とタッグを組み、走り続けるトレーニングギ
アの開発を行い、このMAGURO GEARを発明しました。泳
ぎ続けなければ身が焼けて死に至るマグロの如く、走り
続けるランナーの為に、世界初の筋クランプ予防効果を実
証したアスリートギアが誕生した。

MAGURO GEAR
ユニセックス

CONCEPT

谷本道哉准教授

日本経済新聞や各専門誌（陸上競技マガジン・
ランニングマガジンクリール）などにも掲載されました。

筋クランプ予防効果を実証したアスリートギア

【日本体力医学会で発表】世界初

本体価格：
￥9,800 →

半額

半額

メッシュ素材でトレーニング時の発汗
を通気するGEARハーフスリーブBMパンチングメッシュGEAR 

BM パンチングメッシュ GEAR
ハーフスリーブ

BM パンチングメッシュ GEAR
ノースリーブ

吸汗・速乾機能 クールダウン ジャストフィット

前身頃にビッグＢロゴをジャガードで透かし編みで
表現、後ろ身頃はイエローカラーで、ドットパターンを
Ｖラインで表現

BM パンチングメッシュ GEAR
ミドルパンツ

脇下は通気性の良い
メッシュ生地を採用

薄くて素肌に

ぴったりフィットした

着心地を実現

BAGS ランニングやウォーキング、またクラブ活動や遠征、ジムや
習い事にも。用途に合わせて機能性でお選び下さい。

編地の変化で動きを表現！モチベーションもアップ！

人気のＢＭ・ＦＩＸシリーズのカモフラージュ柄！

BM・FIX コンバットハーフ
スリーブ・8 分丈パンツ各種

￥1,000＋税

￥1,000＋税

ユニセックス特別サイズ

BM・FIX
COMBAT

抜群の伸縮性 癒しのコンプレッション

大ヒット
人気商品

フィットしすぎない程よいコンプレッション

ユニセックス
￥1,000＋税

ＢＭ・ＦＩＸ　ＭＡＲＢＬＥ
ハーフスリーブ各種

ユニセックス

6足
セット 

豊富なカラーバリエーションの
6 足セットのショートソックス

￥1,000＋税応 援 価 格
スポーツ

スポーツレギンス

スポーツショートソックス（６足セット）

柔らかく、使い勝手の良いスポーツタオル。

￥1,000＋税

スポーツシーンに活躍するスポーツタオル。持ち運びの嵩張らな
い大きさにしています。

BM バスタオル 7A

ランニングバッグ

ランニングバッグ

100,000 個突破！
シリーズ販売累計ランニングバッグ

RUNNING BAGS ランニング・ウォーキング・ハイキング、
自転車など様々なアウトドアシーンに。
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。

ショルダーベルト・背中面・サイドのウエストホールドは、メッ
シュになっていて通気性抜群。背面にはペットボトルホルダー付
き。小物などは背負ったまま取り出せるように両サイドに便利
なポケット付き。背中があたる部分はクッションがあり密着し
ない作りになっているため通気性も向上。

ランニングバッグ
サイドポケット ランニングバッグ

サイドポケット CF

大人気商品

￥1,000＋税

応 援 価 格
スポーツ

約 30
リットル 
容量 

チームバッグとしても好評を得ています。
SPORTS GYM USE BAG

人気の大容量の
ジムユースバッグ

※カラーは他に
もございます。
店頭にてご確認く
ださい。

機能的なデザインで

ランニングをサポート

ランニング
ハイドレーション
ウエストバッグ

応 援 価 格
スポーツ ￥1,000＋税各種

各種

RUNNING BAGS

ランニングバッグ CF

様々なアウトドアシーンにコンパクト
なランニングバッグ！

リフレクターテープがついて
夜間の視認性がアップ

ランニングバッグ 3

スマホのイヤホンケーブル
を通すホール付き。

ノーマル色もございます！

ノーマル色もございます！

スマートフォンを表側から操作すること
が可能です。

スマホ操作が楽々ボディバッグ

人気
商品

ランニングボディバッグ CF

ランニングボディバッグ

応 援 価 格
スポーツ ￥1,000＋税各種

BM・FIX コンバット 4
ロングスリーブ

BM・FIX コンバット 4
ロングパンツ

BM  FIX  コンバット 4 各種

￥1,800＋税

生地の表面に花粉などが落ちやすい
加工を施した機能性ウェア

背面裾部分にリフ
レクター機能有

人気
商品

￥1,500＋税

運動中は常に姿勢を安定させなけ
ればいけないので、通常プッシュ
アップで鍛えられる腕や胸の筋肉
だけでなく、さまざまな部分の筋
肉が刺激されます。

ローリングプッシュバー

手首から肩にかけての一連の筋肉をたくましく！

￥1,000＋税

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！

TRAINING & FITNESS GOODS
女性に人気上昇中！ 売れ筋商品

メディシンバット

格闘技の強化トレーニング
には、マストなアイテム！

相手を想定した body
打ち練習も可 ￥2,800＋税

ウエイトを 利 用
して、 頭 上 で 振
り回 すなどの 使
い方で、 腕の筋
肉を鍛えることも
OK! 使い勝手の
良さが魅力です。

ちょい堅め！！
痛きもちいいを体感！！

￥1,280＋税

リラックスボール ハード

￥1,680＋税
￥1,880＋税

3kg

3kg

中身が蹉跌で、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
商品長時間同じ姿勢での固まった身体をほぐす！

適度な硬さが心地よくクセになる！

リラックスローラー

￥3,800＋税

厚み4mmでクッ
ション性にすぐれ
たヨガマット。

表面はエンボス加
工で滑りにくい。

￥1,280＋税

ヨガマット

あぐらをかいたり、腹筋、腕立てなど、
気軽にバランストレーニングができます。
さまざまなスポーツの練習にも使えるだ
けでなく、フィットネスボールとの併用も
自由自在。

数々の競技の
トップアスリートが愛用

あぐらをかいたり、腹筋、腕立てなど、気軽にバ
ランストレーニングができます。さまざまなスポー
ツの練習にも使えるだけでなく、フィットネスボー
ルとの併用も自由自在。

4mmの厚さで
クッション性もアップ！

人気
商品

STRETCH
COLON 骨盤

ストレッチ

￥1,800＋税

ストレッチコロン
（カバー付き）

￥3,800＋税

カバー付きでお手
入れ簡単、
清潔にいつでも快
適ストレッチ

人気
商品

バランスよく身体を引き締め
様々なトレーニングが可能

万能！ロングタイプ
いつも運動でストレッチをしているあなたは

片方を手や足や壁にかけて、ストレッチしたい方向に自在に引っ張る事ができ
るので、鍛えたい部位に広く対応できます。短くもって強度を上げたり、自身の
レベルに合わせて使いやすい初心者にもお勧めのタイプ。野球選手などプロア
スリートのトレーニングメニューに定番のチューブです。

強度約4kg（参考値）

￥2,000＋税

トレーニングチューブロング

バランスエアーパッド

読書しながら

仕事しながら

しながらたった 20 分

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

ゲルシートで装着簡単
■材質：シリコン（本体）・ゲル（パッド）
【セット内容】本体＋ゲルパッド（１セット）
CR2032円型リチウム電池（1個）　取扱説明書

1日たった20分付けるだけ！！

BM 6PACK￥4,900＋税

本体に接着する面
（格子）

（ブラック）
肌に接着する面

交換用ゲルパッドも販売！

6 PACK GEL
￥1,200＋税

数量
限定

大人気シリーズ！サウナサポーター見た目年齢を変えたい。第一印象を上げたい。
フェイスラインをギュッと上げる。
ハリ艶アップも手に入れる！
  フェイスラインをアップすることに特化したアイテム。アゴか
ら骨格に沿って頭頂部へ、顔まわりの皮膚を持ち上げるように
使います。特殊な合成ゴム素材が発汗を促し、顔ラインをすっ
きり整えます。家の中で家事や読書、ＴＶなど「な・が・ら」
でできるのが魅力。面倒臭がり屋さんにもおすすめです。

面テープでしっかり固定でき
調整や脱着も簡単です。

保温効果を高める
為、口元には呼吸
口は小さく網目状
になっています。

￥400＋税

サウナサポーター
（フェイス）２

人気
商品

4 段 階 調 節 で
計画的な減量
  ベロクロテープより
も強固な締め付けが
できるので、 引き締
め効果や発汗作用が
高まります。

段階 1 2 3 4
ウエスト 65 73 81 91

★対応サイズ（単位 :cm）

￥2,000＋税

サウナサポーターウエスト
（ファスナー）

水洗い

OK

サウナサポーターウエスト
（ベロクロタイプ）

マジックテープで
日々の違いを実感。
保温効果抜群で発汗性の良い素
材を採用。代謝をアップし、気
になるお腹のたるみを軽減しま
しょう。固定はベロクロテープ
式なので、かんたん脱着、いつ
でも気軽に使用可能です。

水洗い

OK

￥1,280＋税

￥1,280＋税

サウナサポーター（太もも）

こんな使い方も
左右のベロクロ（マ
ジックテープ）を合
わせることで O 脚矯
正にも使用

★対応サイズ（単位:cm）

伸縮幅 最大 60

美脚 GET も
夢じゃない？！
高い保温効果を持つ SBR
（特殊合成ゴム）生地を用
いた減量用サポーターが、
気になる太もものたるみ
を部分的に解消し、減量
をもたらします。固定は
ベロクロテープ式なので、
脱着に手間はかからず、
いつでも気軽に使用可能。
引き締め効果と同時に発
汗作用が生まれ、太もも
をスッキリさせます。2
枚を繋げ両足を閉じて太
ももに巻くと、O脚の矯
正ベルトとして使えるス
グレモノです。

水洗い

OK

■サイズ表 	 単位：cm

S M L XL
ウエスト 58 〜 64 64 〜 70 69 〜 77 77 〜 85
ヒ ッ プ 82 〜 90 87 〜 95 92 〜 100 97 〜 105

気になる下半身をキュッと引き締める！
　ウエスト、下腹部、ヒップ、太もも、ふくらはぎといった気になる下半
身をぎゅっと引き締め、はいて普段通りの生活をするだけでフィットネス効
果が期待でき、理想のボディに近づけます。素材は吸湿・速乾性に優れ
た生地を使用しいつでも快適な着心地。また、伸縮性にも優れています。

￥2,800＋税

サウナコンプレッション
ハーフパンツ（レディース）

■サイズ表 	 単位：cm

S M L XL
ウエスト 58 〜 64 64 〜 70 69 〜 77 77 〜 85
ヒ ッ プ 82 〜 90 87 〜 95 92 〜 100 97 〜 105

サウナコンプレッション
パンツ（レディース）

￥3,000＋税

半額

花粉
対策
万全

本体価格：￥3,800 →

ロングシーズン利用可能

数量限定！
なくなり次第終了

ＢＯＤＹＭＡＫＥＲららぽーと海老名店オープン！4.27
AM10:00
本日（金曜日）

スタートオープン記念セール

携帯用の予備バッグとして便利な折り畳み式！
見た目はとてもコンパクトでも
約20ℓ入るリュックに変身

200g
軽量

旅行のサブバッグにおすすめ！
出かけるときは大きい
バッグ１つで、
現地についてから必要
なものだけ持ち運べる

左右にペットボト
ルを１本ずつ収
納可能。

折り畳み時のポ
ケットはそのまま
収納用として使用

16cm

16cm

￥500＋税

200g
軽量

ポケッタブルリュック２
本体価格：￥1,000 →

17cm

19.5cm

本体価格：￥1,000 →

￥500＋税

ポケッタブルリュック

OFF％26

￥2,800＋税

【BM6PACK・WINGを使用するアスリートの声が届きました】

上腕のトレーニングをしながら腹筋も鍛えられる

アームレスリングは腕だけでなく、全身運動のスポーツなんです。当然腹筋も使うの
ですが、最近多忙でトレーニング時間を充分取ることができず、	腹筋はいつもおろそ
かになってました。そんなときボディメーカーの BM6PACK に出会いました！これは、
ながら作業にぴったりの画期的な商品で、腕のトレーニングをしてる間もお腹に貼り
付けてスイッチオンするだけで、腹筋も鍛えながら腕のトレーニングできたり、通勤
中の車のなかでも腹筋を鍛えることができ、本当に助かってます！こんなにコンパクト
なのにプログラム内蔵で、強弱の自動コントロールなど本当に満足しています！

水泳アームレスリング

アームレスリングチーム「zero 腕」代表 2009 年、WAF（世
界アームレスリング連盟）世界大会のマスターズ 78kg 級
で優勝。	マスクマン「THE	RUSH」としてプロレスラーや
格闘家と試合をする。	

水泳チーム「BIGFOOT32	SWIM	TEAM」代表。2017ジャ
パンマスターズ	30 ～ 34 歳区分	50mバタフライ、50m
自由形で優勝。ビッグフットの異名を持つ怪物スイマー。	

宮本真治 樋口遼

汗だくになることなく、ソファでくつろぎながら気になる部位をピンポイ
ントで鍛えることができるので、普段なかなかジムへ行けない方、リハ
ビリ中の方にはオススメのアイテムです。トレーニング後にやれば、疲労
した筋肉への追い込みとして、更に効果が期待できるかもしれません。
BM6PACK は振動強度を10 段階、振動パターンは自動変換の 3パターン
に調整可能です。

リハビリ中など運動できない人も使える

気になるクビレを
body make

貼るだけ筋トレで
憧れの ”6PACK”を手に入れる
　テレビを見たり勉強したり、くつろぎ時間にも使用できるながら運動に最適なトレーニングパッ
ドです。
10 段階の刺激調整が可能。運動効果を考えて様々な設定が出来ます。
　パッド裏面に張り巡らせたＥＭＳアンテナが腹筋をみるみる鍛え上げます。コントローラーに
小型ボタン電池を入れてスイッチを押すだけで適度な運動が開始できます。

旧75キロ以下級、82.5キロ以下級	世界チャンピオン、75キ
ロ以下級世界記録保持者、現74キロ以下級フルギア世界
チャンピオン、ノーギア世界チャンピオン、74キロ以下級フ
ルギア世界記録保持者、74キロ以下級ノーギア世界記録
保持者世界で唯一フルギアとノーギアの二冠、世界で唯一
体重の４倍のベンチプレスを挙げることが出来る

K's	GYM

児玉大紀代表

ベンチプレスは肩甲骨がとても大切なんです
がBCGを着て練習すると肩甲骨周りはもちろ
ん、体全体の張りが楽になります。
その結果たくさん練習出来て強くなることがで
きます。

※ロングスリーブ・ロングパンツもございます。
￥1,500(＋税）

本体価格：￥2,800 →

半額

￥1,400＋税  ~各種

4月27日   ~5月2日          まで
金 水店舗限定

4月27日   ~5月2日          まで
金 水店舗限定

https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%82a%81E%82b%81E%82f
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=+%82l%82%60%82f%82t%82q%82n%81%40%82f%82d%82%60%82q
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%82a%82l%81E%82e%82h%82w%81%40%82l%82%60%82q%82a%82k%82d%81%40%83n%81%5B%83t%83X%83%8A%81%5B%83u
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%82a%82l%81%40%83o%83X%83%5E%83I%83%8B%82V%82%60
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gWG031SKH/
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%82a%82l%81E%82e%82h%82w%81%40%83J%83%82%83t%83%89%81%5B%83W%83%85
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gBR021/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gBK046/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/g3CRMW/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gBK033/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gBK030/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gBR023/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gBR022/
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83J%83%82%83t%83%89%83E%83C%83%93%83h%83u%83%8C%81%5B%83J%81%5B%81i%89%D4%95%B2%91%CE%8D%F4%81j
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%82a%82l%81E%82e%82h%82w%81%40%83R%83%93%83o%83b%83g%82S
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83L%83b%83N%83%7E%83b%83g%81%40%83J%81%5B%83%7B%83%93%83X%83%5E%83C%83%8B
https://www.bodymaker.jp/shop/r/rrr04/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gGS004/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gGS005/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gGS006/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gFMP/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gFY001/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gTG117/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gTTG/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gRPUSHBKYE/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gFBA65BKYE/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/g2EFCS/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/g10GWFG2/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gGCP/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/g2GGCP/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/g10GWVG2/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/g10GTVG2/
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83%81%83f%83B%83V%83%93%83%7B%81%5B%83%8B
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gTG089/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gTG060/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMBT/

