
夏本番！どれもこれも あれもそれも 欲しかったアイテムが超特価 !
全てのアスリートのための日本発スポーツブランド 2019年BODYMAKER 真夏の祭典 お盆セール！

13日㊋

11日㊐ 12日㊊10日㊏

14日㊌ 15日㊍

今年のお盆セールは毎日が見逃せない！ 1日限りの
超特価

なくなり次第終了

軽量化・耐久性・衝撃吸収

ＢＭ・DRY ＣＯＯＬ
ハイパーキックミット 

スポーツタオル8A
バスタオル9A

シットアップマスターボードDX2
２ ＷＡＹボディバッグ

BM 6PACK・ヒップトレーナー（先着20名様）
キックミット カーブ

※
写
真
は
イ
メ
ー
ジ
で
す
。

※写真はイメージです。

家事で忙しい

奥様必見！

BM ヒップ
トレーナー

￥990＋税各種
￥990＋税

先着
名様限定

20

お一人様
1個限り

なくなり次第終了

1日限りの超目玉アイテム。数量限定 MAX80%OFF

本体価格￥990 →

￥490＋税

SPORTS GYM 
USE BAG

2WAY  BODY  BAG

約 30
リットル 
容量 

約 2
リットル 
容量 

２ＷＡＹボディバッグ

ウエストバッグとして、ボディバッグとして

持ちやすくソフト。
練習にピッタリ！

キックや パ ンチを 確 実 に
キャッチ。コンビネーション
の練習がリズミカル。

旅行やクラブの

遠征に大活躍！

これから続く

 夏の暑さ対策に！

ハイパーキックミット

猛暑対策！
BM・DRY COOL +

下記のどれかのセットとなります。

3枚
セット 

ボクサーパンツ 3 枚セット各種
半額

半額

JAGGYLINE  SLIP-ON

インナーパンツ
ジムユースバッグ

ジャギーライン  スリッポンモデル

BOXER PANTS SET

厚底でクッション性がよく、
メッシュ生地は通気性抜群！

本体価格￥990 →本体価格￥990 →

￥490￥490 ＋税

スポーツシーンに活躍
持ち運びに便利な大き
さにしています。

OFF
％40

スポーツ
タオル 8A

本体価格￥490 →

￥290＋税

UPPER KNIT
SNEAKERS!!

10COLOR

20cm~28cm

ジュニアサイズ
20cm・21cm・22cm

UPPER KNIT SNEAKERS
WAVE CUT MODEL
ウェーブカットモデル 22cm~28cm

22cm~28cm

ユニセックス

UPPER  MIX  
KNIT SNEAKERS!!

女性に
超人気

本体価格￥1,000 →

￥790＋税 ジャギーライン
エラスティック
バンドモデル

Model
ELASTIC BAND
JAGGYLINE 22cm~28cm

夏休みのお出かけに！
ご家族そろって……

旅行・帰省に…
今がチャンス！

チラシ掲載商品は一部です。
店舗には、まだまだたくさんの
カラー・サイズがございます。
※店舗によって取り扱い商品は異なります。
※店頭でスタッフにおたずねください。

アッパー MIX
ニットスニーカー

アッパーニット
スニーカー

OFF％21
各種

夜のウォーキングや自転車、犬の散歩時などにおすすめ。
シューズ内側のスイッチを押すとソールの
LEDライトが光り圧倒的な存在感を放つ！

※充電可能タイプ

アッパーニットスニーカー
ＬＥＤライトモデル

こちらもSALE対象品！

ペーパーヤーン
中折れハット各種

夏の定番Tシャツ大放出！
綿100％の素材にもこだわったデザインTシャツ-START8.10 まで8.18お盆休みだ

全員集合！

K-1 ファイター皇治選手出演の TVCM

8 月より地上波にて放映予定（放映地域：関東）

TVCM
8月 ～放映開始予定

100万足

突破記念

アッパーニットシリーズ

ありがとうございます。

夏のバーゲン
ＭＥＮ

K-1 ファイター

皇治

超人気
アイテム

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

本体価格￥990 →

￥490＋税

ワイドサンバイザー

テニスやゴルフに

傘の周囲に
リフレクター加工

➡

➡

➡

ワンタッチ自動開閉式
折り畳み傘

開くのも閉じるのもワンタッチ！
簡単開閉折り畳み傘の登場！不意の天候不良もこれで安心。

手元のボタン
を押すだけ！

カバー付き

ワンタッチ自動
開閉式折り畳み傘 2

大ヒット
人気商品

売れてます！ワンタッチ自動開閉式折り畳み傘

OFF％20

本体価格￥990 →

￥790＋税各種

BODYMAKER
ブランドロゴ入り

簡単操作で開閉が可能
①収納袋から出します。②持ち手部分のボタンをプッシュで傘が開きます。
③もう一度持ち手部分のボタンをプッシュで傘が閉じます
④最後は手元まで縮めて収納完了

半額

BAG PACK
レザー風で落ち着いたブラック、
どんなコーデでも似合うデザイン

ＢＭ バックパック

海水浴やプールなどに大活躍の防水ミニバッグ

約 16
リットル 
容量 

本体価格￥1,000 →

￥790＋税

本体価格￥500 →

￥290＋税

ウォータープルーフミニバッグ

OFF
％42

家でゆったり着るのも良し、ちょっとした外出にも。

OFF％64 3D ロゴプリント T シャツ＆
ハーフパンツセット各種

上下
set 

グランジプリントの T シャツと
ハーフパンツのセットアップ。
3D ロゴを胸に置いています。
パンツには左足に 3D ロゴ。

本体価格￥2,800 →

￥990＋税

◀ジムユースバッグ  ムキムキマン

縫い目がない防水バッグ
水の浸入を防ぐターポリン素材を使用した

縫製ではなく、圧着でつな
ぎ合わせているため針穴
が無く、水の浸入を防ぎや
すい作りになっています。

ターポリン防水バッグ２

※完全防水ではありませんので、
水中では使用しないでください。

本体価格￥990 →

￥490＋税

本体価格￥1,500 →

￥790＋税

約 30
リットル 
容量 

半額

OFF％47

OFF％21

トレーニングにもカジュアルにも

通気性・柔軟性抜群！ チラシ掲載商品は一部です。
店舗には、まだまだたくさんの
カラー・サイズがございます。

OFF％20
ALL本体価格￥990 → ￥790

カジュアル Tシャツ各種

＋税

バックベルトがついている
サンダルとシューズの
ハイブリットシューズ！

らくらく
履ける

高いグリップ力を発揮する
凹凸のあるソール

アクアシューズ

アクアシューズ 2

￥790＋税

本体価格：￥1,990 →
シューズ各種

かかとが踏める、足入れが
楽なスリッポンシューズ

人気のアッパーメッシュシューズの第2弾！

ＷＯＭＥＮ

【アウトレット】
Tシャツ・リブタンクトップ各種

※こちらの商品は、店舗によって取り扱い商品は異なります
※店頭でスタッフにおたずねください。

本体価格￥990 →￥490＋税各種

天然素材を使用し通気性のがよく
サマーシーズンに人気の軽量なハット。

在庫
限り

半額

Tシャツと合わせて

グッとおしゃれに

アッパーメッシュ
シューズ 2

OFF
％60

NEW
ARRIVAL

メッシュキャップ
夏の必需品

ユニセックスな
スターモチーフ

CAPS & SHOES 新作がこの価格で！

￥990＋税

本体価格：￥1,990 →キャップ各種
半額 メッシュキャップ

デニムスター

メッシュキャップ
スタープリント

本体価格￥1,990 →

￥490＋税

OFF％75
本体価格￥990 →

￥490＋税

本体価格￥990 →

￥490＋税

ＢＭ・DRY ＣＯＯＬ各種
半額

シリーズ累計15,000個突破！！
1日たった20分つけるだけ！！

このトレーニングパッドで
憧れの”6PACK”を手に入れる

BM 6PACK

詳しくはスタッフまで

OFF％80 本体価格￥4,990 → 本体価格￥1,800 →
キックミットカーブ

OFF％45

柔らかく、使い勝手の良い
スポーツタオル・バスタオル。

バスタオル 9A

本体価格￥990 →

￥490＋税

半額 半額 半額
ジャギーライン スリッポンモデル

女性に人気！体幹トレーニングならコレ

シットアップ
マスターボード DX2

OFF
％63

体が硬くても効果的にストレッチが出来る
サポートアイテム。

本体価格￥3,800 →

￥1,390＋税

人気
商品

https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAS03425RG/
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?keyword=%83A%83b%83p%81%5BMIX%83j%83b%83g%83X%83j%81%5B%83J%81%5B&maker=&brand=&goods_code=&name=&min_price=&max_price=&genre_tree=&sort=&search.x=0&search.y=0
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%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=%83A%83b%83p%81%5B%83j%83b%83g%83X%83j%81%5B%83J%81%5B%81%40%82k%82d%82c%83%89%83C%83g%83%82%83f%83%8B
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=COOL
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gTG111/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gTG282/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gBK064CF/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gBK062BLOR/
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
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAT017BKYE/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAT020/
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=%83%7B%83%5E%83j%83J%83%8B%83v%83%8A%83%93%83g%82s%83V%83%83%83c%82R
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83%7B%83%5E%83j%83J%83%8B%83v%83%8A%83%93%83g%82s%83V%83%83%83c%82Q
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83%8C%83%5E%81%5B%83h%83v%83%8A%83%93%83g%82s%83V%83%83%83c%82Q
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%82a%83%8D%83S%83v%83%8A%83%93%83g%82s%83V%83%83%83c%82Q
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83A%81%5B%83%7E%81%5B%83v%83%8A%83%93%83g%82s%83V%83%83%83c%82R
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83%8C%83%5E%81%5B%83h%83v%83%8A%83%93%83g%82s%83V%83%83%83c%82R
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83%8C%83%5E%81%5B%83h%83v%83%8A%83%93%83g%82s%83V%83%83%83c%82P
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%82a%83%8D%83S%83v%83%8A%83%93%83g%82s%83V%83%83%83c%82R
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83A%81%5B%83%7E%81%5B%83v%83%8A%83%93%83g%82s%83V%83%83%83c%82P
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83%7B%83%5E%83j%83J%83%8B%83v%83%8A%83%93%83g%82s%83V%83%83%83c%82P
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=WT055
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=WT058
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=WT058
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=WT056
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=WT054
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=WT060
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%82r%82s%82%60%82q%81%40%82v%82%60%82q%82r
%E3%83%AA%E3%83%96%EF%BC%B9%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%83%E3%83%97
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAC059BK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAC058NV/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAC058NV/
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%82Q
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83A%83N%83A%83V%83%85%81%5B%83Y%82Q
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%82R%82c%83%8D%83S%83v%83%8A%83%93%83g%82s%83V%83%83%83c%81%95%83n%81%5B%83t%83p%83%93%83c
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%82R%82c%83%8D%83S%83v%83%8A%83%93%83g%82s%83V%83%83%83c%81%95%83n%81%5B%83t%83p%83%93%83c
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83%5E%81%5B%83%7C%83%8A%83%93%96h%90%85%83o%83b%83O%82Q
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/gAC041BKWH/
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83%8F%83%93%83%5E%83b%83%60%8E%A9%93%AE%8AJ%95%C2%8E%AE%90%DC%82%E8%8F%F4%82%DD%8EP
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gBK066BK/


今がチャンス！
修業すっぞ

ついにでた！
ドラゴンボールZと
BODYMAKERの
コラボが実現！
限りない潜在能力を秘めた
アスリートたちに贈る
最高にワクワクする
スポーツウェア

ここに爆誕！！！

修業すっぞ !!

ＢＭ・ＤＲＹ　ドラゴンボールＺ
孫悟空と孫悟飯親子かめはめ波　ハーフスリーブ

ＢＭ・ＤＲＹ　ドラゴンボールＺ
スーパーサイヤ人孫悟空　ハーフスリーブ

ＢＭ・ＤＲＹ　ドラゴンボールＺ
ベジータ　ハーフスリーブ

ＢＭ・ＤＲＹ　ドラゴンボールＺ
トランクス＆メカフリーザ
ハーフスリーブ

ＢＭ・ＤＲＹ　ドラゴンボールＺ
ベジット　ハーフスリーブ

ＢＭ・ＤＲＹ　ドラゴンボールＺ　
フリーザ　ハーフスリーブ

BM・DRY
ドラゴンボール Z 各種

ALL ￥2,800＋税

こちらの商品は店舗によって入荷の
種類等違う場合がございます。
各店頭でご確認ください。

超人気の DRY
コラボウェア

TRAINING & FITNESS GOODS

フィットしすぎない程
よいコンプレッション

ＢＭ・ＦＩＸ　ＭＡＲＢＬＥ
ハーフスリーブ（イエロー）

女性に大人気!フィットネス商品や体幹トレーニング用品。

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

￥1,990＋税
￥1,790＋税

大ヒットアイテム！メディシンボール

夏の定番サンダル売り切り！

□ 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／ 2019 年 8 月 10 日 ~ 8 月 18 日まで

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：13 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。

https://bodymaker.jp
インターネットなら 24 時間受付可能

P004掲載
商品番号：MG215
ラッシュガードプルオーバー

新作トレーニングウェア・
カジュアルウェア、サンダ
ル、バッグなど多数入荷

P004掲載
商品番号：MG215
ラッシュガードプルオーバー

新作トレーニングウェア・
カジュアルウェア、サンダ
ル、バッグなど多数入荷

半期決算BARGAIN

通販アプリはこちら

ボディメーカー最新情報配信中

FIGHT ON  #20190621

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800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9月23日

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

bodymaker.jp

皇治皇治皇治
K-1ファイター

夏号

皇治選手オススメウエア

商品番号：MD296
BM・DRY ビッグBロゴ
ハーフスリーブ3
￥3,990+税 → 
￥1,990+税（半額）
>> P010に掲載
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W E S T E A S T
ピエリ守山店

アリオ鳳店

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

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

ららぽーと湘南平塚店

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 ～ 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

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 ～ 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　8 月 25 日㊐まで

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

大阪府堺市西区鳳南町 3 丁 199 番地 12  3F
TEL：072-247-5546

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 EAST-1 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 

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町 5-1-1 フレスポしんかな東館 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

神奈川県平塚市天沼１０-１ 2F
TEL：0463-79-5348

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 

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
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★

★

★

★ ★

★ ★
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★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

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。

※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。

スポーツメーカーのこだわりをぜひお試しください。
生地にはＵＶ加工がされ、夏の対策もばっちり！

買うなら今！大人気キャラクターアイテムが超特価！

RASH GUARD PULLOVER

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。

ほどよい締め付け感の
ソフトコンプレッション。

BM・DRY

BM・GEAR

トレーニング・ランニングに 人気No.1ウェア

好評開催中！

ボディメーカー最新情報配信中！

夏本番！どれもこれも 
あれもそれも 欲しかっ
たアイテムが超特価 !

NEWS&EVENT 

皇治
K-1 ファイター

セカンドスキンのような
ソフトコンプレッションウェア
裾部分のブラックからカモフラージュプリ
ントへ変化させた斬新なデザインを昇華
プリントで表現。ソフトコンプレッション
のボディは程よい締め付け感で長時間
の着用もできます。

￥990＋税

BM・GEAR 
カモグラデーションプリント
ハーフスリーブ

グラデーションが映える

イチオシ
DRYシャツ

夏の
いち押し！皇治

K-1 ファイター

￥1,990＋税

BM・DRY ビッグ B ロゴ
ハーフパンツ 4

BM・DRY ビッグ B ロゴ
ハーフスリーブ 3

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。

吸汗・速乾機能

あらゆる
スポーツに

DRY

ＤＲＹ C シリーズ各種

ＭＥＮ

人気のBODYMAKER 
DRY Cシリーズ

￥990＋税

閉店セール開催中！

-START8.10 まで8.18

お盆休みだ
全員集合！

BODYMAKER 真夏の祭典 お盆セール！

K-1 ファイター皇治選手出演の TVCM

8 月より地上波にて放映予定（放映地域：関東）

TVCM夏のバーゲン BATMAN

ＢＭ・ＤＲＹ　ＢＡＴＭＡＮ  
ハーフスリーブ

BATMAN&SUPERMAN DRY WEAR

バットマンとスーパーマンの

通気性抜群スポーツウェアが登場！

SUPERMAN

ＢＭ・ＤＲＹ　ＢＡＴＭＡＮ　
ノースリーブ

BATMAN&SUPERMAN DRY WEAR
BATMAN, SUPERMAN and all related characters and elements are 
trademarks of and © DC Comics. WB SHIELD: TM & © WBEI. (s18)

ＢＭ・ＤＲＹ  ＳＵＰＥＲＭＡＮ 
ノースリーブ

各種

￥490＋税

全品 最大50％OFF

ぜひ、店頭へ！

OUTLET SALE
東大阪店  
岸和田GYM

同時
開催

ウェア・マシン全て放出！
～￥100＋税

価格は店頭で！

-START8.10 まで8.18

※写真はイメージです。
※アウトレット商品は返品不可です。ご購入の際に商品をよく
お確かめの上、お買い上げください。理由の如何を問わず返品
交換できません。　

なくなり
次第終了

現品限り 訳あり商品激安

￥500＋税

なくなり
次第終了

シリーズ販売累計
10,000個突破

女性に人気上昇中！

FITNESS
BALL

フィットネスボール

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

売れ筋商品

FITNESS 用品各種

￥1,490＋税

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

人気
商品

人気
商品

バランスエアーパッド

ＵＶ加工が施された
コンプレッションウェア

￥2,990＋税
￥3,990＋税

ラッシュガードプルオーバー
ラッシュガードパーカー

NEW
ARRIVAL

BM・GEAR  アスリート
ロングスリーブ

BM・GEAR  アスリート
ミドルパンツ

BM・GEAR  アスリート
ロングパンツ

ALL ￥2,990＋税

BM・GEAR  アスリート
シリーズ各種

皇治選手
も着用

拘りのナイロン素材を
使用したシンプル
スポーツインナー

ユニセックス

人気
商品

本体価格：￥1,000 →

編 地 の 変 化 で 動 き を 表 現 ！
モ チ ベ ー シ ョ ン も ア ッ プ ！

大ヒット
人気商品

ご当地を着て市民マラソン完走目指せ‼

ＭＥＮ

ＷＯＭＥＮ

人気のWO
MEN

大人気BODYMAKER ご当地DRY  Tシャツ！

本体価格：￥990 →

半額
本体価格￥1,990 →

バイオハザードコラボ商品、逃すなチャンスを！一部取り扱いの無い
店舗がございます。
店舗にご確認下さい。

×

BIOHAZARD R.P.D. 
BM・DRY　ハーフスリーブ2

BIOHAZARD S.T.A.R.S. 
BM・DRY　ハーフスリーブ2

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。

バイオハザードの世界観
をリアルに具現化！

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

S.T.A.R.S.
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。

BIOHAZARD ＢＳＡＡ  
BM・DRY　ハーフスリーブ2

BIOHAZARD  Ｕｍｂｒｅｌｌａ  
BM・DRY　ハーフスリーブ2

ALL￥1,390＋税
©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

MAX
70%

OFF

100万足

突破記念

アッパーニットシリーズ

ありがとうございます。

大阪・東京・横
浜・

神戸・名古屋

各種
￥490＋税

半額

ワンポイントにブランドロゴをあしらった、
人気のDRY素材の半袖ポロシャツ

￥990＋税

本体価格：￥1,990 →

半額

速乾機能付き
ポロシャツ

夏祭りに

大ヒット
人気商品

FITNESS  STYLE

生地拡大

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

ＢＭ・FIX　WOMEN　
ブラトップレギンスセットアップ

ALL
本体価格￥1,990 ～￥990 →

￥790＋税

人気のスタープリントを可愛く
あしらったブラトップ・レギンス

YOGA タンクトップ
フィットネス ＷＯＭＥＮ
Ｔシャツ

YOGA ブラトップ

YOGA Tシャツ

％ OFFMAX

60

￥490＋税本体価格：￥990 →

半額

【マシン半額多数】上下
set 

フィットネススタイルウェア各種

ＢＭ・ＤＲＹ　ＳＵＰＥＲＭＡＮ 
ハーフスリーブ

※こちらの商品は、店舗によって取り扱い商品は異なります。また、取り扱いがない店舗も
ございます。※必ず店頭でご確認ください。

半額

￥490＋税特売サンダル各種

Far Sandals

ファーサンダル

フェミニンスタイル SUMMER
S A N D A L

本体価格￥990 →

超ソフトな
履き心地！

B ロゴ
サンダル

履いていると筋肉が緊張

自然に引締め☆
バランス
サンダル 8A

シャワー
サンダル

水はけの良い

サンダル！

なくなり
次第終了

ソフト
サンダル

8月 ～放映開始予定

BM・GEAR  アスリート
ハーフスリーブ

https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=MG215
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=MG215
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=MG244
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=MG245
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=MG246
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=MG247
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%82a%82l%81E%82c%82q%82x%81%40%83r%83b%83O%82a%83%8D%83S%81%40%83n%81%5B%83t%83X%83%8A%81%5B%83u%82R
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%82a%82l%81E%82c%82q%82x%81%40%83r%83b%83O%82a%83%8D%83S%81%40%83n%81%5B%83t%83X%83%8A%81%5B%83u%82R
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%82a%82l%81E%82c%82q%82x%81%40%82b
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%82a%82l%81E%82c%82q%82x%81%40%83r%83b%83O%82a%83%8D%83S%81%40%83n%81%5B%83t%83p%83%93%83c%82S
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%82a%82l%81E%82c%82q%82x%81%40%83X%83%7C%81%5B%83c%83%7C%83%8D%83V%83%83%83c%82R
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMD251MNV/
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=MD252
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=MD255
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMD254MBK/
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=WF013
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAS064XSGY/
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=AS046
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=WY015
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=WY012
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=WY014
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%82a%82l%81E%82c%82q%82x%81%40%82a%82%60%82s%82l%82%60%82m
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%82a%82l%81E%82c%82q%82x%81%40SUPERMAN
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83o%83C%83I
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83h%83%89%83S%83%93
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMBG25/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMBG23/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMBG23/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMBG25/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gFBA65BKYE/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gFMPPI/
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

