
全てのアスリートのための日本発スポーツブランド 

▶アプリ登録その場で値引！

P C・携 帯・ス マ ホ か ら の ご 注 文 は

bodymaker.jp

DOWN  FEELING
軽くて暖かい!

冬物アウター超目玉 満載！

毎日が見逃せない！創業祭20周年記念日替わり特価！冬支度に

日
替
り
特
価

数量
限定

日
限
り
の
超
目
玉
ア
イ
テ
ム

1

GYM ウェア

フーディ

MA－1
ジャケット

※対象商品について詳しくはスタッフまで

スポーツ時のトレーニングウェア、
ジムウェアとしてもおすすめ！
フィット感抜群 !

8日㊎
限り

11/

本体価格：￥2,990 →

9日㊏
限り

11/ 10日㊐
限り

11/ 11日㊊
限り

11/

OFF％66
半額

上下
set 

￥1,990＋税各種

本体価格：￥3,990 ～￥2,990 →

MAX

もこもこシルエットが
かわいいデザイン

半額
MAX

￥1,990＋税各種

本体価格：￥3,990 ～￥3,800 →

販売価格￥3,990 →

ア プ リ
限定割引
アイテム

リアル店舗でもWEB SHOPでもお得なBODYMAKERアプリ

クー ポ ン 割 引
対 象 商 品 は
他にもたくさん
ご ざ い ま す。

※ダウンロードなど詳しくはスタッフまで

こ ち ら か ら
ダウンロード
で き ま す ↓

【対応バージョン】
・iOS: iOS 9.0 以上
・Android: OS 4.3 以上

BM Slash
伸縮性のあるニットアッパーが、
足を踏み出すたびに自然な動きを実現します。

▼クーポン利用特別価格

￥2,990＋税

▼クーポン利用特別価格

￥1,490＋税

正面の大きなポケットは、
シューズが収納できる容量

販売価格￥1,990 →
ジムユースリュック

背面に８ｍｍ厚みのベンチ
レーション。クッションを採用
した蒸れにくい快適ランニン
グバッグ。

販売価格￥1,990 →
▼クーポン利用特別価格

￥990＋税

販売価格￥3,990 →

ランニングバッグ　
ベンチレーション

￥1,000引き

￥1,000引き
￥500引き

冬場のトレーニングに… インナーとして…

スポーツメーカーが提案する機動性の良い・薄くても暖かい
スポーツシーンにプラスするウインター暖ウェア

BM・WARM GEAR
裏起毛生地で作られた、ソフトコンプレッション素
材を採用したウィンタースポーツ用アンダーウェア
です。シンプルなデザインで、体のラインをきれい
に見せるシルエットに仕上げています。衿ぐりは、
3.5cm高のハイネックとクルーネックの2タイプで
す。Ｂロゴをワンポイントでプリントしています。

ハイネック

ハイネック

クルーネック

クルーネック

裏起毛生地

吸汗・速乾機能 ジャストフィット 保温・防寒

ＢＭ・ＷＡＲＭ ＧＥＡＲ
ロングスリーブ 各種

ＢＭ・ＷＡＲＭ　 ＧＥＡＲ      ＷＯＭＥＮ
ロングスリーブ 各種

ＢＭ・ＷＡＲＭ　 ＧＥＡＲ      
ＷＯＭＥＮロングパンツ

￥990＋税

ＢＭ・ＷＡＲＭ ＧＥＡＲ各種

寒い季節のトレーニングを
サポートするインナーウェア

大創業祭11.8 金
11.24まで

日

冬は冬のアッパーニット。裏ボア仕様であったか～い

￥790＋税各種

創業祭記念アッパーニット・サンダルキャンペーン！

※ムートンタッチモデルの裏ボアは取り外し不可。

ウインターシーズンに向けて
最適な防寒性をプラス!

うゎ～温か～い

◀　 ボア仕様

軽くて履きやすい！ 

※対象商品について詳しくはスタッフまで

WINTER STYLEの温かサンダル

MOUTON
TOUCH

20cm~28cm

ムートンタッチ
モデル

※内側のムートンタッチ
裏ボアは取り外し可能。

ムートンタッチサンダル

裏ボア
付き

UPPER KNIT
SNEAKERS!!

10COLOR

驚きの
超着圧を
体験！！

￥990＋税

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セール対象商品やカラー・サイズがございます。

ボアフリース

パーカー

ダウンフィーリング

パーカー

Winter シーズンのワードローブ
なくなり

次第終了

ダウンフィーリング

ベスト

ダウンフィーリング

ライトパーカー

本体価格：￥4,000 ～￥2,990 →

￥1,990＋税

冬物アウター各種

創業祭 超特価商品
今が買い時！

やわらかで暖かい

杢ニット
裏ボアパーカー 2

杢ニット
裏ボアパーカー 1

キルティング
パーカー

￥1,990＋税各種

本体価格：￥3,990 →

ボアフリース
パーカー 2 半額

ＷＯＭＥＮ

ソフトボアフリース 
セットアップＷＯＭＥＮ

スキューバーニット
ジップアップジャケット

ＢＭ・ＷＡＲＭ ＧＥＡＲ
ロングパンツ

ストレッチ性に優れた生地で

▼クーポン利用特別価格

￥2,990＋税

ハイパーストレッチ
トレーニングパーカー１・2

各種

￥1,000引き

アウトドアからジム
ワークまで大活躍

NEW

NEW

愛され続けてついに

100万足突破！
創業祭記念特価

ホワイト
スニーカー

23cm~27cm
WHITE
SNEAKERS

20cm~28cm

アッパーニットスニーカー

ジュニアサイズ  20cm・21cm・22cm

おかげさまで創業20周年感謝還元！

プロラグビー選手
中島イシレリ

元日本代表

トップアスリートもうなるヘビロテスポーツインナー
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BM GEAR

本体価格：￥2,990 →

￥1,990＋税

BM・GEAR  アスリート
ハーフスリーブ

OFF％33

NEW
BM・GEAR  
アスリート
WOMEN
ロングスリーブ

BM・GEAR  アスリート
WOMEN ロングパンツ

BM・GEAR  アスリート
ロングスリーブ

BM・GEAR  アスリート
ロングパンツ

BM・GEAR  アスリート
ミドルパンツ

BM・GEAR  アスリート
ショートパンツ

FUNCTION

吸汗・速乾機能 クールダウン ジャストフィット

素材には、スポーツインナー
として最強の耐久性を持ち汗
の臭いが付着しにくいナイロ
ン素材が採用されています。

BM・GEAR  アスリート各種

人気
商品は、

中島イシレリ選手を応援しています―

半額
MAX

※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/goods/search.aspx?search=x&keyword=%82a%82l%81E%82f%82d%82%60%82q%81%40%83A%83X%83%8A%81%5B%83g
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=AS045
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83%80%81%5B%83g%83%93%83%5E%83b%83%60%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/g/gAS06823/
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%82a%82l%81%40%82r%82%8C%82%81%82%93%82%88
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83W%83%80%83%86%81%5B%83X%83%8A%83%85%83b%83N
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83%89%83%93%83j%83%93%83O%83o%83b%83O%81%40%83x%83%93%83%60%83%8C%81%5B%83V%83%87%83%93
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83n%83C%83p%81%5B%83X%83g%83%8C%83b%83%60%83g%83%8C%81%5B%83j%83%93%83O%83p%81%5B%83J%81%5B
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMF033SMBK/
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%96%DB%83j%83b%83g%97%A0%83%7B%83A%83p%81%5B%83J%81%5B%82Q
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%82Q
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%82l%82%60%81%5C%82P
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=%82a%82l%81E%82f%82x%82l%83E%83F%83A%83t%81%5B%83f%83B
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%82a%82l%81E%82f%82x%82l%83E%83F%83A%83t%81%5B%83f%83B
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%82a%82l%81E%82f%82x%82l%83E%83F%83A%83p%81%5B%83J%81%5B
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?search=x&keyword=%82a%82l%81E%82f%82x%82l%83E%83F%83A%83%8D%83%93%83O%83p%83%93%83c


□ 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 11 月 8 日 ~ 11 月 24 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

トレーニングは裏切らない

パワー、瞬発力、持久力、戦う身体、
魅せる身体、さまざまなトレーニング
を、サポートする、用品や、ウェアの新
商品を多数掲載

FALL BARGAIN

プロラグビー選手
中島イシレリ

P14に掲載
モデル着用ウェア

日本代表に
選ばれました。

RUGBY
トレーニングは裏切らない

パワー、瞬発力、持久力、戦う身体、
魅せる身体、さまざまなトレーニング
を、サポートする、用品や、ウェアの新
商品を多数掲載

FALL BARGAIN

プロラグビー選手
中島イシレリ

P14に掲載P14に掲載
モデル着用ウェア

日本代表に
選ばれました。

RUGBY

BM・GEAR  アスリート
ハーフスリーブ
BM・GEAR  アスリート
商品番号：MG245

￥10,000(税別)ご購入で

送料無料
※適応外の一部エリアや、対象外となる
重量物・大型梱包品がございます。

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  #20190917

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11月21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

秋号

表紙-last.indd   1 2019/09/03   16:53:43

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

ららぽーと沼津店

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（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

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 

静岡県沼津市東椎路字東荒 301 番地 3   3F
TEL：055-960-6360

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

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。

ボディメーカー最新情報配信中！

LINKS UMEDA 4F OPEN乞うご期待！
ヨドバシ梅田タワー内
11 月 大阪梅田

に

その他、多くのアスリートをサポートしています▶ https://www.bodymaker.jp/shop/secure/athlete.aspx

SUPPORT

ATHLETE
サポートアスリート

一部をご紹介します。

ベンチプレス  K,s GYM バルドラール浦安所属 NTT ドコモレッドハリケーンズ所属BIGFOOT32 SWIM TEAM 所属WAHAHA 本舗K-1 ファイター

国際パワーリフティング連盟の殿堂入り
世界で唯一フルギアとノーギアの二冠

フットサル
柏 TOR'82 を経て、バルドラール浦安

（F リーグ）に加入。ゴールキーパー（GK)

栗 田 工 業 ウ ォ ー タ ー ガ ッ シ ュ を 経 て
2014 年、NTT ドコモレッドハリケーン
ズに加入。スクラムハーフ (SH)

第 34 回日本マスターズ水泳選手権大会 
30 歳 区 分 50m バ タ フ ラ イ 自 由 形 優 勝
50m 自由形 22 秒 35 優勝 日本新記録

お笑いタレント・マラソン選手   2016 リオデジャネ
イロオリンピック男子マラソン・カンボジア代表

BODYMAKER イメージキャラクター
K-1 WORLD GP 第 4 代スーパー・フェ
ザー級  王座決定トーナメント第 3 位

児玉大紀 福重勝徳 小樋山　樹樋口遼猫ひろし皇治

©バードスタジオ／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

BM・GEAR ドラゴンボール超
孫悟空　道着　ダメージ　
ハーフスリーブ

BM・GEAR ドラゴンボール超
ピッコロ　ロングスリーブ

BM・GEAR ドラゴンボール超
フリーザ　ロングスリーブ

BM・GEAR ドラゴンボール超
魔人ブウ　ロングスリーブ

商品番号：MG266 商品番号：MG263 商品番号：MG265 商品番号：MG2641 2 3 4

1 2 3 4

壮絶な戦いの記憶が蘇る

これを着て宇宙最強を

目指せ！！！

ライバルとの

新作登場！超 人 気 の
コラボウェア

￥2,800＋税
￥3,000＋税

￥3,000＋税
￥3,000＋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。

大創業祭11.8 金 11.24まで
日

おかげさまで創業20周年 ボディメーカーは皆さまとともに歩み続けます。感謝還元！
ー

2019年ボディメーカー新作秋冬コレクション

BM・TECH シリーズ

NEW
裏起毛に仕上げたやわらかな風合いのストレッチ素材
スポーツミックスなど旬を感じさせるアイテム

タイトにきれいめに着るもよし、ワンサ
イズ上を選びビッグシルエットに着るも
よしの万能アイテムです。ボトムスを選
ばないベーシックなシルエットはデイ
リーユースに活躍出来る一枚です。男女
問わずユニセックスでご着用頂けます。

BM・TECH ロングパンツ１

本体価格：￥3,990 →

￥3,990＋税

OFF％25

BM・TECH
パーカー 1

BM・TECH
パーカー 2

BM・TECH
パーカー 4

BM・TECH
MIX パーカー 1

OFF％20
本体価格：￥4,990 →

BM・TECH
パーカー 2  WOMEN

BM・TECH
パーカー 3  WOMEN

BM・TECH ロング
パンツ 2  WOMEN

BM・TECH
パーカー 1  WOMEN

￥3,990＋税

BM・TECH パーカー各種

BM・TECH パーカー WOMEN 各種

￥2,990＋税
￥2,990＋税 本体価格：￥4,990 →

OFF％20
OFF％25

BM・TECH ロング
パンツ 1  WOMEN

冬はあったか～いフリースで。創業祭20周年記念 お得が超特盛！

Winter シーズンのカジュアルアウターウェア・グッズ、人気のインナー。
SPORTY  SWEATS

適 度 な 生 地 の 厚 み、
すっきりとしたシル
エット !

３Ｄロゴスポーツス
ウェットセットアップ

３Ｄロゴスポーツ
スウェットジョガーパンツ

※ロゴ部分

裏地ボア素材

創業祭 超特価商品
今が買い時！

WOMENが買い！

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。

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

ボアフリースベスト
WOMEN

ボアフリースパーカー
WOMEN

裏ボアフリーススウェット
パーカー　WOMEN

裏ボアフリーススウェット
ロングパンツ　WOMEN

裏ボアフリーススウェット
ロングパンツ（スタープリント）

ボアフリースジャケット

人気
商品

SCUBA  KNIT
ＭＥＮ

スキューバーニットプルオーバー

寒い季節の頼れるアイテム！

高圧空気を貯め込んだスキューバタンクの如
く、外部からの冷気の侵入を抑止する目的で、
素材の間に空気を保つ層を作り保温性を維持
する特殊ニットです！

SCUBA KNITとは…

ソフトタッチで新しい

感覚のニット素材。

スキューバーニット
プルオーバー

￥1,990＋税ALL
半額
MAX

スキューバーニット・スウェット各種
本体価格：￥3,990 ～
　　　　￥2,990 →

岸和田カンカンベイサイドモール WEST 2F
TEL：0724-47-7208営業時間：10：00 ～ 21：00 定休日：水曜日

BODYMAKER GYM 岸和田カンカン店

話題の体幹トレーニングを
ぜひ体験ください

会員募集中！

GYM について詳しくは

在庫
限り

在庫
限り

入会キャンペーン
 開催中！

MEN ＆ WOMEN

女性会員
続々 入会中

見学無料

冬トレはBODYMAKERで！RUNNING WEAR GOODS
超ビッグチャンス
格闘用品 この機会に ぜひご購入を

オススメします！
注目のレインボーリフレクター
プリントの第２弾！ 人差し指・中指・親指部分

はタッチパネル対応

手 の 甲 部 分 か
ら指先にかけて
リフレクターの
ドットプリント

レインボーロゴ
ランニンググローブ

￥990＋税

ユニセックス

SUNGLASSES FUNCTION
■何も着用しない場合

■偏光レンズを着用した場合

￥990＋税

BM スポーツサングラス各種

ランニングバッグ 4

ランニングや、ウォーキングに

おすすめBAG

￥990＋税

￥990＋税

￥990＋税

ランニング
ボディバッグ 2

ランニングバッグ
ミニマム 2

紫外線から目を守る

SUNGLASSES

クリアポケットで中身の確認が
しやすいボディバッグ

ドリンクホルダーを斜めで配置すること
でブレにくい仕様

ランニングウエスト
バッグアクティブ

￥1,990＋税

￥1,990＋税

ＢＭ・ＤＲＹ　
プリントトレーニングハーフスリーブ４

ＢＭ・ＤＲＹ　
プリントトレーニングハーフパンツ４

ハイキックに対応！

上段をしっかり蹴ることができる！
ハイキックを受け止めれる、独自形状

なくなり
次第終了

￥9,990＋税

本体価格：￥19,990 →

半額

在庫
限り

スーパーダミーミットシールド 

格闘用
ハイパーキックミット 

軽量化・耐久性・衝撃吸収

持ちやすくソフト。
練習にピッタリ！

各種 1 個

￥990＋税

人気
商品

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

￥990＋税

￥990＋税

大ヒット
人気商品

大ヒット
人気商品

防寒できる

アクセサリー感覚

で楽しんでください！

ニットキャップ

￥990＋税

プレゼントにも最適！
人気のインナーパンツ

ボクサーパンツ 3 枚セット

+
下記のどれかのセットとなります。

3枚
セット 

驚異の
伸縮性

シームレスで軽量のインナーパンツ !

￥490＋税

FIX インナーパンツ各 1 枚

お得なソックスセット！
カラフルボーダーのお得な 5 足セットソックス

ミックスボーダーショート
ソックス（５足セット）

５足セットスポーツ
ソックス

5足
セット 

各種ソックス
MEN ＆ WOMEN

（５足セット）

ＭＥＮ

ＷＯＭＥＮ

直射日光による熱の蓄積を軽減する！
RUNNING CAPS

ＢＭ・ＤＲＹ　
ランニングキャップ

ＢＭ・ＤＲＹ　
ランニングキャップ 2

リフレクティブ
ランニングキャップ

ランニングや

ウォーキングに

￥990＋税

￥990＋税

ランニングキャップ各種

サンバイザー

本体価格：￥1,990 →

半額
ふわふわ生地の
ボアフリース上下。

￥1,990＋税ALL
本体価格：￥3,990 ～￥2,990 →フリース各種半額

MAX
上下
set 

ソフトボアフリース
セットアップ　バットマン

このトレーニングパッドで憧れの”6PACK”を手に入れる
BM 6PACKシリーズ が今ならお得な特別価格で 11.24まで

日

シリーズ累計15,000個突破！！

本体に接着する面
（格子）

本体に接着する面
（格子）

（ブラック）
肌に接着する面

（ブラック）
肌に接着する面

交換用ゲルパッドも販売中

￥1,200＋税

各種

BM 6PACK 用　交換ゲルパッド

BM ヒップトレーナー用　交換ゲルパッド

装着5秒で
トレーニング開始

使いやすくて続けやすい

1日たった20分着けるだけ！！

①ターゲットに装着
②スイッチを入れる
③振動強度を調整
④20分間トレーニング

本体価格：￥4,990 →創業祭記念特価

￥1,990＋税各種

BM  6PACK

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

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。

2枚セット売り

BM 6PACK WING  
2 個セット

家事で忙しい

奥様必見！

ヒップを集中的に
ト レ ー ニ ン グ !

交換用ゲルパッド

奥様への
プレゼントに

BM ヒップトレーナー

大人気
商品

16 日㊏

OFF％60

本体価格：￥3,990 →

https://www.bodymaker.jp/shop/e/edball/
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=6pack
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%82f%82d%82k
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gTG282/
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83%8C%83C%83%93%83%7B%81%5B%83%8D%83S%83%89%83%93%83j%83%93%83O%83O%83%8D%81%5B%83u
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%83%7B%83f%83B%83o%83b%83O%82Q
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83%89%83%93%83j%83%93%83O%83o%83b%83O%81%40%83%7E%83j%83%7D%83%80%82Q
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83%89%83%93%83j%83%93%83O%83o%83b%83O%82S
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83%89%83%93%83j%83%93%83O%83E%83G%83X%83g%83o%83b%83O%81%40%83A%83N%83e%83B%83u
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%82a%82l%81E%82c%82q%82x%81%40%83v%83%8A%83%93%83g%83g%83%8C%81%5B%83j%83%93%83O%83n%81%5B%83t%83X%83%8A%81%5B%83u%82S
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%82a%82l%81E%82c%82q%82x%81%40%83v%83%8A%83%93%83g%83g%83%8C%81%5B%83j%83%93%83O%83n%81%5B%83t%83p%83%93%83c%82S
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/g/gKM027BKYE/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gKM012BK/
https://www.bodymaker.jp/shop/secure/athlete.aspx
https://www.bodymaker.jp/shop/secure/store.aspx
https://www.bodymaker.jp/shop/secure/bmgym.aspx
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMI071MPI/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMI055SMYE/
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%82T%91%AB%83Z%83b%83g%81%40%83X%83%7C%81%5B%83c%83%5C%83b%83N%83X
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/gAA026CH/
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83X%83L%83%85%81%5B%83o%81%5B%83j%83b%83g%83v%83%8B%83I%81%5B%83o%81%5B
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%82R%82c%83%8D%83S%83X%83%7C%81%5B%83c%83X%83E%83F%83b%83g
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gWE006MBKPI/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gWE006MBKPI/
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%82a%82l%81E%82s%82d%82b%82g

