
PC・携帯・スマホからのご注文は

bodymaker.jp※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。

3個セット・20％OFFの超特価コーナー
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

HYPER IMPACT
￥9,990 →

OFF％20

ぜひ この機会に
求めください。

飲む・食べる…アスリートサポート！

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

OFF％30

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

在庫限
り

なくなり

次 第 終 了

税込\9,990

アッパーニット
スニーカー

MOUTON
TOUCH
アッパーニットスニーカー  
ムートンタッチモデル

ボア仕様

UPPER KNIT
SNEAKERS!!

10COLOR

税込\5501足
これからの季節に…

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

アッパーニット
スニーカー カモ柄

MODEL

皇治 MODEL

とももと もも

定価 ￥1,100 →

対象商品：アッパーニットスニーカー・アッパーニットスニーカー カモ柄・アッパーニットスニーカー  ムートンタッチモデルのみとなります。

FOR
KIDS!!

オープン
記念
店舗
限定

■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。

在庫
限り

※広告有効期限／ 2021 年9 月23 日 ~ 10 月 24 日まで

9/23祝

岸和田カンカンベイサイドモール2Fに 9月20 日㊗に岸和田店オープン！

オープンセール岸和田店
BODYMAKER最大級

全てのアスリートのための日本発スポーツブランド 

オープン記念セール
全直営店同時開催

Athlete Shop Kishiwada

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。

ＢＭ   バスタオル２０Ａ
2 枚￥1,980 →

ＢＭ   スポーツタオル２０Ａ
3 枚￥1,470 →

3枚で
まとめてお得

店舗
限定

2枚で
まとめてお得

3袋で
まとめてお得

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！

ハニカム
シリコンマット

HONEYCOMB
SILICON MAT

税込\1,990
3枚で
まとめてお得 ハニカムシリコンマット

3 枚￥2,970 →

洗える専用
カバー付き

オフィスで

車の運転に

※対象商品など詳しくは、スタッフまで。

充実のトレーニングマシン専用フロア

地元を着て

ランニング！

BM・DRY ハーフスリーブ
ＷＯＭＥＮ

ＢＭ・ＦＩＸ　ＷＯＭＥＮ　
ランニングスカート

税込\9903点

どれでも3点おまとめ買いチャンス

雨特集！
これからの必需品

MODEL
とももと もも

フィットネスウエアお探しの方 " 必見 " ビッグチャンスです。
伸縮性に優れたヨガや
フィットネス等に最適。ＢＭ・ＦＩＸ

ＷＯＭＥＮ
ハーフスリーブ

ＢＭ・ＦＩＸ
ＷＯＭＥＮ
ブラトップ

ＢＭ・ＦＩＸ
ＷＯＭＥＮ
タンクトップ

ＢＭ・ＦＩＸ
ＷＯＭＥＮ
レギンス

どれでも
組み合せ
自由

ラインレス　スポーツ
ショーツ　シームレス　
ヒップハンガー

ラインレス　スポーツ
ショーツ　シームレス　
Ｔバック

ＴＯＫＹＯ ＹＯＫＯＨＡＭＡ・
ＯＳＡＫＡ・ＫＯＢＥ・ＮＡＧＯＹＡ

スポーツ用に作られた
インナーショーツ。

縫い目無し。ストレス FREE。
オープン
記念
店舗
限定

店舗
限定 ※対象商品など詳しくは、スタッフまで。

Let's  E
njoy 

S port
s

スポーツを楽しもう！

※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。

全て掲載できません！
ぜひ店頭でご確認下さい。

人気のＤＲＹ素材半袖ポロシャツ
人気

税込\990各種

ＢＭ・ＤＲＹ　スポーツポロシャツ
￥1,990 →

ＤＲＹ
スポーツポロ 5

“VIRUS-PROTECT”

新しい環境に対応！着るだけで抗菌防臭！

税込\1,400各種

税込\1,500

DRY VIRUS-PROTECT ￥2,800 →

人気

Tシャツ・キャップ

税込\1,500各種
キャップ   ￥3,000 →

T シャツ   ￥3,800 →

税込\990￥1,990 →

ＢＭ・ＧＹＭ トレーニ
ングＶネックバックプリ
ントハーフスリーブ

キャップのツバ部分にファンを搭載。
暑い日でも涼しい風を送ります。

ファン付きキャップ
￥3,000 →

税込\1,500

首掛け
ハンズ
フリー

ハンズフリーファン
￥3,800 →

税込\1,900

首にかけていつでも涼しい風を。
3 段階の風量調整可能。

人気

ＮＥＯソフトサンダル  
￥3,000 →

トレーニング後の足のケアに！

人気Tシャツ・ウエア

人気Tシャツ・ウエア

税込\1,540各種 ～
T シャツ・DRY・GEAR 
￥3,080 ~￥3,300 →

10/24 日 まで

T シャツ・DRY・GEAR 
￥2,800 ~￥3,000 →

税込\1,400各種 ～税込\2,400各種

お家時間を快適に過ごす…ストレスフリー。
ソフトスウェットセットアップ  ￥4,800 →

人気

オーバーサイズの厚底を採用し、
抜群のクッション性で足を優しく包
み込む。

インナーパンツ￥990 →

※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

税込\1,900各種

※セール対象サンダルは。店頭でご確認ください。

税込\490
サンダル各種

人気

着回しの効く
快適トレーニングパーカー。

税込\1,900各種
ＢＭ・ＤＲＹプリントパーカー￥3,800 →

通気性に優れたメッシュ素材

お買い得アイテム
B O D Y M A K E R 人 気 の 定 番！
インナーパンツがお買い得！

税込\490各種

ローライズパンツ

ミドルボクサーパンツ

オープン記念スペシャル企画

Water Proof
Item

レインウェア・防水バッグ。生地に撥水加工をし、
縫い目にも防水処理。
雨の日のスポーツ観戦やゴルフなど。また、災害時
にもご利用いただけます。

耐水圧10,000mmの
防水セットアップ

急な雨に備えて

急な天候の
変化にも
対応！

災害対策にも

上下セット

BM・EXTREME 防水セットアップ

レジャーやジムバッグ。また、災害時
など色々な場面で活用できます。 

税込\1,000
ウォータープルーフバッグ６０Ｌ

￥4,800 →

ＢＭウォーター
プルーフシューズ

ウォータープルーフバッグ１５Ｌ
￥2,000 →

様々な用途で活用できる防水バッグ。

コンパクトになり
持ち運びにも便利

半額

税込\2,400

120g
軽量

（Lサイズ）

ユニセックス

税込\990
軽量・撥水ウィンドブレーカー

￥1,990 →

MODEL

皇治

開くのも閉じるのも
簡単！ワンタッチ。

税込\1,490
B × Boxing Cross スウェット
ハーフパンツ￥2,990 →

B× Boxing 
Cross SWEAT

半額満載
！

人気

約4cm

底から約 4cm
完全防水！

税込\490￥990 →

おしゃれなボタニカル

２ＷＡＹボディバッグ　ボタニカル柄

おしゃれで収納力抜群！
アウトドアにも最適!!

人気
ワンタッチ操作

人気

約300坪

税込\4,990

税込\990

ワンタッチ自動開閉式
折り畳み傘

税込\990

半額

Tシャツ大放出！
3枚

※ 3 枚￥1,990 対象商品は、　　
　必ず店頭でご確認ください。

決定緊急

※ 3 枚￥1,990 対象商品は、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。

Soft
Sweat
Setup

stress-free人気

税込\1,990

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
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%82a%82l%81E%82c%82q%82x%83v%83%8A%83%93%83g%83p%81%5B%83J%81%5B
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/goods/search.aspx?keyword=&maker=WOMENS&brand=&goods_code=&name=&min_price=&max_price=&genre_tree=0902&sort=&search.x=111&search.y=21
https://www.bodymaker.jp/shop/secure/onepiece.aspx
https://www.bodymaker.jp/shop/secure/dai.aspx
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMA052MGY/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAS065XSNV/
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83o%83%89%83%93%83X%83T%83%93%83_%83%8B%82X%82%60
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAS071XSNV/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAS070XSRE/
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83R%83%93%83t%83H%81%5B%83g%83T%83%93%83_%83%8B
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=%82Q%82v%82%60%82x%83%7B%83f%83B%83o%83b%83O%81%40%83%7B%83%5E%83j%83J%83%8B%95%BF
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%82P%82X%82X%82X%83v%83%8A%83%93%83g%82s%83V%83%83%83c%83r%83b%83O%83T%83C%83Y
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%92%7E%8C%F5%83v%83%8A%83%93%83g%82s%83V%83%83%83c%83r%83b%83O%83T%83C%83Y
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%82a%82l%81E%82f%82x%82l%81%40%83g%83%8C%81%5B%83j%83%93%83O%82u%83l%83b%83N%83o%83b%83N%83v%83%8A%83%93%83g%81%40%83n%81%5B%83t%83X%83%8A%81%5B%83u
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAC069BKWH/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAC068BKWH/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAC069BKBK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAC070BKWH/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAC071BKWH/
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83t%83%40%83%93%95t%82%AB%83L%83%83%83b%83v
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAI033WH/
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%82m%82d%82n%83%5C%83t%83g%83T%83%93%83_%83%8B
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMS099MBK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAT023SET/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAT022SET/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gTG350DG/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAI031BLST/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gHP001ST23/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gHP004/
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%81y%96%F3%82%A0%82%E8%81z%83A%83b%83p%81%5B%83j%83b%83g%83X%83j%81%5B%83J%81%5B%81%40%83%80%81%5B%83g%83%93%83%5E%83b%83%60%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
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/gAS03428CF/
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%82v%82e%82O%82P%82R%81%40%82a%82l%81E%82e%82h%82w%81%40%82v%82n%82l%82d%82m%81%40%83u%83%89%83g%83b%83v
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%82v%82e%82O%82P%82S%81%40%82a%82l%81E%82e%82h%82w%81%40%82v%82n%82l%82d%82m%81%40%83%5E%83%93%83N%83g%83b%83v
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%82a%82l%81E%82e%82h%82w%81%40%82v%82n%82l%82d%82m%81%40%83n%81%5B%83t%83X%83%8A%81%5B%83u
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%82a%82l%81E%82e%82h%82w%81%40%82v%82n%82l%82d%82m%81%40%83%8C%83M%83%93%83X
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gWF033CHPU/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gWI001SBK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gWI002SBK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gWI002SBK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gWI001SBK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gWD092MNV/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gWD093MWH/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gWD094MBK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gWD095MNV/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gWD096MWH/
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%82a%82l%81E%82d%82w%82s%82q%82d%82l%82d%81%40%96h%90%85%83Z%83b%83g%83A%83b%83v
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%82a%82l%83E%83H%81%5B%83%5E%81%5B%83v%83%8B%81%5B%83t%83V%83%85%81%5B%83Y
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAU008BKBK/
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%8Cy%97%CA%81E%9D%9B%90%85%83E%83B%83%93%83h%83u%83%8C%81%5B%83J%81%5B
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%8Cy%97%CA%81E%9D%9B%90%85%83E%83B%83%93%83h%83u%83%8C%81%5B%83J%81%5B
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gBK083GY/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gBK082BK/
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83%7E%83h%83%8B%83%7B%83N%83T%81%5B%83p%83%93%83c
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83%8D%81%5B%83%89%83C%83Y%83p%83%93%83c
https://www.bodymaker.jp/shop/r/rbb0102_p4/


筋トレのパフォーマンスと怪我予防
には必要不可欠。

※広告有効期限／ 2021 年9 月23 日 ~ 10 月 24 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。

39種類以上のトレーニングが可能。多数のホームトレーニーが愛用。人気のマシンやラバープレートがこの価格で！

※広告有効期限／ 2021 年9 月23 日 ~ 10 月 24 日まで

※各価格については、スタッフまで。

売り切れ必至！在庫限り！

Home Use Machine
爆発的大ヒット！
お 部 屋 を GY Mにしてみません か 。

期間：9 月23 日～10 月24 日まで

RUBBER
PLATE 2

税込\1,995定価 ￥3,990 →
２．５ｋｇ（２個セット）

税込\2,995定価 ￥5,990 →
１0 ｋｇ

税込\3,995定価 ￥7,990 →
１５ｋｇ

税込\4,995定価 ￥9,990 →
２0 ｋｇ

税込\1,995定価 ￥3,990 →
５ｋｇ

税込\995定価 ￥1,990 →
１．２５ｋｇ（２個セット）

9/23祝

TRAINING 
WEAR & GOODS

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

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

〒 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

〒 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

アスリートショップ日の出店

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

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

〒 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
WEST 2 階　AM10：00 ～ PM8：00 

（年中無休）TEL：0724-47-7208

アスリートショップ岸和田

9/20祝 OPEN

税込\5,990

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

ホームジムＤＸ（本体）

ラバープレート２

【 ホームジム DX 本体 +  組立サービス付き 】

発売開始！

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）

税込\9,990

トランポリン運動でカロリーを消費！  全身有酸素運動。子供から大人まで楽しくエクササイズ…

自宅で
らくらく

エクササイズ

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\41,990

税込\63,990

ホームジム用

ワイヤー・プーリー

販売中
WEBにて

HOME GYM DX 対応サイズ：1.5 ｍ× 1.0 ｍ  1 枚

1.5m
×

1.0m

宅トレは簡単に始められます

岸 和 田 カ ン カ ン ベ イ サ イド モ ー ル 2F
に 9 月 20 日 ㊗ に 岸 和 田 店 オ ー プ ン！

オープンセールBODYMAKER最大級
充実のトレーニングマシン専用フロア

アスリートショップ岸和田・全直営店舗セール同時開催 10/24 日 まで

人気

高い防音性を持つ厚さ
6mm の PVC マット。

マットの端は上図のようにゆるやかなエッジ状。つま先が
ひっかかりにくく安心です。

約 4mm 約 6mm

（1枚使用した場合の使用例）

（2枚使用した場合の使用例）

ぜひ、安全
にトレーニ
ングするた
めに一緒に
お求めくだ
さい。

自宅でも簡単！
気軽にトレーニング！

人気

軽量で使い勝手の
よいボディバッグ

ハンディファンを収納できる。 人気ボディバッグ。

税込\1,590
ベンチレーションランニングバッグ

税込\490￥990 →
ボディバッグ

ウォータープルーフ！
防水性と密封性に優れたドラム
型ミニバッグ

人気

税込\490税込\990
ランニングボディバッグ

ウォータープルーフ
ミニバッグ

トランポリン    トランポリン ハンドルタイプ

日除けフラップはベロクロ
で取り外しが可能。

ＢＭ・ＤＲＹ　
ランニングキャップ

ワイドサンバイザー

レインボーロゴ
ランニンググローブ

在庫
限り

UV カット

紫外線から目を守る

SUNGLASSES

キャップ・グローブ・サングラス各種

ＢＭ  スポーツサングラス
（偏光レンズ）

税込\490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

直射日光による熱の蓄積を軽減する！
RUNNING CAPS

アウトドアスポーツに！

注目のレインボーリフレクター

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

ユニセックス

人気

※一部半額対象外商品もございます。
トレーニングウエア・グッズ　　　　 　
まだまだお得がモリモリ！

税込\990

人気

２種類のメッシュ生地
ＷＯＲＫウエア。

ＢＭ・ＧＥＡＲメッシュカモプリント　ロングスリーブ
ＢＭ・ＧＥＡＲメッシュカモプリント　ハーフスリーブ

抗菌・防臭

ＢＭ・ＣＯＯＬ    ＧＥＡＲ
ハーフスリーブ１

フラフープ２

皇治
MODEL

高いストレッチ性能と
優れた吸汗速乾性能

MODEL

エガサリ

詳しくは
スタッフまで

MODEL

皇治

呼吸に負荷をかけろ！

半額満載！

スタミナ強化トレなら…

BATTLE AERO MASK
（バトルエアロマスク）

税込\990 税込\990

税込\990

らくらくお家でできる
有酸素運動！

約100cm

約1.2kg

フィットネスボール

ウォーターバッグ　３０ｋｇ　エアーポンプセット レザージャンプロープ

税込\990
Home Use 

Home Use 

シリーズ販売累計 10,000個突破

FITNESS BALL
とももともも
MODEL

ヨガやピラティス
ストレッチなどに…

体幹
を鍛える！

※写真は
　イメージです。

MAX

kg30

トレーニングに最適な
革製ジャンプロープ。

LEATHER
JUMP ROPE

フラットインクラインベンチＥＸーＶ３

税込\29,990

￥1,990 →

お得

トレーニングによるさまざまな
効果をサポートするウエア。

税込\990

税込\2,900
バットマンサウナスーツ
アスリート￥5,800 → 人気

ＢＭ・ＦＩＸ スーパー
コンプレッションハーフスリーブ２

税込\990
ＢＭ・ＦＩＸ９ ハーフスリーブ

伸縮性に優れ、あらゆる
動きをサポート。

※一部半額対象外商品もございます。商品の価格や詳細については、スタッフにご確認下さい。

￥1,990 → ￥1,990 → ￥1,990 → ￥1,990 →税込\490
税込\990税込\990 税込\990 税込\990

※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。

太もも用

ウエストから太ももまで
をサポート！

固定は面ファスナーで
日々の違いを実感！

固 定 は 綿 テ ー プ 式 な の で、
簡単脱着！気軽に使用可能。

薄型サポーター！
アウターに響きにくい

固定は綿テープ式で、
脱着に手間いらず。

￥990 →

かなりの
発汗！

ユニセックス

ユニセックス ユニセックス ユニセックス

水洗い

OK
「減量用サポーター」シリーズ。高い保温効果を持つSBR（特殊合成ゴム）
生地を用いたサウナサポーター。引き締め効果や発汗作用が高まります。

 RUNNING GOODS

税込\1,490
ウェッジトレーニング
クッション　　￥2,990 →

適度な不安定感と使用
感が筋肉を刺激。

人気

前腕や手首・握力の強化！
怪我の防止にも。

税込\900
リストトレーナー２　￥1,800 →

トレーニンググローブ２本革    
￥3,990 →

レザーベルト３    ￥4,990 →

筋トレのパフォーマンスと
怪我予防には必要不可欠。

お得

人気

税込\2,490人気

※一部半額対象外商品もございます。商品の価格や詳細については、スタッフにご確認下さい。

【 お客様へのお断わり 】
※交通費実費負担となります。
※購入をお考えのお客様は、ぜひ一度スタッフにご相談ください。

TRAINING & FITNESS宅トレ

体幹・バランス力を強化。
お子様から大人まで。

お得
マシンを買ってトレーニングしたい！でも組み立てなどめんどくさい…　ご安心ください !
組立や動作方法の案内を BM スタッフがサポートします。 あとはトレーニングを始めるだけ。

【 ホームジムＤＸ 組立サービス付き販売 】
お客様は　注文していただく→あとはトレーニングするだけ！

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 →

期間：9 月23 日～10 月24 日まで
半額

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

とももともも
MODEL

STRETCH 
COLON

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

税込\1,990

トレーニングチューブショートトレーニングチューブロング

税込\1,290税込\2,990

自宅で簡単！筋トレ＆ストレッチ！

半額半額

￥990 →

限定

岸和田店

日の出店

アスリートショップ

アスリートショップ

2個
セット

税込\490筋肉の
ダメージを

ケア

スポーツ後のケアに
おすすめ！疲労した筋
肉をサポートします。

アイシングバッグ（氷嚢）
2 個セット  ￥990 →

約300坪

ボクシンググローブＴＨＵＮＤＥＲ ＭＯＤＥＬ
￥8,990 →

税込\4,490

雷をモチーフに
したデザイン

お得

減量用サポーター（太もも）

減量用スパッツ スリムラップ減量用ウエストベルト（面ファスナー） 減量用サイベルト

フラットからインクラインまで
ベストポジションに

角度調整が設定可能。

半額満載！

トランポリン運 動で自宅でらくらくエクササイズ！

税込\4,990

ハンドル付でお子様から
大人まで安心・安全に。
六角形で広めの面積なトランポリン。
ハンドル付でお子様から大人まで安全に
お使いいただけます。

お得

ラ バ ー プ レ ー ト ２

半額
在 庫 限 り
な く な り
次 第 終 了

Home Use 

レザージャンプロープ

税込\9903足
MENS
WOMEN

3足
どれでも

ソックス大放出！スポーツ サポート機能でトレーニング

に最適なソックス。

快適な履き心地！

ソックス各種

在庫
限り

※セール対象商品については、必ずスタッフにご確認下さい。

ランニングキャップサンブロック
（クールパッド付き）

税込\990
PC・携帯・スマホからのご注文は

bodymaker.jp※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。

トレーニングサポートグッズや格闘グローブ

税込\1,990

HIP
TRAINERＢＭ６ＰＡＣＫ

税込\1,990税込\2,990 税込\1,490

税込\4,990 税込\1,490

お腹周り（腹筋・ウエスト）
を効率的に鍛える

二の腕や太ももなどを
効率的に鍛える

ＢＭ６ＰＡＣＫ

ＷＩＮＧ

目指すは張りのあるヒップ
BM 6PACK貼るだけ筋トレ

￥3,990 → ￥2,990 →

2 個セット
売り

税込\1,990￥3,990 → ￥1,990 →

￥1,990 →

￥9,990 → ￥2,990 →

￥1,990 →

https://www.bodymaker.jp/shop/g/gTM066MB/
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83%89%83o%81%5B%83v%83%8C%81%5B%83g2
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gTG084NVYE/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMBG23/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMBG25/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gTTG/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gTTS2BKYE/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gFMPPI/
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83T%83%93%83O%83%89%83X
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAC067WH/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gTM144BKYE/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gBR050BL/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gTM077CF/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gBR051BL/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gBK075BKBL/
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83E%83H%81%5B%83%5E%81%5B%83v%83%8B%81%5B%83t%83%7E%83j%83o%83b%83O%81%40%83J%83%82%83v%83%8A%83%93%83g
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAC039OR/
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83%8F%83C%83h%83T%83%93%83o%83C%83U%81%5B
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAR018MBKPI/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMG282MCFBL/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMG283MCFBL/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMG282MCFRG/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMC022MCF/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gTG265CF/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gTG294BKYE/
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/gGS019BK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gGS016SCF/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gGS018BK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gGS021SBKYE/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gTG293BKYE/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gTG336SBK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gKG074BK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gTG312/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gTG316SBK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gGM027M/
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%8B%40%94%5C%90%AB%83T%83%7C%81%5B%83g%83%5C%83b%83N%83X
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%82T%96%7B%8Ew%83T%83%7C%81%5B%83g%83%5C%83b%83N%83X%81%40%82v%82n%82l%82d%82m
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%82T%96%7B%8Ew%83T%83%7C%81%5B%83g%83%5C%83b%83N%83X
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gFY001LPI/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gFBA65BKYE/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gTG311/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gTG049STBL/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMF041SM/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMF045BK/
https://www.bodymaker.jp/shop/secure/store.aspx

