
1日たった20分付けるだけ！！

■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

多くのアスリートにも使用いただいています。

キャンペーン対象商品

このトレーニングパッドで
憧れの ”6PACK”を手に入れる
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アンテナが振動します。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開始できます。※効果には個人差がご
ざいます。

￥4,900＋税

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

超お買い得！6PACK がもう1個もらえる！

なくなり
次第終了

人気のフリースが超特価！
寒い季節の頼れるアイテム！

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

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。

ボアフリースパーカー 
WOMEN

ボアフリースベスト
WOMEN ボアフリースパーカー１

ボアフリースジャケット

ボアフリースベスト

￥2,990＋税

ボアフリース各種

大ヒット
人気商品

BM 6PACK

超破格値に挑戦！

OUTLET
アウトレットコーナー

ウェア・マシン全部出します。
12 月 21 日（金）～ 25 日（火）

※チラシ掲載写真は、あくまでもイメージです。詳しくは店頭でご確認下さ
い。※店舗によって取り扱い商品は異なります。価格、取り扱いに関しては、
スタッフにお尋ね下さい。

見逃せない5日間
￥500＋税

～

価格は店頭で

ご確認ください。

全てのアスリートのための日本発スポーツブランド 

軽くて暖かい！

ダウンフィーリングパーカー

￥4,990＋税

￥3,990＋税

ダウンフィーリングベスト

冬スタイルサンダル新登場！

モコモコのファーが足元を
演出！！カジュアルスタイル
にはもちろんフェミニンス
タイルの仕上げや甘めコー
デにもオススメ。

Far San
dals

暖かくて柔らかいライニングが施された秋冬
用サンダル。ライニングは取り外し・手洗い
可能です。

￥1,000＋税

NEW

NEW

ムートンタッチ
サンダル ファー

サンダル
温か～い。

各種

体幹力も鍛えられ綺

麗な姿勢もサポート

バランスを維持することで

BM バランスサンダル 8A
適
度
な
刺
激
で
筋
肉
の
活
動
を
促
進
。

歩
き
な
が
ら
、
姿
勢
の
改
善
、
背
中
か
ら
腰
に
か
け
て
の
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ニ

ン
グ
に
効
果
が
期
待
で
き
ま
す
。
毎
日
履
く
も
の
だ
か
ら
こ
だ
わ
り
た
い
。

この角度がある
から常にバラン
スとるため筋力
を使います。

体勢KEEPがふくらはぎを引き締める
履きながらエクササイズできる

アッパーメッシュシューズ

なんと4足目無 料！

22cm~28cm

ジャギーライン 
スリッポンモデル

22cm~28cm

アッパー MIX
ニットスニーカー

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！

22cm~28cm

アッパーウェーブ
カットモデル

20cm~28cm

ムートンタッチ
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・ジャギーライ
ン・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・裏
ボア付サンダル・バランスサンダルのどれでも「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6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】

ALL￥1,000＋税

※ムートンタッチ
モデルの裏ボア
は取り外し不可

1足たったの750円！！

3足 　買うと以
上

もう1足 無 料！

「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

うゎ～温かい

◀　 ボア仕様

+
3足購入で 1足無料

【購入例】

アッパーニット・サンダル各種
バランスサンダル・裏ボア付サンダル・エラスティックバンドモデル・アッパーメッシュ含む

裏ボア
付き

女性に
超人気

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！

ウインターシーズンに向けて
最適な防寒性をプラス!

大好評!

ジュニアサイズ

FOR
KIDS!!

20cm~28cm

アッパーニット
スニーカー

ジュニアサイズ
20cm・21cm・22cm

詳しくはスタッフまで。

人気のアッパーニットスニーカー・サンダルキャンペーン！
JAGGYLINE
ELASTIC  BAND
厚底でクッション性がよく
柔らかいアッパー部分の
メッシュ生地は通気性抜群！

気
持
ち
良
い

フ
ィ
ッ
ト
感
！

ジャギーライン　
エラスティックバンドモデル

NEW

お一人様
1日1回限定

詳しくはスタッフまで

※裏ボアは取り外し不可

人気のサンダルにボア付きタイプが新登場。ウインター
シーズンに最適な防寒性をプラスしました。

裏ボア付きサンダル

裏ボア
付き

ジムなどの室内トレ用として最適！

軽量性・快適性抜群！

グリップ力の
あるソール

抜群の柔軟性

アッパーニットスニーカー
ムートンタッチモデル（ボア付き）

Xmas
ギフトに

Xmas
ギフトに

Xmas
ギフトに

P C・携 帯・ス マ ホ か ら の ご 注 文 は

bodymaker.jp

人気の冬物グッズがそろいました。
カジュアルなスタイルのスノーブーツ
SNOW  BOOTS

内側は
暖かボア！

スノーブーツ

￥2,990＋税

防寒できる

アクセサリー感覚

で楽しんでください！

寒い季節の必需品、
裏ボアネックウォーマー

￥990＋税

ファスナー付きニット
ネックウォーマー

大ヒット
人気商品

暖か～い！肌触り抜群！

※写真は参考イメージです。

※写真は参考イメージです。

※写真は参考イメージです。 ※写真は参考イメージです。

トレーニングマシン・マシン・ウェアなど
店頭でのお楽しみ

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

￥3,990＋税

￥4,990＋税

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
ボンディングパーカー各種

ウィンドブロックフリース
ボンディングロングパンツ各種

3層構造の特殊素材により、防風・保温・ストレッチ性を備えた多機能ウエア。肌ざわり抜群！ボア素材

防風・保温・ストレッチ性
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
ボンディングロングパンツ 2

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

￥2,490＋税

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ライトベスト

￥1,990＋税

ユニセックス

Xmas
ギフトに

Xmas
ギフトに

ユニセックス

Xmas
ギフトに

Xmas 
BARGAIN
今年1年間の感謝をこめて！クリスマスやお正月のお出かけに

プレミアムアウターコレクション！

歳 末 感 謝 祭

Merry 
christmas

ラッピング無料！
3,000円以上お買い上げの方

詳しくはスタッフまで

25日まで

クリスマスプレゼント
ラッピング承ります

ネックウォーマー
セット！
詳しくはスタッフまで。

ネックウォーマー付き

ネックウォーマー付き

1個買うともう1個もらえる6PACKを

※キャンペーン対象商品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。※キャンペーン対象商品： BM ６PACK（TG111 ）のみ。

　他の関連商品は対象外となります。
BM６PACK（TG111 ）お買い上げのお客様対象で、

BM６PACK（TG111 ）を1個差し上げます。

※詳しくはスタッフまで

BM6PACK

もらえるキャンペーン

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中

6 PACK GEL

￥1,200＋税

キャンペーン対象外

超特価

超特価

超特価

ソフトボアフリース 
セットアップ

ＭＥＮ

ＷＯＭＥＮ

ソフトボアフリース 
セットアップＷＯＭＥＮ

上下
set 

￥3,990＋税

ソフトボアフリースセットアップ各種

暖かさ、肌ざわり抜群

のボア素材。

Xmas
ギフトに

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

※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。

NEW

ランニングシーン
を快適に キャップ各種

ランニング
ニットキャップ

ボアフリースネック
ウォーマー

プレゼントに最適！人気のインナーパンツ・ソックスセット

驚異の
伸縮性

￥490＋税

シームレスで軽量の
インナーパンツ !

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。見せパンとしても！

￥990＋税
￥990＋税

ボクサーパンツ 3 枚セット

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）

NEW

Xmas
ギフトに

3枚
セット 

Xmas
ギフトに

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/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83_%83E%83%93%83t%83B%81%5B%83%8A%83%93%83O%83%89%83C%83g%83x%83X%83g
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83W%83%83%83M%81%5B%83%89%83C%83%93%81%40%83G%83%89%83X%83e%83B%83b%83N%83o%83%93%83h%83%82%83f%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?search=x&keyword=%83A%83b%83p%81%5B%83j%83b%83g%83X%83j%81%5B%83J%81%5B%81%40%83E%83F%81%5B%83u%83J%83b%83g%83%82%83f%83%8B
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
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=AS045
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/g/gAS044SBR/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gTG111/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gTG136/
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=%83X%83m%81%5B%83u%81%5B%83c
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=%83t%83%40%83X%83i%81%5B%95t%82%AB%83j%83b%83g%83l%83b%83N%83E%83H%81%5B%83%7D%81%5B
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=%83%7B%83A%83t%83%8A%81%5B%83X%83l%83b%83N%83E%83H%81%5B%83%7D%81%5B
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMI063MOR/
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/g/gMJ066MGYBK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMK086MGYOR/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMJ067MGY/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMK087MBK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMJ067MGY/
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83%7B%83A%83t%83%8A%81%5B%83X%83x%83X%83g


□ 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 12 月 21 日 ~ 12 月 31 日

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

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。

冬号1

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  #20181122

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1月4日

bodymaker.jp
2019.1.4まで

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

半額
OFFOFF50%M

A
XWINTER

BARGAIN
美しく鍛えるテクノロジー美しく鍛えるテクノロジー美しく鍛えるテクノロジー
1つは自分に、1つはプレゼントに！

BM 6PACK
BMヒップトレーナー

▶P2掲載

model : 安保瑠輝也
(K-1ファイター)

SPECIAL
1個買うと1個
付いてくる
キャンペーンセット

表紙.indd   1 2018/11/09   15:37:03

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

BM・WARM GEAR

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

あべの Hoop 店（期間限定ショップ） 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

AM11:00 ～ PM9:00 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 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 

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

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 5-1-1 フレスポしんかな 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

トレーニングを始めるならBODYMAKER直営店へ

★マシン・ダンベル類豊富に格闘用品も充実取扱い店舗

温か～い

￥1,800＋税

冬場のトレーニングに

BM・WARM GEAR　
WOMEN　
ロングスリーブ　
クルーネック

BM・WARM GEAR　
WOMEN　
ロングパンツ

BM・WARM GEAR　
ロングスリーブ　
ハイネック

裏起毛加工しボリュームアップ。ウインターシーズントレーニングのマストアイテム

スポーツシーンにプラスするウインターインナー

ＷＯＭＥＮ

BM・WARM GEAR　
ロングスリーブ　
クルーネック

BM・WARM GEAR　
ロングパンツＭＥＮ

大人気
商品

ALL

TRAINING FITNESS 

トレーニング・ランニング人気No.1ウェア

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

ＷＯＭＥＮ ＢＭ・ＤＲＹスムース
ハーフスリーブ　WOMEN

￥990＋税

ＢＭ・ＤＲＹ各種

あらゆる
スポーツに

DRY

配色ラインのパイピング
デザインがオシャレ！

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

RUNNING BAGS

ランニングバッグ・
ボディバッグ各種

機能性豊かなランニングバッグ

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

￥990＋税

￥990＋税

ランニングバッグ 
サイドポケット

ランニングバッグ ▶
Ｘライン

ロードバイクにも

おすすめ！

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

￥990＋税

軽量で大容量！クラブ活動や
遠征、ジムや習い事にも。

BM・WARM GEAR　
WOMEN　
ロングスリーブ
ハイネック

吸汗 速乾 伸縮性

岸和田カンカンベイサイドモール WEST 2F

岸和田カンカンベイサイドモール WEST 1F

TEL：0724-47-7208営業時間：10：00 ～ 21：00 定休日：水曜日

TEL：0724-47-5824営業時間：10：00 ～ 20：00

BODYMAKER GYM 岸和田カンカン店

BODYMAKER 岸和田カンカン店

ぜひ、お越しください。
見学無料

購買体験型ショップ！オープン！

詳細などはwebで

BODYMAKER  GYM　https://www.bodymaker.jp/shop/secure/bmgym.aspx
会員募集中！5 大プレゼントキャンペーン実施中！

対象期間：12 月 30 日まで

ジムでのトレーニングの後は、アスリート SHOP でのお買い物。
ジムで使用しているウェア・トレーニング用品の購入も可能。

MEN’s ONLY

12.21
金 スタート！

BAGS

XmasBARGAIN
今年1年間の感謝をこめて！クリスマスやお正月にウェア＆トレーニンググッズコレクション！

歳 末
感謝祭

シルバー部分は前面も背
面も全て刺繍をしており
ます。

左の胸部分には
内ポケットがあります。

左右の腕部分には
ワッペンがあります。

本格的ミリタリー仕様の JACKET
バイオハザードシリーズ待望の新作！

×

選抜警官隊とは別に、R.P.D.（ラクーンシティ警察署）内に設置されている特殊班。ラ
クーンシティにおいて増加傾向にあった都市型テロや多様化していく組織犯罪、その
他の緊急事態に対処するため、「明るいラクーン21計画」の一環として1996年に創設さ
れ、本部オフィスは署内の2階に存在する。また、署の管轄下にある一方で指揮系統か
らは半ば独立しており、独自に活動が可能であるなど、特殊な組織体制を持っている。

薬品開発部門を持つ国際的企業。
社名は「傘で人類を庇護する」から
由来し、社訓は「人々の健康を庇
護する」。表向きを薬品製造企業
と装うことで、裏での生物兵器開
発を容易としたことにより、これを
大きな資金源として表裏の両マー
ケットを拡大して企業活動を続け、
国際企業へと伸し上がった。政界
にも太いパイプを持ち、法規など
の操作、他社や政財界への二重
スパイ活動も行う。また、独自に特
殊戦闘部隊 「U.B.C.S.」や保安警察

「U.S.S.」を組織しており、有事の
際には即座に対応できるよう配慮
されている。

Umbrella
BSAA

アンブレラ社の瓦解によって拡散し
た生物兵器が世界中でテロに悪用
されるという事態に直面した製薬
会社の組合『製薬企業連盟』が批
判逃れを目的として共同で資金を
拠出し、結成されたバイオテロ対策
部隊。後に国連の公的組織となっ
た。欧州に本部を構え、世界各地に
支部を持ち、バイオテロの情報収
集・予防・制圧を行なっている。な
お、クリスは北米支部、シェバは西
部アフリカ支部に所属している。クリ
スやジルなどBSAAの創設メンバー
11人は、「オリジナル・イレブン」と呼
ばれる。

バイオハザードシリーズ待望の新作！

全てを裏切り、上回る再：新作登場。シリーズ屈指の人気作「2」が
再誕する。映画と見紛う程の表現で甦った本作は、極限状況のドラ
マと恐怖を描く極上のサバイバルホラー。ゲームシステムを始めグ
ラフィックや設定など全てが刷新されている。
2019年1月25日発売予定。

2019.1.25

S.T.A.R.S.

ＢＩＯＨＡＺＡＲＤ  
Ｓ．Ｔ．Ｒ．Ａ．Ｒ．Ｓ．
ＢＭ・ＧＥＡＲ　ロングスリーブ

ＢＩＯＨＡＺＡＲＤ  
Ｒ . Ｐ . Ｄ .  
ＢＭ・ＧＥＡＲ　ロングスリーブ

ＢＩＯＨＡＺＡＲＤ  
Ｓ．Ｔ．Ｒ．Ａ．Ｒ．Ｓ．
ＢＭ・ＪＡＣＫＥＴ

ＢＩＯＨＡＺＡＲＤ 
Ｒ . Ｐ . Ｄ .  
ＢＭ・ＪＡＣＫＥＴ

左右の腕部分には
ワッペンがあります。

左の胸部分には
内ポケットがあります。

シルバー部分は前面も背面
も全て刺繍をしております。

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

￥3,000＋税
￥3,000＋税

￥12,800＋税

￥12,800＋税

商品取り扱いの有無
に関しては、店舗に
ご確認下さい。

待望の
入荷！

NEW

軽量・撥水ウィンドブレーカー

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

120g
軽量

（計量：Lサイズ）

RUNNING WEAR GOODS特集 使いやすさ抜群！機能性で選べる売れ筋グッズ 
メッシュ生地が通気性を確保

ユニセックス

￥3,800＋税

NEW

ランニングや
ウォーキングに

ボトル２本を携帯できる
ウエストポーチ！

RUNNING 
BAGS

スマホ操 作 が 楽々
ボディバッグ

ハイドレーション
ランニング
ウエストポーチ

爽やかな通気性！

ＢＭ・ＤＲＹスムース
ロングスリーブ　WOMEN

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 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
機能性豊かな スポーツサングラス

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。

大人気
商品

TARPAULIN  BAGS タフで機能的・大容量
40リットルの大容量ダッフルバッグ。

back蓋裏にメッシュの
ファスナー付きポケット

front
約40
リットル 
大容量 

ターポリンダッフルバッグ

￥5,990＋税

タフで機能的なデザインの
大容量リュック。

￥4,990＋税

約27
リットル 
大容量 

ターポリンリュック

￥1,000＋税

※カラーは他に
もございます。
店頭にてご確認
ください。

スポーツジムユースバッグ各種

旅行や遠征
に大活躍！ 大容量だから

防災対策にも

約30
リットル 
容量 

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
！

シンプルなデザインで
使いやすい２ＷＡＹバッグ

２ＷＡＹボディバッグ各種

￥1,000＋税

NEW

マッスル女子に
大人気！

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。

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

ＢＭ・FIX　WOMEN　
ブラトップレギンスセットアップ

上下
set 

抗菌・防臭加工

吸汗速乾 伸縮性クールダウン

FunctionBM・FIX ￥1,000＋税

ＢＭ・FIX　WOMEN
フィットネススーツ　各種 ＷＯＭＥＮ

生地拡大

お部屋でのリラックス

　　　　ウェアとして…

ＢＭ・FIX　WOMEN　
ハーフスリーブレギンスセットアップ

上下
set 

ＢＭ・FIX　WOMEN　
ノースリーブレギンスセットアップ

上下
set 

ストレッチ素材で肌触りもサラサラ、
脇部分がシームレス加工なので
ゴワゴワ感もありません。

大ヒット
人気商品

FITNESS  STYLE

パッド付き パッド付き

フィットネス WOMEN 
ブラトップ D

フィットネス WOMEN 
ブラトップ C

BRA TOP

FITNESS & TRAINING WEAR GOODS

ファン待望！大人気バイオハザードコラボアイテム新作

￥990＋税
￥990＋税

奇抜なデザインで
印象づけろ！
BM・GEAR 
BIG LOGO 吸汗速乾 伸縮性

￥1,990＋税

BM・GEAR ビッグロゴ 
ロングスリーブ・ロングパンツ

大人気
商品

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。

バランスエアーパッド

OFF32％

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

本体価格：￥1,490 →

￥1,000＋税

フィットネスボール

FITNESS
フィットネス人気商品

骨盤
ストレッチ

ストレッチコロン
（カバー付き）

￥2,990＋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

STRETCH COLON

吸水性と速乾性に優れた、
持ち運びやすくお手入れが
簡単タオル !

ヨガタオル

フラフープ２

ヘビーウエイトで運動量が期待できる
フラフープ

カバンに入れて持ち運び便利でいつで
もどこでも簡単バランストレーニング

￥2,800＋税
￥690＋税

￥1,990＋税

合成皮革のカバーが付くことで
お手入れがしやすくなりました。

￥1,490＋税

シリーズ販売累計20,000本突破

各種

フィットネスアイテム大特価

■年末年始の営業時間について：年末年始は施設の都合により各店舗の開店・閉店時間が異なります。各店舗へお問い合わせ
　いただくかWEBサイトにてご確認ください。https://www.bodymaker.jp/shop/secure/store.aspx

※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。

■ 12/31  AM10:00 ～ PM8:00    1/1  AM9:00 ～ PM9:00 ■ 12/31 （通常営業）   1/1  AM9:00 ～ PM9:00

■ 12/31  AM10:00 ～ PM8:00    1/1  AM10:00 ～ PM6:00

■ 12/31  AM10:00 ～ PM7:00    1/1  （通常営業）

■ 12/31  AM10:00 ～ PM7:00    1/1  （通常営業）

■ 12/31  AM11:00 ～ PM6:00   1/1  休業   1/2   AM10:00 ～ ■ 12/31  AM10:00 ～ PM7:00   1/1  休業 

■ 12/31・ 1/1  AM10:00 ～ PM8:00（通常営業）

■ 12/31・ 1/1  AM10:00 ～ PM8:00（通常営業）

■ 12/31・ 1/1  AM11:00 ～ PM8:00（通常営業） ■ 12/31 ~ 1/3 （休業）

■ 12/31  AM10:00 ～ PM7:00    1/1  AM9:00 ～ PM9:00

■ 12/31  AM10:00 ～ PM7:00    1/1  AM9:00 ～ PM8:00

■ 12/31  AM10:00 ～ PM7:00    1/1  AM9:00 ～ PM8:00

■ 12/31  AM10:00 ～ PM8:00    1/1  （通常営業）

バランスエアーパッドミニ

ストレッチコロン 
ハーフ

（カバー付き）
２本セット

https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%82a%82l%81E%82v%82%60%82q%82l%81%40%82f%82d%82%60%82q
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%82a%82l%81E%82f%82d%82%60%82q%81%40%83r%83b%83O%83%8D%83S
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/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/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/g/gBR029BKOR/
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
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