
MODEL

エガサリ

ＢＭレギンスサイドポケット

ＢＭブラトップ クロス

ジム・ヨガなど様々なシーンで … 女性らしいシルエット デザインのタイプも豊富 UV 対策アイテム

夏トレにピッタリ！
こだわりのバックデザインが魅せる。

スクエアネックなどスッキリとした印象。Back Style も美しく！

水洗い

OK

■ボディメーカー公式商品は簡単便利なネット通販でもお求めください。
なかなかお店に行けない。でもほしい。そんな時は… インターネットなら 24 時間受付可能 店舗限定セール価格などは、一部 通販価格と違う場合がございます。ご了承ください。

くわしくは
スタッフまで

￥3,000以上
商品購入していただき

+
アプリ登録で

「LED バンド」プレゼント！

貯まる！
使える！

Tシャツ・キャップ

ラッシュガード
WOMEN

DRYウエア・サンバイザー

人気Tシャツ！特価！

夏便利アイテム特集！

税込\1,500各種

税込\1,900各種

税込\1,400各種

税込\2,400各種

税込\2,900
税込\990

LEDバンド

ナイトランやペットの
お散歩、夜間の安全対策に…

税込\490各種

8.6 まで
各店マシン・トレーニング用品さらに充実 ! 持ち帰りでも・
通販オーダーでも購入可能。安 心・安 全・感 染 予 防 に「 宅トレ」が オス スメ！

       START- 22FRI

期間：8月6日～22日まで

地元を着て

ランニング！

“VIRUS-PROTECT” ウエア

新しい環境に対応！着るだけで抗菌防臭！
税込\490各種

夏の定番！ペーパーヤーン

トレーニング後の
足を癒す！

天然素材を使用し通気性がよく
サマーシーズンに人気の軽量なハット。

お家時間を快適に過ごす…ストレスフリーでリラックス…

オーバーサイズの厚底を採用し、足を優しく包み込む
抜群のクッション性と快適性を提供…

羽織るだけで強い日差しをガード !
夏の UV 対策に！

税込\900各種
税込\1,540各種 ～

Soft
Sweat
Setup

stress-free

人気 人気

人気

驚
き
の

大
量
発
汗
！

税込\1,500各種

かなりの
発汗！

※半額セール商品は、店舗によって、サイズ・カラーの有り無しがございます。ご了承ください。商品は、必ず店頭でご確認ください。

PC・携帯・スマホからのご注文は

bodymaker.jp

全てのアスリートのための日本発スポーツブランド 
スタイリッシュに魅せる…究極の着心地！抗菌防臭、ストレッチ機能付きなので快適に運動もサポート！

【見逃し厳禁コーナー】
「夏のバーゲン祭」超ビッグチャンス！ 

ぜひ この機会にお買い求めください。

2個セット・3個セットの超特価コーナー

Summer
BARGAIN

飲む・食べる…アスリートサポート！

税込\9,990

税込\990 税込\990
スポーツ後や入浴後
に。肌触りが疲れを
癒してくれます。

この角度が常にバランスを維持。

【お断り】各サンダルは、XS・S な
どの小さめサイズのみとなります。
店頭でご確認ください。

※ 26cm・27cm のみ

体
勢
K
E
E
P
が

ふ
く
ら
は
ぎ
を
ス
ト
レ
ッ
チ

筋肉を強制的に運動させて

ウォームアップやアフターの
リラックスタイムに

税込\7,990 持ち運びに便利な

収納ケース付

アタッチメント
簡単交換

3種類

HYPER IMPACT

夏に

2枚で
まとめてお得3枚で

まとめてお得

3袋で
まとめてお得

キャップのツバ部分にファンを搭載。
夏の暑い中でも涼しい風を送ります。

昼は普通の靴ひも、夜はペットの散歩、
ナイトランなど防災グッズとして。

首にかけていつでも涼しい風を。
3 段階の風量調整可能。

ハンズフリーファン　
￥3,800 →

HYPER IMPACT
￥9,990 →

ＢＭ　バスタオル２０Ａ
2 枚￥1,980 →

ＢＭ　スポーツタオル２０Ａ
3 枚￥1,470 →

ＡＲＥＵＳ  粉末プロテイン  レモン味
１ｋｇ    3 袋￥14,970 →

税込\1,900
首掛け
ハンズ
フリー

税込\1,500

税込\300

UVCUT
紫外線90％
カット

【ＵＶ加工】肌ざわりなめらか
ビッグＴシャツ

【ＵＶ加工】
肌ざわりなめらか フリルＴシャツ

税込\1,900

税込\1,500

税込\1,500

税込\1,900税込\1,900税込\1,900

税込\1,400
税込\1,400

税込\1,400

税込\1,400

盆休み 店舗限定SPECIAL企画 　スニーカー・サンダル  まとめ買いなら今がチャンス！　

税込\1,1001足

「楽天年間」1位獲得
120万足
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

軽量でクッション性にも優れたソール。
進化し続けるスニーカー

どれでも
組み合せ

自由

ホワイトスニーカー

UPPER KNIT
SNEAKERS!!

10COLOR

大好評!

ジュニアサイズ

FOR
KIDS!!

※店頭でお選びください。

選べる12種類

MODEL

とももと もも

MODEL

皇治

※サイズ・カラーは、店頭でご確認ください。※店舗在庫商品対象です。なくなり次第終了させていただきます。

店舗
限定

アッパー MIX ニット
スニーカー

アッパーニット カモ柄

アッパーニット スニーカー

アッパーニットウェーブ
カットモデル

① 対 象 商 品：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・アッパーニットウェーブカットモ
デル・ホワイトスニーカー・アッパー
ニット カモ柄・ジャギーラインＮＥＴ
バンドモデル・ストリートスニーカー・
アッパーメッシュシューズ３・ロゴス
ニーカー・アクティブシューズ・アッ
パーニットスニーカー3Dモデル・バラ
ンスサンダル10Aとなっております。各
種どれでも「1足のご購入で、2足目が
半額で購入できます。詳しくは店舗ス
タッフまで。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。

企画対象商品12品に
ついて

【お客様へのお断り】

まとめてお得！

アッパーメッシュ
シューズ３

ロゴスニーカー

BM バランス
サンダル 10A

ジャギーライン 
ＮＥＴバンドモデル

アクティブシューズ

ＮＥＯソフトサンダル  ￥3,000 →

ラッシュガード WOMEN  
￥1,800 →

T シャツ・DRY・GEAR 
￥3,300 ~￥3,080 →

ＬＥＤシューレース  
￥490 →減量用サイベルト￥1,990 →

バットマンサウナスーツ
アスリート￥5,800 →

ファン付きキャップ
￥3,000 →

税込\490各種ペーパーヤーン
中折れハット  ￥990 →

ソフトスウェットセットアップ  
￥4,800 →

DRY VIRUS-PROTECT ￥2,800 →

T シャツ   ￥3,800 → サンバイザー   ￥990 →

DRY ハーフスリーブ　
ＷＯＭＥＮ

キャップ   ￥3,000 →ポイント

人気

2足目半額！
アッパーニットスニーカー・サンダル対象商品

※対象商品を
2足まとめてご
購 入 が 条 件と
なります。
詳しくはスタッ
フまで。

コンパクトで
便利な 15ℓ

ジムにも！

スポーツジムやアウトドアにもおすすめ！
大容量 60ℓ

スポーツ後のケアにおすすめ！全身クールダウン！
疲労した筋肉をサポートします。 筋肉の

ダメージを
ケア

税込\490
アイシングバッグ（氷嚢）
2 個セット￥990 →

MODEL

エガサリ

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、筋肉痛の
軽減などのサポートをします。

アッパーニット
スニーカー  3D モデル

期間：8月6日～22日まで

枠内サンダル限定！ 1足購入すると

※対象商品を1足購入が条件となります。詳しくはスタッフまで。

もう1足プレゼント！

在庫限り

なくなり

次 第 終 了

※各種サイズ・カラーは異なります。店頭でご確認ください。

枠内サンダル限定！

夏の定番サンダル 大放出！

税込\490もう1足
プレゼント！

もう1足
プレゼント！

デッキシューズＷＯＭＥＮ８Ａ

1足購入でもう1足プレゼント

合計2足で超お得！

合計2足で超お得！

合計2足で超お得！

アクアシューズ
アクアシューズ 2

ＢＭ   バランスサンダル９Ａ

シャワーサンダル２

ソフトサンダル２

夏のバーゲン祭情熱

全力応援します。半額夏こそスポーツ！

税込\1,000

半額

半額

半額

ウォータープルーフバッグ
60ℓ￥4,800 →

ウォータープルーフバッグ
15ℓ￥2,000 →

税込\2,400

税込\990

OFF％20
OFF％30

OFF％38

税込\5,290
パーフェクトミール   ５食入り
 1 袋￥7,560 →

2個
セット

ＢＭ・ＤＲＹ
ＷＯＭＥＮ　ドルマン

ＢＭ・ＤＲＹ ＷＯＭＥＮ ショートパンツ ＢＭレギンス

トレーニング・ランニング・ジョキングなどに…

【ＵＶ加工】肌ざわりなめらか 
ショートＴシャツ

【ＵＶ加工】肌ざわりなめらか
グラフィックＴシャツ

ＢＭブラトップ

ＢＭブラトップ 
ワンショルダー

税込\1,400

ＢＭ・ＤＲＹ
ＷＯＭＥＮ　ワンピース

税込\1,400

※広告有効期限／ 2021 年8 月6 日 ~ 8 月 22 日まで※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。

ボディメーカー

https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%82%82%82%8D%82%94%82%97%81%40%82a%82l%81E%82c%82q%82x%81y%82u%81%7C%82o%82q%82n%82s%82d%82b%82s%81z
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%82a%82l%81E%82c%82q%82x%81y%82u%81%7C%82o%82q%82n%82s%82d%82b%82s%81z
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMT306MBK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMT305MWH/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAC068BKWH/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAC069BKWH/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAC069BKWH/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAC070BKWH/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAC071BKWH/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAC061BKYE/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAC060WH/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAC041BKWH/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gWD092MNV/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gWD094MWH/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gWD096MWH/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gWD095MNV/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gWD094MBK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAI028RE/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAS101XSBKYE/
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83y%81%5B%83p%81%5B%83%84%81%5B%83%93%92%86%90%DC%82%EA%83n%83b%83g
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMA052MGY/
https://www.bodymaker.jp/shop/secure/onepiece.aspx
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gGM027M/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gGS019BK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAC077BK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAI026WH/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gWD114SGY/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gWD114SGY/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gWD117SBE/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gWD116SWH/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gWY056SFW/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gWY060SFW/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gWY054SBE/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gWY053SPI/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gWY057SBE/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gWY066SBE/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gWY068SBE/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gWY065SBK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gWY067SWH/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAS08523BK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAS08523BK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAS06822/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAS07820CF/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAS03425BK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAS03425RG/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAS06322OR/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAS04222OR/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAS04923BK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAS086XSBK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAS09023OR/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAS07820CF/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAS10023BK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAS06322WH/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAS03425BL/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gHP001/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gHP004/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAT022/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAT023/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAS066XSCF/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAS05323PI/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAS05323BL/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAS070XSRE/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAS071XSRE/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAS08923BL/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAS07623ORCH/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAI033WH/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gTG350DG/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gBK083GY/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gBK082BK/
https://www.bodymaker.jp/shop/default.aspx
https://www.bodymaker.jp/shop/default.aspx
userPC_20190918
長方形

userPC_20190918
長方形

userPC_20190918
長方形

userPC_20190918
テキストボックス
店舗限定

userPC_20190918
テキストボックス
店舗限定

userPC_20190918
テキストボックス
店舗限定

userPC_20190918
長方形

userPC_20190918
テキストボックス
店舗限定

userPC_20190918
長方形

userPC_20190918
テキストボックス
店舗限定



8.6 まで       START- 22FRI 夏のバーゲン祭情熱夏こそスポーツをしよう！
全力で応援します。

ボディメーカー

自宅やジムでのトレーニングに
最 適 な 人 気 の 本 格 派 ウ エ ア！TRAINING WEAR

ｂｍｔｗ　ＢＭ・ＧＹＭ  ウェア 
ノースリーブ フーディ

税込\4,800

税込\5,990

税込\2,800
ｂｍｔｗ　BM　GYM　ウエア
ＤＲＹ　ハーフパンツ 1

ＢＭ  スポーツサングラス（偏光レンズ）

税込\990

税込\990

 RUNNING GOODS 快適ランニンググッズ 熱中症対策も

ハンディファンを収納できる。

様々なアウトドアスポーツに最適。

プリントランニングバッグ
ミニマム

ひんやりキャップ

ひんやりアームカバー

水に濡らすことでひんやりと
冷気を感じるアイテムです熱

中
症
対
策
に
も
お
す
す
め
！税込\490各種

税込\990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

UV カット

紫外線から目を守る

SUNGLASSES

グラデーションプリント
ランニングキャップ

ＢＭ　キャップ

税込\990各種

在庫
限り

これからの新しい日常にあったウェア・トレーニング用品をお客様に提案します。

駐車場無料サービス有り

〒 530-0011 大阪府大阪市北区大
深町 1-1　LINKS UMEDA　4 階
AM10：00 ～ PM9：00
TEL：06-4256-8528

ヨドバシ梅田タワー
LINKS UMEDA 店

マシン・ダンベル類豊富に格闘用品も充実取扱い マシン・ダンベル類豊富に格闘用品も充実取扱い マシン・ダンベル類豊富に格闘用品も充実取扱いマシン・ダンベル類豊富に格闘用品も充実取扱い

マシン・ダンベル類豊富に格闘用品も充実取扱いマシン・ダンベル類豊富に格闘用品も充実取扱い

駐車場無料サービス有り

駐車場無料サービス有り

〒 593-8325 大阪府堺市西区鳳南町
3 丁 199 番地 12  3 階
AM10：00 ～ PM9：00 （年中無休）
TEL：072-247-5546 

〒 655-0009 兵庫県神戸市垂水区小束
山手 2-2-1 ブランチ神戸学園都市  1 階
AM10：00 ～ PM8：00
TEL：078-647-8882

アリオ鳳店

ブランチ神戸学園都市店 

駐車場無料サービス有り

〒 591-8021 大阪府堺市北区新金岡町
5-1-1 フレスポしんかな東館  3 階
AM10：00 ～ PM8：00（年中無休）
TEL：072-247-8512

フレスポしんかな店

マシン・ダンベル類豊富に格闘用品も充実取扱い

駐車場無料サービス有り

〒 577-0004 大阪府東大阪市稲田新
町 2-11-10
AM11：00 ～ PM8：00（年中無休）
TEL：06-6736-5924

BM アスリート PRO SHOP 
東大阪

マシン・ダンベル類豊富に格闘用品も充実取扱い

マシン・ダンベル類豊富に格闘用品も充実取扱い

マシン・ダンベル類豊富に格闘用品も充実取扱い

駐車場無料サービス有り

〒 556-0011 大 阪 市 浪 速 区 難 波 中
3-4-36 　体育会館内１階
不定期　（基本 11：00 ～ 19：00）
※不定休　TEL：06-6736-5924

（BM アスリート PRO SHOP 東大阪）

エディオンアリーナ大阪内
サテライトショップ

駐車場無料サービス有り

駐車場無料サービス有り

〒 410-0302 静岡県沼津市東椎路字
東荒 301 番地 3 階
AM10：00 ～ PM9：00 （年中無休）
TEL：055-960-6360

〒 455-8501 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２階
AM10：00 ～ PM9：00（年中無休）
TEL：052-655-5422

ららぽーと沼津店

ららぽーと名古屋
みなとアクルス店

トレーニングを始めるなら…  BODYMAKER 直営店

駐車場無料サービス有り

〒 254-0031 神奈川県平塚市天沼
10 − 12 階
AM10：00 ～ PM9：00（年中無休）
TEL：0463-79-5348

ららぽーと湘南平塚店

駐車場無料サービス有り

駐車場無料サービス有り

〒 243-0482 神奈川県海老名市扇町
13-1 ららぽーと海老名 4 階
AM10：00 ～ PM9：00（年中無休）
TEL：046-244-6900

〒 596-0014 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
WEST1 階   AM10：00 ～ PM8：00

（年中無休）
TEL：072-447-5824

ららぽーと海老名店

岸和田カンカンベイサイド
モール WEST 店

「BM アスリート PRO SHOP 東大阪店」 充実したトレーニング用品 が揃う 
「フレスポしんかな店」

BODYMAKER 直営店舗

BODYMAKER
直営店舗情報

※広告有効期限／ 2021 年8 月6 日 ~ 8 月 22 日まで□ 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ございます。

16年の販売実績。多数のホームトレーニーが愛用
Home Use Machine

理想のマシンがここにあった！進化したホームジム
で理想のトレーニングを実践。これさえあれば時間
がないあなたにでも、出勤前の15分など気軽にト
レーニングできる優れもの。全身を鍛えることがで
き快適なトレーニングライフを過ごせること間違い
なし。しかもうれしい省スペース設計でいままで設
置場所を気にしていたユーザーにはもってこい。パ
ウダー加工されたボディでデザイン的にもより洗練
されました。

洗練されたデザインと優れた機能性が融合！

10,000台突破！
販売累計ホームジムシリーズ

39種類以上
標準セットでのトレーニング

ホームジムＤＸ

ホームジムＤＸ推奨サイズ

爆発的大ヒット！
お 部 屋 をGY Mにしてみませ ん か 。

トレーニングマット（PVC）1.5m（L150×W100×T0.6cm）

本格トレーニングに最適なグローブ。

とももともも
MODEL

STRETCH 
COLON

Training & Fitness

ストレッチコロン（カバー付き）

税込\3,990

バランスエアーパッド

スパーリンググローブサムライエッジ２

税込\1,990

税込\8,990

らくらくお家でできる
有酸素運動！

フラフープ２

税込\1,990

「宅トレ」始めよう！今すぐできるアイテムを集めました。

お顔の日焼け
防止対策に !

アブスライダー Z2

最強の腹筋 トレーニング

税込\2,990
ランニングボディバッグ　ＡＭＩＭＥ

税込\990

こ
だ
わ
り
の
着
心
地
。
ト
レ
ー
ニ
ー
ご
用
達
！

MODEL

皇治

bmtw
GYM   WEAR

速乾・吸汗機能でスポーツを快適に !

ｂｍｔｗ　BM　GYM　ウエア
ＤＲＹ　ハーフスリーブ１

税込\2,800

税込\2,800

税込\3,800税込\2,800

ｂｍｔｗ　BM　GYM　ウエア
ＤＲＹ　ハーフスリーブ 2

税込\2,800

用途によって使い分けれるランニングバッグなど機能性で選べて種類も豊富。

人気
商品

バキバキ腹筋！

MODEL

皇治

SPARRING 
GLOVE

本革
使用

real leather

FITNESS BOXING
GLOVE 2

フィットネスボクシンググローブ２

税込\3,990 税込\2,990税込\1,990

女性の格好良さ。フィットネスをオシャレに演出 !

フィットネスキックミット

スポーツＵＶカット
フェイスカバー

税込\990

税込\2,800
Ｂ×ＢＲＡＷＮＹ　BM・GYM
ウエアＤＲＹ ハーフスリーブ 1・２

各種
税込\2,800

Ｂ × Ｂ Ｒ Ａ Ｗ Ｎ Ｙ　BM・GYM ウエア
ＤＲＹ ハーフパンツ 1・２

各種

速乾・吸汗機能でスポーツを快適に !

Ｂ×ＢＲＡＷＮＹ　BM・GYM
ウエアＤＲＹ ノースリーブ1・２

ｂｍｔｗ　ＢＭ・ＧＹＭ  ウェア 
ショートパンツ

各種

DRY生地の軽量パンツ。

限定オリジナルウェア

ドラゴンクエスト
ダイの大冒険 BM・GEAR
ダイロングスリーブ１

ドラゴンクエスト
ダイの大冒険 ＢＭ・ＤＲＹ 
ダイハーフスリーブ

ドラゴンクエスト
ダイの大冒険 BM・GEAR
ダイロングスリーブ 2

様々なスポーツシーンのインナーに。ユニ
フォームや道着の中に着用することで肌を守
ります。伸縮性抜群で動きやすいインナー。

吸水性、伸縮性、通気性などスポーツに
必要とされる機能性を追求した速乾ドラ
イ T シャツ。

商品番号：MG311

商品番号：MD392商品番号：MG312

DAI
ダイ

GEAR

GEAR

GEAR DRY

ドラゴンクエスト
ダイの大冒険 BM・GEAR
ヒュンケルロングスリーブ

ドラゴンクエスト
ダイの大冒険 BM・GEAR
クロコダインロングスリーブ

商品番号：MG315商品番号：MG316
GEARGEAR

DRY

POPP

HYUNCKELCROCODINE

GOMECHAN

AVAN

ポップ

ヒュンケルクロコダイン

ゴメちゃん

アバン

ドラゴンクエスト
ダイの大冒険 BM・GEAR
アバンロングスリーブ

ドラゴンクエスト
ダイの大冒険 ＢＭ・ＤＲＹ 
ゴメちゃんハーフスリーブ

ドラゴンクエスト
ダイの大冒険 BM・GEAR
ポップロングスリーブ

商品番号：MG314

商品番号：MD393

商品番号：MG313
GEAR GEAR

その他

夏の定番！人気のTシャツ続々登場！

その他デザインも WEB
サイトにてご覧頂けます

店頭でご確認ください。

税込\3,000

税込\3,000税込\3,000

税込\2,800

税込\3,000

税込\3,000 税込\2,800

税込\3,000
DRY

OTHER

税込\2,800

大 人 気 限 定 オ リ ジ ナ ル コ ラ ボ ウ エ ア！

税込\5,990シットアップベンチ

税込\9,990
トランポリン    ハンドルタイプ

トランポリン運動でカロリー
を消費！  全身有酸素運動…

腹筋を鍛えて、理想の
美 BODY を手に入れろ！

ハンドル付でお子様から
大人まで安全に。自宅で

らくらく

エクササイズ

半額 夏の情熱バーゲンスぺシャル
期間：8月6日～22日まで

人 気アスリートコラボウエア

MODEL

松本日向

MODEL

北村夏輝

K-1 の松本日向選手との待望のコラボアイテム

K-1 の北村夏輝選手との待望のコラボアイテム

税込\990
HINATA MATSUMOTO × BODYMAKER 
コラボ     BM・DRY　ハーフスリーブ

税込\990
NATSUKI KITAMURA × BODYMAKER コラボ      
BM・DRY　ハーフスリーブ

￥1,990 →

￥1,990 →

ＢＭ・ＤＲＹプリントミドルパンツ

夏に

コンパクトに

ハンディファン

税込\490

ビッグＢロゴパンチング
メッシュランニングキャップ

猫ひろし
MODEL

ついにランナーへのサポートが証明された

本格派グローブから練習用まで…充実の品揃え

ハムストリングを驚異的にサポート！

構想から６年ついに特許取得
特許取得

特許第6831511号

プリントランニングボディバッグ
BACK

ハ
ム
ス
ト
リ
ン
グ
を
補
助

●

FRONT

ふ
く
ら
は
ぎ
を
補
助

●

　ランナー、特にマラソンなどの長距離ランナーにとって、ハムストリン
グ（大腿二頭筋、半腱様筋、半膜様筋）など下半身の筋肉は、選手生命に
かかわる大切な筋肉です。
　そこで、近畿大学生物理工学部准教授 谷本 道哉と BODYMAKER は、ラ
ンナーのパフォーマンスをサポートするスポーツウェアの共同開発に取り
組みました。下半身のウェア（スパッツ）で筋肉への適切なコンプレッショ
ン（着圧）をかけることでパフォーマンスがサポートできることを実験で
証明し、世界初のスポーツウェアを開発しました。
BODYMAKER はすべてのランナーのパフォーマンス
向上をコンセプトに、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、世界初のアスリー
トギアに、待望の第 2 弾が登場！

谷本道哉准教授

スペシャルコラボ
近畿大学

税込\12,000
MAGURO GEAR

RUNNERの
パフォーマンスを変えた発明

MAGURO 
G E A R

長距離
ランナー

限定

在庫
限り

お買い得アイテム
BODYMAKER人気の定番！
インナーパンツがお買い得

スポーツインナーパンツ・
トレーニングインナーパンツ

税込\490各 1 枚

フィットネスボール

税込\990

シンプルでベーシックなデザイン。
デイリーにもレジャーにも使える 1 枚。

汚れが付きにくい撥水加工。

ＢＭ・ＥＸＴＲＥＭＥ
撥水ポロシャツ

税込\990各種

ハニカム構造の弾性シリコン
が体圧を吸収・分散する。お尻や腰への負担を軽減！

これで悩み解決！ 洗える専用
カバー付き

オフィスで

車の運転に

ハニカム
シリコンマット

HONEYCOMB
SILICON MAT

税込\990
ハニカムシリコンマット

フィットネスパンチング
グローブＷＯＭＥＮ

パ ン チ ン グ 練 習 用
グローブに最適！

半額

半額

半額

￥1,990 →

税込\1,590

税込\490ランニング
ウエストポーチ 
ハニカムプリント

日除けフラップはベロクロで
取り外しが可能。

税込\1,990
ランニングキャップサンブロック

（クールパッド付き）

ランニングバッグ　ベンチレーション

税込\990

税込\990
プリントランニングバッグ

長時間歩いたり、立ちっぱなし
でも快適に過ごせる。

ハニカムゲル
インナーソール

税込\990

ベンチレーションランニングバッグ

メディシンボール　5ｋｇ

メディシンボール　３ｋｇ

税込\2,490
税込\1,990

自宅で簡単！筋トレ＆ストレッチ！

トレーニングチューブロング トレーニングチューブショート

税込\2,990 税込\1,290

HOME GYM DX
安心・安全に自宅でワークアウト

30 種類以上のトレーニングが可能

10,000台突破！
ホームジムシリーズ販売累計

才木 玲佳
MODEL

税込\39,990

マシン・ダンベル類豊富に格闘用品も充実取扱い

駐車場無料サービス有り

〒 190-0182　東京都西多摩郡日の出
町大字平井字三吉野桜木237番3  2F
AM10：00 ～ PM9：00 （年中無休）
TEL：070-1840-0082

イオンモール日の出店

6/25金 OPEN

ホームジム用

ワイヤー・プーリー

販売中
WEBにて

トレーニングマット 対応サイズ：1.5 ｍ× 1.0 ｍ  1 枚

1.5m
×

1.0m

約100cm

約1.2kg

女性に人気上昇中！

￥1,990 →

ヨガ・ピラティス、
ストレッチなど

ヨガマット厚み４ｍｍ

税込\990￥1,990 →

半額

半額
税込\990
ＢＭ・ＦＩＸ スーパー
コンプレッションハーフスリーブ２

￥1,990 →

半額

トレーニングによるさまざまな
効果をサポートウエア。

■ボディメーカー公式商品は簡単便利なネット通販でもお求めください。
なかなかお店に行けない。でもほしい。そんな時は… インターネットなら 24 時間受付可能 店舗限定セール価格などは、一部 通販価格と違う場合がございます。ご了承ください。

PC・携帯・スマホからのご注文は

bodymaker.jp※広告有効期限／ 2021 年8 月6 日 ~ 8 月 22 日まで※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。

https://www.bodymaker.jp/shop/default.aspx
https://www.bodymaker.jp/shop/default.aspx
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMD368S/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMD367S/
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%82a%81%7E%82a%82q%82%60%82v%82m%82x%81%40%82a%82l%81E%82f%82x%82l%81%40%83E%83G%83A%82c%82q%82x%81%40%83n%81%5B%83t%83X%83%8A%81%5B%83u
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%82a%81%7E%82a%82q%82%60%82v%82m%82x%81%40%82a%82l%81E%82f%82x%82l%81%40%83E%83G%83A%82c%82q%82x%81%40%83n%81%5B%83t%83p%83%93%83c
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%82a%81%7E%82a%82q%82%60%82v%82m%82x%81%40%82a%82l%81E%82f%82x%82l%81%40%83E%83G%83A%82c%82q%82x%81%40%83m%81%5B%83X%83%8A%81%5B%83u
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMD353MCFBK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMD356MRGBK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMY020MBK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMY022MBK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMD398MCF/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMD355MCFBK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMD332MWH/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMF045BK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMI076MNVPI/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMI077MRG/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMI075MBKYE/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gBR050BL/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gBR042JA/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gBR041WHPI/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gBR044JA/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gBR043NV/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gBR035BKOR/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gBR047SI/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAC067WH/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gTA030/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gTA029/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAC062BKGR/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAC065PI/
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83T%83%93%83O%83%89%83X
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAI030BK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAI032BK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAI040M/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gKG0658RE/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gKG070RE/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gKM072PIWH/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gKG025WH/
https://www.bodymaker.jp/shop/secure/store.aspx
https://www.bodymaker.jp/shop/secure/dai.aspx
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMG172SBKNV/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gTM066MB/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gTM083BKYE/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gTM144BKYE/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMBG23/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMBG25/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gTG084NVYE/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gFMPPI/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gFBA65PIWH/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gFBA65PIWH/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gTTS2BKYE/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gTTG/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gFY001LPI/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gTG263BK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gTG294BKYE/



