
□ 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 7 月 14 日 ~ 7 月 26 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。

通信販売でも購入できます

06-6369-7723
■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。

https://bodymaker.jp
↓下記URLよりご注文いただけます

※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

トレーニングにおすすめ！

ランニングキャップ

その他送料無料商品も多数追加 P74
P95

P85P75

機能性ウェア半額

夏号１

夏のモテBODY
作りませんか？

ファッションは身体から

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  #20180622

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/2018年7月20日■電話でのお問い合わせ

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

SUMMER BARGAIN 

平日【12:00～15:00】

￥1,000本体
＋
税

トレーニングにおすすめ！

ランニングキャップ

その他送料無料商品も多数追加 P74
P95

P85P75

機能性ウェア半額

夏号１

夏のモテBODY
作りませんか？

ファッションは身体から

ランニングキャップ

P95￥￥1,0001,0001,0001,000本体
＋
税
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■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

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。

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。

■サイズ表	 単位：cm

S M L XL 2XL
ウエスト 71 〜 77 75 〜 81 79 〜 85 83 〜 89 87 〜 95
ヒ ッ プ 80 〜 87 85 〜 93 91 〜 99 97 〜 105 103 〜 111

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

サウナコンプレッション
パンツ（レディース）

サウナコンプレッション
パンツ（メンズ）

￥3,000＋税

￥3,000＋税

￥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）

￥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

見た目年齢を変えたい。第一印象を上げたい。大人気シリーズ！サウナサポーター

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。NEWタイプ

フィットネスボール

ストレッチ＆トレーニング
の定番アイテム

ソフトな感触のボールに体重を
預けたトレーニングは、常にバ
ランスをとることを要求されま
す。このため、通常鍛えにくい
筋肉まで緊張を強いられ、練習
効果を上げます。リラックスした
状態でのボールエクササイズや
ストレッチにも使え、楽しさも味
わえるボールです。

軽量で弾むボ
ール。落とし
ても階下への
心配も少なめ
です。

持ち運びしやすい

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

￥1,800＋税

￥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！STRETCH
COLON 骨盤

ストレッチ

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

売れ筋商品

￥1,680＋税
￥1,880＋税

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

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

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。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。

NEW
COLORS

￥1,000＋税

ＢＭ・FIX　WOMEN
フィットネススーツ　各種

ＢＭ・FIX　WOMEN　
ノースリーブレギンスセットアップ

ＢＭ・FIX　WOMEN　
ブラトップレギンスセットアップ

ＢＭ・FIX　WOMEN　
ハーフスリーブレギンスセットアップ

ＷＯＭＥＮ

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

FunctionBM・FIX

生地拡大

売れ筋
サポーター

BAGS クラブ活動や遠征、ジムや習い事にも。
人気の大容量ジムユースバッグ。

チームバッグとしても好評を得ています。
SPORTS GYM USE BAG※カラーは他にも

ございます。
店頭にてご確認く
ださい。

各種

旅行や遠征に

大活躍！

約 30
リットル 
容量 

Information

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～

BODYMAKER公式
インスタグラムでショッピング
投稿を見ながら気になる商品を
タップすると直販サイトでそのま
まお買い物できるようになりまし
た。＠bodymakerをフォローして
お買い物をお楽しみ下さい。

★

334

334

鶴瀬駅

富士見川越
バイパス

254

254

難波田城公園●●東消防署

鶴馬交差点

鶴瀬駅前
交差点鶴瀬小前

交差点

上沢
交差点

市役所前
交差点

鶴瀬
交差点

下南畑
交差点

しののめ里入口
交差点

ヤオコー

至池袋 新座方面

至深谷

浦
和
方
面

志
木
方
面

至
川
越

鶴瀬
小学校

さいたま
コープ

ふじみ野駅

■ららぽーと富士見まで
ふじみ野駅よりバス約 20分
鶴瀬駅よりバス約 6分
志木駅よりバス約 30分

東
武
東
上
線

キラリ☆ふじみ

富士見
市役所

266

272閉店セール
好評開催中
ら ら ぽ ー と
富 士 見 3F
ぜひご来店お待ちしております。

ららぽーと富士見店店頭在庫品売りつくし！

永らくご愛顧いただきましたボディメー
カー「ららぽーと富士見店」が、施設契約
満了にともない閉店の運びとなりました。

なくなり
次第終了

全品在庫大処分
閉店セール

契約満了のため7.14

Black version 登場！

AM10:00
SATDAY

爽やかな通気性！
背面がメッシュ素材で涼しい！

￥1,400＋税

定価￥2,800 →

％OFF半額

50

あらゆる
スポーツに

DRY

ＢＭ・DRY エアーメッシュ各種
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。

ＷＯＭＥＮ

ＭＥＮ

オールシーズン使える DRY 吸汗速乾機能で、サラサラの肌触り

リフレクター
プリント

BM・DRY ロングパンツ2

￥1,000＋税

快適！

DRY

待望の新色！

大ヒット
人気商品

￥1,000＋税

よりランニングを快適に・楽しくするグッズ

BM スポーツサングラス各種

UVカット

紫外線から目を守る

SUNGLASSES

軽量でランニングに
最適なサングラス

軽量で機能性豊かなスポーツサングラス

ランニングには、機能性豊かなランニングキャップ

直射日光による熱のダメージを軽減します

￥1,000＋税

通気性にとことんこ
だわった
ランニングキャップ

メッシュランニングキャップRUNNING 
CAPS

ＢＭ・ＤＲＹ　
ランニングキャップ ￥1,000＋税

ランニングキャップ各種

ランニングボディ
バッグ ￥1,000＋税

スマホ操作が楽々ボディバッグ

定価￥2,800 →

OFF％64

RUNNING BAGS

ブラックパイソン柄
ボクサーパンツ

￥500＋税

Boxer Pants
究極の履き心地

残りわずかなくなり次第終了

アイシングサポーターの特徴

アイシングの重要性

専用のアイシングバッグ（別売）を装着して使用。
伸縮性に優れた SBR 素材が体に密着し患部を効
率的にアイシングします。

激しい運動後は筋肉の温度が上昇します。そこでアイ
シングを行うことで筋肉の温度を適度に下げ、リフレッ
シュさせ、筋肉痛の軽減などのサポートをします。

リフレッシュ

ケガをすると、腫れや痛みなどの炎症を引き起こすこ
とがあります。そのままにしておくとダメージはさらに
広がり、回復を遅らせることもあるので、アイシングを
行うことで腫れや痛みなどを抑えるサポートをします。

応急処置￥480＋税

アイシングバッグ（氷嚢）

クラブ活動や運動のアフターケアに

熱や腫れを
抑え、
回復を早める
働き

touch!Cool
濡らして、絞って、振る
だけで清涼感を実感。

￥500＋税

トレーニング後の筋肉
疲労をクールダウン！

夏の必需品！

クールタッチタオル

Icing 
Supporter

通気性、軽量性、快適性に優れたシューズ

￥1,800＋税

アッパーメッシュシューズ
定価￥2,800 →OFF％35

抜群の柔軟性

NEW
color

TRAINING & FITNESS 
GOODS 女性に人気上昇中！

￥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！

￥1,800＋税

￥1,280＋税

バランスエアーパッド

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。

売れ筋商品

ヨガマット

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。

4mmの厚さで
クッション性もアップ！人気

商品

売れ筋商品

売れ筋商品

アスリートの減量や女性のダイエットに人気！

SAUNA SUIT 

【店頭には他にもたくさんの
商品がございます。】

シリーズ販売累計 100,000 枚突破！
ボディメーカー大ヒット商品サウナスーツ

￥4,800＋税

サウナスーツアスリート 7・8
（ハーフパンツセット）

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%83%8C%83M%83%93%83X%83Z%83b%83g%83A%83b%83v
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%82a%82l%81E%82c%82q%82x%81%40%83G%83A%81%5B%83%81%83b%83V%83%85%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%81E%82c%82q%82x%81%40%83G%83A%81%5B%83%81%83b%83V%83%85%81%40%83m%81%5B%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%83G%83A%81%5B%83%81%83b%83V%83%85%81%40%83n%81%5B%83t%81%40%82v%82n%82l%82d%82m
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=%83X%83%7C%81%5B%83c%83T%83%93%83O%83%89%83X
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMD137MBKBL/
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%82a%82l%81%40%83X%83%7C%81%5B%83c%83T%83%93%83O%83%89%83X
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83%89%83%93%83j%83%93%83O%83L%83%83%83b%83v
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83A%83b%83p%81%5B%83%81%83b%83V%83%85%83V%83%85%81%5B%83Y
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83T%83E%83i%83X%81%5B%83c%81E%83A%83X%83%8A%81%5B%83g%82W%81i%83n%81%5B%83t%83p%83%93%83c%83Z%83b%83g%81j
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83T%83E%83i%83X%81%5B%83c%81E%83A%83X%83%8A%81%5B%83g7%81i%83n%81%5B%83t%83p%83%93%83c%83Z%83b%83g%81j
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gICEB3BK/
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83N%81%5B%83%8B%83%5E%83b%83%60%83%5E%83I%83%8B
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/g/gFBA65BKYE/
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83X%83g%83%8C%83b%83%60%83R%83%8D%83%93%81i%83J%83o%81%5B%95t%82%AB%81j
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMBG23/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMBG25/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gTTG/
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83o%83%89%83%93%83X%83G%83A%81%5B%83p%83b%83h
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83%8A%83%89%83b%83N%83X%83%7B%81%5B%83%8B
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gABSGBKYE/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gRPUSHBKYE/
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/g1GGCPS/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/g10GTVG2/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gGCP/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/g2GGCP/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/g2EFCS/
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


全てのアスリートのための日本発スポーツブランド 

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。

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

読書しながら

しながらたった 20 分

1日たった20分付けるだけ！！

￥4,900＋税

BM 6PACK

期間中BM 6PACKを1個購入いただいた
お客様対象で、BM 6PACK交換用GEL
を1個差し上げます。　　    詳しくはスタッフまで

交換用ゲルパッドプレゼント

※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。

※返品・交換・キャンセルは致し
かねますのでご了承下さい。

お一人様
1日1回限定

詳しくはスタッフまで

多くのアスリートにも使用いただいています。 6 PACK 交換用 GEL

（ブラック）
肌に接着する面本体に接着する面

（格子）

腕や脚の気になる部位にも効果的に集中エクササイズ。

ゲルシートで
装着簡単

BM 6 PACK WING

2 個セット ￥4,900＋税

閉店感謝プレゼント企画 ! なくなり次第終了

契約満了のため

ららぽーと富士見店店頭在庫品一掃売りつくし！

なくなり
次第終了 閉店セール

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

ALL
アッパーニット・サンダル各種

ユニセックス

アッパー MIX ニットスニーカー

SPORTS & CASUAL 

足の動作を妨げない
ストレスフリー。

￥1,000＋税

トレーニングにもカジュアルにも

通気性・柔軟性抜群！

ユニセックス

ジャギーライン スリッポンモデル
定価￥1,500 →

￥1,000＋税

SIZE VARIATION 22cm~28cm
MENS LADIES KIDS

話題のダッドスニーカー新登場‼
厚底でクッション性がよく、柔らかいメッシュ生地で通気性抜群で、
夏場でも蒸れないで、快適に履けます。

JAGGY LINE
SURIPPON
SNEAKERS

SUMMER
S A N D A L

ウォーター
サンダル

シャワー
サンダル

なんと4足目無料！1足たったの750円！！
どれでも3足購入で

アッパーニットシリーズ・

サンダル各種

B ロゴ
サンダル

ソフト
サンダル

超軟らかいEVA素
材で、衝撃軽減し、
疲れた足を優しく
包む感覚

気軽に履いてＧＯ！

足元をカッコ良く！

大好評!

ジュニアサイズ

FOR
KIDS!!

アッパーニットスニーカー

ユニセックス

ジュニアサイズ
20cm・21cm・22cm

カモフラージュ
サンダル

超ソフトな履き心地！
水はけの良い

サンダル！

超軽量で水陸両用

タイプのサンダル

お一人様
1日1回限定

詳しくはスタッフまで

+
1足無料

【購入例】

3足購入で

植物からヒントを得た、水はけのよい繊維構造で、速乾・
吸汗・軽量・ストレッチ性のある生地でつくられた、心地
よい着心地。抜群の吸水性と拡散性で、さらさらのドライ
感を実現しました。BM・DRYシリーズは、汗をすばやく吸
収・発散することで体温をクールダウン。ベストコンディ
ションを維持します。また、抗菌・防臭加工を施しており、
菌の増殖を抑制し、汗をかいた時などに出る「いやな臭
い」などを軽減させます。

・軽やかで、シルクのような肌触り
・吸汗・速乾性が高く、常にさらっとした着心地
・クールダウン効果抜群で夏の暑さ対策に

吸汗
速乾

Light
Weight

抜群の
ストレッチ

速乾性 DRY＆COOL 素材

流した汗を素早く
吸収し素早く蒸発
させるので、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。

ＢＭ・ＤＲＹ  ＣＯＯＬ                                    タンクトップ
（胸カップ付）ＷＯＭＥＮ

アスリートも絶賛！違いを比べてください。
【スポ ーツメーカー が 開 発した D R Y ＆ C O O L 素 材 をぜ ひ お 試しください 】

BM・DRY COOL

ＢＭ・DRY ＣＯＯＬ各種

これ１枚でブラいらず

胸 を 自 然 な 状 態 で
ホールドし美しいバ
ストラインをキープ
す る、 肌 触 り の 良 い
カップ付き。

ソフトカップ付き

バストラインが美しい。
柔らかカップの心地よさ。

ブラトップ

タンクトップ

ＢＭ・ＤＲＹ  ＣＯＯＬ                                    ブラトップ
（胸カップ付）ＷＯＭＥＮ

これから続く夏の

暑さ対策に！

ＢＭ・ＤＲＹ                  ＣＯＯＬ
ハーフスリーブ

富士見店限定
なくなり次第終了

クールダウン効果で

初夏を快適に過ごす
ＢＭ・ＤＲＹ                  ＣＯＯＬ
ハーフスリーブ（Ｖネック）

半額

定価￥1,000 →

お急ぎ下さい。店頭在庫売り切りアイテム。なくなり次第終了

ALL
￥500＋税

夏の定番Tシャツ大放出！【店頭には他にもたくさんの
商品がございます。】

夏物売りつくし

T-SHIRT ＆
TANK TOP

Tシャツと合わせて

グッとおしゃれに

夏のレジャーシーンにフィットする

爽快パンツ

￥2,800＋税ストレッチツイルハーフパンツ

定価￥3,800 →

ALL
￥1,000＋税

T シャツ・タンクトップ

OFF％26

素足で履ける快適シューズ
デッキシューズ WOMEN

夏のサンダルやデッキシューズ閉店在庫処分残りわずか

リゾートに♡
デッキシューズ WOMEN

この履き心地を体感してみてください。

癒されるサンダル
コンフォート
サンダル

BM フェロー
サンダル

数量限定なくなり次第終了

OFF％33
富士見店限定
なくなり次第終了

トレンドやシーズンにとらわず、
エターナルに愛せるベーシックな逸品

定価￥1,800 →

OFF％44

富士見店限定
なくなり次第終了

程よいフィット感が心地よく、肌触りもよく、
1 枚で着てもトレンド感のある着こなしがで
き、どんなコーディにも活躍するマストアイ
テムです。セクシーさを演出するＶネックの
開きがアクセサリーも際立ててくれます。

￥1,000＋税

ベーシックＴシャツＶネック

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

17cm

19.5cm

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

収
納
方
法
動
画
配
信
中

16cm

16cm

ポケッタブルリュック

￥500＋税

売
切
り
特
別
商
品

ショルダーベルトは肩に
やさしいパッド入り。

リフレクタープリント

ポケッタブルリュック２

￥500＋税

200g
軽量

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！！

BM・FIX WOMEN 
ランニングスカート

ＷＯＭＥＮ

トレーニングやフィットネスに！

￥500＋税

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。

人気のＢＭ・ＦＩＸシリーズのカモフ
ラージュ柄が処分価格で！

BM・FIX
カモフラ―ジュ

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

ユニセックス

￥500＋税

ユニセックス特別サイズ

BM・FIX カモフラ―ジュ
8 分丈パンツ各種

￥500＋税

7月26日（木）まで

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・サンダル各種（バランスサ
ンダル・￥500サンダルは除く）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】

https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83J%83%82%83t%83%89%81%5B%83W%83%85%83T%83%93%83_%83%8B
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%82a%83%8D%83S%83T%83%93%83_%83%8B
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83%5C%83t%83g%83T%83%93%83_%83%8B
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83V%83%83%83%8F%81%5B%83T%83%93%83_%83%8B
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83E%83H%81%5B%83%5E%81%5B%83T%83%93%83_%83%8B
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=%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=%83W%83%83%83M%81%5B%83%89%83C%83%93%81%40%83X%83%8A%83b%83%7C%83%93%83%82%83f%83%8B
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?keyword=COOL&maker=&brand=&goods_code=&name=&min_price=&max_price=&genre_tree=&sort=&search.x=128&search.y=25
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83f%83b%83L%83V%83%85%81%5B%83Y
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%81%40%82a%81%5C%82k%82n%82f%82n%82P
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%81%40%82%60%82q%82l%82x%82P
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83f%83b%83L%83V%83%85%81%5B%83Y
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%81%40%82r%82s%82q%82d%82d%82s%82P
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%81%40%82o%82%60%82q%82%60%82c%82h%82r%82d%82P
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMT144MWH/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMT144MWH/
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83%8A%83u%83m%81%5B%83X%83%8A%81%5B%83u%82Q
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83%5E%83%93%83N%83g%83b%83v%81%40%82v%82n%82l%82d%82m%82Q
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83%5E%83%93%83N%83g%83b%83v%81%40%82v%82n%82l%82d%82m%82Q
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83h%83%8B%83%7D%83%93%83X%83%8A%81%5B%83u%82s%83V%83%83%83c%81%40%82v%82n%82l%82d%82m
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83n%81%5B%83t%83X%83%8A%81%5B%83u%82s%83V%83%83%83c%81%40%82v%82n%82l%82d%82m%82P
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83%5E%83%93%83N%83g%83b%83v%81%40%82v%82n%82l%82d%82m%82P
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83X%83g%83%8C%83b%83%60%83c%83C%83%8B%83n%81%5B%83t%83p%83%93%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/gWF002SMGR/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMF023SMBK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gTG111/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gTG212/

