
全てのアスリートのための日本発スポーツブランド 
夏にぴったり！人気 のアクアシューズ。ビーチに海に大活躍！

本体価格￥990 →

￥490＋税各種

デッキシューズ WOMEN

ファーサンダル
フェミニンスタイル

Far Sandals

履いていると筋肉が緊張

自然に引締め☆

【お断り】
※セール対象商品については、スタッフまでお尋ねください。※セール商品には限りがございます。なくなり次第終了させていただきます。

素 足 で 履 ける
快適シューズ

閉店特価

なんと

￥100＋税

バランス
サンダル 8A

本体価格￥1,000 →

BAG PACK
ＢＭ バックパック 半額

￥790＋税
OFF％21

かかとが踏める、足入れが楽なスリッポンシューズ。今履きたい！

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

アクアシューズ

アクアシューズ 2

閉店
目玉商品

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

閉店セール
8.16
FRIDAY

【8月25日㊐終了】

半 額多数
10日間！いよいよラスト

残り
僅か

残り
僅か

A q u a
Shoes

B ロゴ
サンダル

ビーチに！
シャワー
サンダル

夏祭りにも…

なくなり
次第終了

サンダル の 季 節 到 来
海 水 浴 やリゾートに!なくなり

次第終了閉店ラスト目玉品！
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

全品 最大50％OFFなくなり次第終了！

本体価格￥1,000 →

￥790＋税

シューズ各種UPPER KNIT
SNEAKERS!!

10COLOR

OFF％21

軽くて履きやすい！ 

ご家族そろってどうぞ！

女性に
超人気

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種類とカラー・サイズがございます。

この度、ボディメーカー柏の葉店は、施設契約満了にともない閉店の運びとなりました。永らくのご愛顧ありがとうございました。

https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83A%83N%83A%83V%83%85%81%5B%83Y
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=%83f%83b%83L%83V%83%85%81%5B%83Y%82v%82n%82l%82d%82m%81%40%82W%82%60
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gBK066BK/
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83t%83%40%81%5B%83T%83%93%83_%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/g/gAS051SBKWH/


永らくのご愛顧
ありがとうございました。

□ 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 16 日 ~ 8 月 25 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

表紙.indd   1 2019/06/08   16:32:45

ららぽーと柏の葉店 千葉県柏市若柴 175 ららぽーと柏の葉 ２F 　TEL：04-7192-7082　　AM10:00 ～ PM9:00（年中無休）　無料駐車場完備

ネット通販

※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。

ボディメーカー最新情報配信中！

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トレーニング・ランニング人気No.1ウェア

一部半額あり

BM・DRY ロングパンツ 
BS1 WOMEN
ＷＯＭＥＮ

爽やかな通気性！
ＢＭ・ＤＲＹスムース
ロングスリーブ

あらゆる
スポーツに

DRY
ＢＭ・ＤＲＹ各種

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

上下
セット 

ＢＭ・FIX　WOMEN　
ブラトップレギンスセットアップ

OFF％20

本体価格￥990 →

￥490＋税半額

スポーツウェア・グッズ閉店特価ラストチャンス！

ＢＭ・ＤＲＹ
ランニングキャップ

ＭＥＮ

暗闇でも光を反射！夜
でも安全な走りを！

本体価格￥990 →

￥790＋税

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。

大人気
商品

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

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

ＭＥＮ

ＷＯＭＥＮ

売れてます！ワンタッチ自動開閉式折り畳み傘

OFF％20

OFF％20

本体価格￥990 →

￥790＋税各種

BODYMAKER
ブランドロゴ入り

なくなり
次第終了

OFFMAX
％50

【閉店セール8月25日㊐まで】

8.16
FRIDAY閉店セール 半額最大

多数

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スムース
ロングスリーブ　WOMEN

伸縮性に富んだ体にフィット
しやすいDRYウェア

大人気
商品

本体価格
￥990 →￥490＋税

ご当地 DRY  Tシャツ各種

BM・DRY ハーフスリーブ
BS1 WOMEN

大人気BODYMAKER
ご当地DRY  Tシャツ！

ＭＥＮ

ＷＯＭＥＮ半額
ハーフ
スリーブ

リフレクティブ
ランニングキャップ

本体価格￥990 →

￥790＋税各種

本体価格￥990 →

￥490～＋税各種

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

https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMD249MOR/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMD250MRG/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMD250MSA/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gWD091MOR/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gWD090MBKOR/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gWD089MBKPI/
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?keyword=&maker=MENS&brand=&goods_code=&name=&min_price=&max_price=&genre_tree=1001&sort=rgd&search.x=103&search.y=15
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gWF013BKPI/
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/g/gAC039BKRG/
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%8EP
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gWD093MWH/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gWD094MBK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gWD096MBK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gWD095MNV/



