
ボディメーカー
全てのアスリートのための日本発スポーツブランド 

ボディメーカー箕面店 1月27日・幕張新都心店1月26日に閉店いたします。

感謝・感激  永らくのご愛顧ありがとうございました。

1.10
1.10 -26・27まで
FRIDAY START

皆様に愛され続けてまいりましたボディメーカー箕面店・幕張新都心店が、施設契約満了にともない閉店の運びとなりました。

スノーブーツ

在庫
限り

閉店SALE
DOWN FEELING PARKER DOWN FEELING VEST

在庫
限り

ダウンフィーリング
ライトパーカー

スウェットにも、ジーンズにも合わせやすい
ダウンフィーリングシリーズ

ハイネック

ダウンフィーリング
ベスト２

ハイネック

ＢＭ・ＷＡＲＭ ＧＥＡＲ

【お断り】※閉店セール対象商品は、店舗によって異なります。スタッフまでお尋ねください。また、閉店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ので、ぜひ お早めにお買い求めください。

スポーツメーカーが
提案する機動性の良い・
薄くても暖かいインナー

裏起毛生地

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

￥1,990＋税

各種

ＭＯＵＦＵ　パーカー　
ＷＯＭＥＮ

ＭＯＵＦＵ　パーカー

ＭＯＵＦＵ  サイドライン
ロングパンツ

￥1,990＋税

柔
ら
か
な
素
材
感
で

体
を
包
み
込
む

各種

ＭＯＵＦＵ　サイドライン
ロングパンツ　ＷＯＭＥＮ

なくなり
次第終了

BM・TECHシリーズ

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

裏起毛に仕上げたやわらかな
風合いのストレッチ素材

BM・TECH
パーカー 2  WOMEN

在庫一掃 売りつくし

ＭＥＮ

ＷＯＭＥＮ

中綿をMIX！
寒い時期のトレーニングに
最適です！

BM・TECH
ロングパンツ 1

BM・TECH
ロングパンツ 2

BM・TECH
パーカー 1  WOMEN

BM・TECH ロング
パンツ 1  WOMEN

BM・TECH ロング
パンツ 2  WOMEN

ＭＥＮ

ＷＯＭＥＮ

BM・TECH パーカー 3    
WOMEN

BM・TECH ロングパンツ各種

￥1,990＋税

今使える冬物人気アウター・アクセサリーが買い！

かかと部分には
スパイクが収納

内側は温かボア

ニットキャップ＆ネックウォーマー、イヤーガード

内側は
暖かボア！

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。シーズンを通して着用が可能な万能アイテ
ムです。

￥2,990＋税上下各種

ウィンドブロックフリース
ボンディングパーカー

ウィンドブロックフリース
ボンディングロングパンツ

カジュアルなスタイルのスノーブーツ
SNOW  BOOTS

薄手にもかかわらず
防風・保温性に優れた

特殊フィルム採用
の3層構造ウェア。

ニットキャップ

ネックウォーマー各種

うゎ～温か～い

MOUTON TOUCH
裏ボア

付き

冬は裏ボア仕様であったか～い
◀　 ボア仕様

アッパーニットスニーカー各種

￥1,000＋税

冬に向けて最適な防寒性をプラス!

UPPER KNIT
SNEAKERS!!

10COLOR

人気
定番

在庫一掃
柔らかい・軽い  格闘技から生まれたスニーカー「楽天年間」1位獲得

100万足
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

寒い季節のランニングに最適な
ランニングイヤーガード

※写真はイメージです。

人気
商品

ネ
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￥790＋税

各種閉店最終特価

￥1,990＋税

閉店最終特価

￥490＋税

閉店最終特価

閉店最終特価

ムートンタッチモデルのみ

閉店最終特価

￥2,990＋税

BM・TECH パーカー各種

ALL
￥490＋税

https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMJ084SRG/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMJ094SCF/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gWG082SBK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gWG084SBK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMG251SBK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMG251SBK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gWG083SCF/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMJ105MBK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMK114MBK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gWJ030MBKPU/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gWK047MBKPU/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMJ100MBK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMJ096MCH/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMJ097MBK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMJ099MBK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gWJ026MGY/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gWJ027MGY/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gWJ028MBK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMK109MBK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMK110MBK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gWK044MBK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gWK045MBK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAS05823GY/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAA026CH/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAA030BK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAA022BKOR/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAA033OR/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAA024YE/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAS04522OR/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMJ092MCF/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMK108MCF/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAS03425RG/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMK109MBK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMK109MBK/


□ 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／ 2020 年 1 月 10 日 ~ 幕張新都心店 1 月 26 日まで・箕面店 1 月 27 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（アプリ会員・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

おすすめ！

スポーツウェア・トレーニング用品・格闘技用品、カジュアルウェア
まで新年度をスポーティに過ごす準備は今がチャンス！！

©M-1 Sports Media

K-1ファイター

皇治

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  #20191227

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/2020年2月末日

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

2020年にスポーツ始めなくて
いつ始めるんだ！

おすすめ！

スポーツウェア・トレーニング用品・格闘技用品、カジュアルウェアスポーツウェア・トレーニング用品・格闘技用品、カジュアルウェアスポーツウェア・トレーニング用品・格闘技用品、カジュアルウェアスポーツウェア・トレーニング用品・格闘技用品、カジュアルウェアスポーツウェア・トレーニング用品・格闘技用品、カジュアルウェアスポーツウェア・トレーニング用品・格闘技用品、カジュアルウェアスポーツウェア・トレーニング用品・格闘技用品、カジュアルウェアスポーツウェア・トレーニング用品・格闘技用品、カジュアルウェア
まで新年度をスポーティに過ごす準備は今がチャンス！！まで新年度をスポーティに過ごす準備は今がチャンス！！まで新年度をスポーティに過ごす準備は今がチャンス！！まで新年度をスポーティに過ごす準備は今がチャンス！！まで新年度をスポーティに過ごす準備は今がチャンス！！まで新年度をスポーティに過ごす準備は今がチャンス！！まで新年度をスポーティに過ごす準備は今がチャンス！！まで新年度をスポーティに過ごす準備は今がチャンス！！まで新年度をスポーティに過ごす準備は今がチャンス！！まで新年度をスポーティに過ごす準備は今がチャンス！！まで新年度をスポーティに過ごす準備は今がチャンス！！まで新年度をスポーティに過ごす準備は今がチャンス！！まで新年度をスポーティに過ごす準備は今がチャンス！！

©M-1 Sports Media

K-1ファイター

皇治

通販アプリはこちら

ボディメーカー最新情報配信中

FIGHT ONFIGHT ONFIGHT ON  #20191227#20191227#20191227

商品をご注文の際の注意事項商品をご注文の際の注意事項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★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★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★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/2020年2月末日す。★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/2020年2月末日す。★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/2020年2月末日す。★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/2020年2月末日
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2020年にスポーツ始めなくて2020年にスポーツ始めなくて
いつ始めるんだ！いつ始めるんだ！
2020年にスポーツ始めなくて2020年にスポーツ始めなくて
20202020

売切れ次第終了！

感謝を込めた   　　売り尽くし超

P12・15掲載
スキューバニット

決算号

P14掲載
コーチジャケット

P2・3掲載
BM・WARM 
GEAR

表紙-last.indd   1 2019/12/12   16:00:39

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！

今まで ご愛顧の感謝をこめてー閉店特価！

機能性豊かなグッズでさらに楽しく！RUNNING GOODS
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

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

CAPS

ＢＭ・ＤＲＹ　
ランニングキャップ

ＢＭ・ＤＲＹ　
ランニングキャップ 2

軽量ランニング
キャップ

ランニングキャップ・
サンバイザー各種

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！

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

￥1,990＋税

BM  6PACK

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

INFORMATION

￥1,990＋税
￥2,990＋税

人気
商品

★詳しくは、両閉店セール開催店舗の SNS にて
　当日配信！　こちらも見逃せない！

特報！

冬トレはボディメーカーで！TRAINING＆RUNNING WEAR 
BM・DRY 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。

トレーニング・ランニング人気No.1ウェア
さらりと快適な履き心地をキープする、ＢＭ・ＤＲＹロ
ングパンツ。軽くて柔軟性のある素材は動きやすさが
向上、脚にソフトフィットするストレートシルエットの
デザイン。ウエストはゴムベルトプラス、スピンドルが
入り、サイズ調整が可能です。トレンドのスリムライン
シルエットに脇ラインを配色で入れ、ロゴカラーも同
じ色で入れました。

ロング TYPEの
DRYパンツもオススメ

ＢＭ・DRY 各種

サラサラ素材で快適！

￥990＋税

人気
定番

ゴルフや

テニスにも

ＭＥＮ

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

ＢＭ・ＤＲＹ　
ロングパンツ ＢＳ２

あらゆる
スポーツに

DRY

ＢＭ・ＤＲＹロングパンツ 
ＢＳ２ WOMEN

BM・DRY スムース エアーメッシュ 
ハーフスリーブ WOMEN

ＷＯＭＥＮ
BM・DRY スムース エアーメッシュ 
ロングスリーブ WOMEN ※店舗には、ＢＭ・ＤＲＹ

　スムースエアーメッシュ MEN もあります。

人気
商品

SUNGLASSES FUNCTION
■何も着用しない場合

■偏光レンズを着用した場合

BM・DRY エアーメッシュ 
ハーフスリーブ WOMEN

￥990＋税

通気性にこだわりあり！

なくなり
次第終了

BM スポーツサングラス各種

￥990＋税

直射日光による熱の蓄積を軽減する！

FITNESS STYLE
縫い目のないでライトニッ
トのフィットネススーツ。

◀ブラトップ
タイプ

タンクトップタイプ▶

上下
set 

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

￥990＋税

ＢＭ・FIX  WOMEN ブラトップ・
タンクトップ・ハーフスリーブ
＆レギンスセットアップ各種

デザイン

3タイプ

ハーフスリーブ▼
タイプ

BM・MESH GEAR背中全面に通気性のある
メッシュ素材を使用！

トレーニングに最適No.1スポーツインナー

背面全体
メッシュ生地

￥1,990＋税

膝裏から足
首にかけて
メッシュ生地

BM・メッシュ GEAR 各種

BM・メッシュ GEAR
ハーフスリーブ

BM・メッシュ GEAR
ロングパンツ

FITNESS GOODS
誰もがほしい人気のボディメーカーフィットネスアイテムが超特価

女性に人気上昇中！

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

4mmの厚さでクッション
性もアップ！

ボールエクササイズ！

各種

各1枚
￥990＋税

バランスエアーパッド

フィットネスボール

ヨガマット

1.10
FRIDAY START 閉店SALE ボディメーカー箕面店 1月10日  ～1月27日まで

ボディメーカー幕張新都心店1月10日  ～1月26日まで

皆様に愛され続けてまいりましたボディメーカー箕面店・幕張新
都心店が、施設契約満了にともない閉店の運びとなりました。

フィット感抜群のスーパーコンプレッションパンツ。
スポーツ時のインナーやトレーニングウェアとしてもおすすめ！

着圧の違う部分

速 乾 機 能

吸 汗 機 能

ピッタリとしたパンツでも気にならない

ワンランク上の
コンプレッション
パンツ

￥990＋税

各種

裏面はワッフル風に
ふくらみのある起毛仕上げ

ＢＭ・ＷＡＲＭ　
ワッフル
ロングスリーブ
クルーネック

人気
商品

ベーシック T シャツロングスリーブ
クルーネック・V ネックもおすすめ

人気
商品

閉店感謝超特売

店頭持ち帰り！！
現品限り！

早い者勝ち！閉店感謝のサプライズ！トレーニングマシン・重量物コーナーへ急げ！

※写真は参考イメージです。
　閉店セール開始時点での在庫が半額セールとなります。 ※写真は参考イメージです。

来店してのお楽しみ。現品在庫限り、なくなり次第終了！詳しくはスタッフまで。 なくなり
次第終了

半額 売りつくし

在庫一掃マシン

抜群の伸縮性

FUNCTIONBM・FIX シリーズ

吸汗・速乾機能抗菌・防臭 クールダウン ジャストフィット

￥990＋税

人気
商品

BM・FIX MEDLEY 
ロングスリーブ

伸縮性に特化した
スポーツインナー

￥990＋税

BM・FIX 9 
ハーフスリーブ

￥990＋税

人気
商品

ボディメーカー定番
人気のインナーパンツ

￥990＋税

驚異の
伸縮性

インナーパンツ

スポーツソックス
（足底パイル編み）　

スポーツソックス
（足底パイル編み）WOMEN

￥490＋税

￥390＋税

人気
商品

各1足

￥990＋税

【シークレットセール】
開催！　　　　    （予定）24日～閉店日まで

ボディメーカー製品お取り扱い店舗案内ボディメーカー
ボディメーカー製品が下記店舗にて購入でき
るようになりました。ただ今 全国展開拡散中！

はるやま
1 部店舗でお取り扱い頂いております。
詳しくは各店舗にお問い合わせください。
※取扱商品はアッパーニットスニーカー（25.0cm,26.0cm,27.0cm）
限定となります。

大きいサイズの店 フォーエル

全国各地の 100 店舗以上でお取り扱い頂いております。
詳しくは各店舗にお問い合わせください。

アッパーニットスニーカーはここでしか買えない
29 ～ 31cm までのビッグサイズを販売！

TSUTAYA一部店舗にて新しくスポーツというカテゴ
リーでBODYMAKER製品の販売を開始しました！

※ボディメーカー直営店舗と販売価格は異なります。

TSUTAYA 大泉店 
TSUTAYA 江木店　
TSUTAYA 南砂店
TSUTAYA 深川店
TSUTAYA 一関中央店
TSUTAYA 八戸ニュータウン店

TSUTAYA 小山ロブレ店
TSUTAYA 400号西那須野店
TSUTAYA 佐野店
TSUTAYA 真岡店

アグロガーデン神戸駒ヶ林店2Fで
ボディメーカー製品販売開始！

〒 653-0044 兵庫県 神戸市長田区南駒栄町 1-7

アグロガーデン神戸駒ヶ林店

▼アグロガーデン詳細

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
GYM について詳しくは

入会キャンペーン開催！
2020年 NEW YEAR お得満載！ 女性会員

続々 入会中
見学無料

MEN ＆ WOMEN

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

LINKS UMEDA 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）

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

大阪府大阪市北区大深町 1-1　LINKS UMEDA　4F
TEL：06-4256-8528

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

https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMF039SMBK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gWD098MBK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMF041SM/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAG032BL/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAG031GR/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAR018MBKCH/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gBR037BK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gBR038SA/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gBR039SA/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gBR036BKOR/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAC039OR/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAC047BK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAC048BK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAC060BK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gWD101MBK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gWD102MBK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gWD103MBKCH/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMD302SBKCH/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/g1GGCPS/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/g2GGCPS/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gWF015BKYE/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gWF013BKGY/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gWF014BKPI/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMG239SBKGY/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMG240SBKGY/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gTG111/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gTG212/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gTG282/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gTG136/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gTG283/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gFBA65BKYE/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gFY001LBL/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gFMPBL/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMG257SBK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMT202SBK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMT203SBK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMI073M/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMI075LBKWH/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMI055SMPI/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMO027BK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gWO007BK/
https://www.bodymaker.jp/shop/secure/bmgym.aspx
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gWD101MBK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gWD102MBK/

