
トレーニングに最適な
コンプレッションウエア。

PC・携帯・スマホからのご注文は

bodymaker.jp

ビッグ
チャンス

スポーツ用に作られた
インナーショーツ。 サポート機能がランニングや

ウォーキングを楽しくする。SPORTS
　SOCKS

ご家族そろってどうぞ！軽くて履きやすい！通気性・柔軟性抜群！  

お子様サイズも豊富！ぜひこの機会に！

ボディメーカー人気のシューズ！ 1足購入でその場でもう1足プレゼント！

在庫
限り

家族で履ける。サイズも豊富。軽くて履きやすい！アッパーニットスニーカー Air Cushion ！

 Air Cushion
優れたクッション性。

アッパーニットスニーカー
エアクッション コンパクトに

収納できる。

滑り止め機能と耐久性。
“ オールラウンド アクティブ ”

コ ン パ ク ト
シューズ

20cm・21cm・22cm・23cm

￥990税込

なくなり
次第終了

アッパーニットスニーカー

最も人気のシューズ各種

人気の
子供サイズ！

お子様サイズの有・無はスタッフまで。

皇治
MODEL

WHITE
SNEAKERS

ホワイトスニーカー

人気20cm~28cm
23cm~28cm

22cm~28cm

【1足】対象商品はスタッフまで。

ブレード（刃）をモチーフにした今までにない新しい感覚！

U P P E R   K N I T   S N E A K E R S   B L A D E
近未来系ソール

アッパーＮＥＴスニーカー
ブレードモデル

 NEW Type ￥2,990税込

 Air Cushion
優れたクッション性。

サーキュラニット  エアクッション
Upper NET Sneaker Air Cushion

アッパー NET スニーカーエアクッション

人気デザインシューズ各種
対象商品はスタッフまで。

在庫
限り

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

22cm~28cm

23cm~28cm

22cm~28cm

MODEL

皇治

ビッグ
チャンス

ボディメーカー GO【通販でもご購入いただけます】

伸縮性に優れたジム・ヨガなどに活躍するウエア。人気のスポーツ用インナーショーツも。

ＷＯＭＥＮフィットネスウエア各種

￥990税込

ソックス各種

￥990税込

インナー パンツ各種

￥990税込

【3着】
【3足】

【1着】

MODEL
とももと もも

人気

人気ＢＭ・ＦＩＸ  ＷＯＭＥＮブラトップ

ＢＭ・ＦＩＸ  ＷＯＭＥＮ
レギンス

WOMEN
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

どれでも
組み合せ

自由

対象商品はスタッフまで。

対象商品はスタッフまで。

１着売：税込￥490

どれでも

【3着】で

FIX 
WOMEN

B O D Y M A K E R 人 気 の 定 番！
ソ ッ ク ス が お 買 い 得 ！

TRAINING & FITNESSアイテム

ヨガマット   厚み    ４ｍｍ
とももともも
MODEL

Home Use 
安心・安全な
アンチバースト仕様。

ライト

ミディアム

ハード

どれでも

【2点】で
ヨガやピラティス
ストレッチなどに…

宅トレ

ヨガや筋トレに即戦力！

Home Use 

バランスボール

人気のフィットネスアイテム各種

￥1,990税込【2個】

い つ で も ど こ で も 自 宅 で す ぐ にト レ ー ニ ン グ！ STRETCH 
COLON

対象商品はスタッフまで。

BEAUTY BAND

ＢＭ・ＦＩＸ  ＷＯＭＥＮタンクトップ

ストレッチコロン（カバー付き）

￥3,740税込Home Use 

Home Use 

※女性やキッズに
3kg がおすすめ

メディシンボール 3kg

￥1,990税込

※ 5kg も
ございます。
税込￥2,640

人気

ジム、ヨガ、トレーニングなどに…
人気のフィットネスアイテム。

【2足で】

衣替えの季節！この秋の注目人気商品勢ぞろい。スポーツ・カジュアルにも使えるアイテム多数。

秋物先行セールひと足お先にお買い得！

ペアで家族で楽しもう！秋のスポーツ＆カジュアル。

皇治
MODEL

裏起毛
ストレッチ

SPORTS MIX

ストレッチ性のある裏起毛ジャージ生地と中綿キルティン
グをミックスしたスポーツ系アウター。

BM TECH
MIX パーカー１ 裾にファスナーを付け、フィット

感のあるパンツに仕上げました。

トレーニングインナーパンツ

トレーニングインナーパンツ
ミドルタイプ

押さえ付けのない解放的な穿
き心地よさ。

通気性に配慮し、本体部分は
地柄の入った生地を使用。

新作

在庫
限り

数量
限定

１足売：税込￥1,990

ユニセックス

人気 ￥1,990税込

バランスマット

自宅で安全・
安心トレーニング！

とももともも
MODEL

どれでも
組み合せ

自由

￥3,990税込

とももともも
MODEL

SALE

ONE  MILE秋物
先行

53%
OFF

ちょっとした外出やお家時間にも…
ビッグシルエットで今風にコーデ。

53%
OFF

52%
OFF

快適にスポーツを！進化するTRAINING WEAR

高 級 感 あ る
ツ イ ー ド 素 材

bmtw
STRETCH WEAR

メッシュの切替えが、トレーニング
に快適な着心地を。

軽量で速乾性に
優れたパーカー。 在庫

限り

半額

※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。　　　　　　　　　　　広告有効期限：9月23日～11月20日まで
※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閉店セール商品であり、閉店在庫処分でございます。再入荷予定はございません。必ず店舗でご確認ください。

FALL ＆WINTER ADVANCE SALE

ＢＭ・ＴＥＣＨ   ＭＩＸ    
パーカー１

￥3,990税込

これからの季節に！おしゃれ＆機能性プラス秋・冬物アウター。

ＢＭ・ＴＥＣＨ   ＭＩＸ    
パーカー 2

￥3,990税込

BM TECH
MIX パーカー2

裏起毛
ストレッチ

ソフトタッチかつ伸縮性に富んだ新しい感触のニット素材を採用

ｂｍｔｗ　ストレッチ
トレーニングジャケット

bmtw ハイパーストレッチ
ハーフジップ

bmtw ハイパーストレッチ
ハーフジップ

bmtw ラッシュガード
ロングスリーブ 1

bmtw ラッシュガード
ロングパンツ

bmtw ラッシュガード
ロングスリーブ２

ｂｍｔｗ　ストレッチ
トレーニングパンツ

￥3,990税込

￥2,490税込
￥2,990税込

￥2,990税込
￥2,990税込

￥2,990税込

￥3,490税込

高めの衿で冷たい風から首元を守
ります。（ジャケットタイプ）

BODYMAKER人気の定番！インナーパンツがお買い得！

人気のインナー  パンツ！

ユニセックス

ヘビースウェットクロップパンツ
ＷＯＭＥＮ

￥3,990税込

オーバーヘビースウェット
パーカー　ＷＯＭＥＮ

￥2,990税込
￥2,990税込

￥2,990税込
￥2,990税込

￥2,490税込

暖か裏
フリース

ＢＭ・ＴＥＣＨ
ダブルフェイスツイードジャケット

￥3,990税込

SALE SALE

SALE SALE SALE SALE SALE

全てのアスリートのための日本発スポーツブランド 

定価：税込￥7,480定価：税込￥7,480

46%
OFF

46%
OFF

ワンマイル   トレーナー
ｂｍｔｗ  ＢＭ・ＧＹＭウェア 
ジップアッププルオーバー  ＷＯＭＥＮ

ｂｍｔｗ  ＢＭ・ＧＹＭウェア 
ロングパンツ  ＷＯＭＥＮ

定価：税込￥6,380 定価：税込￥3,740

定価：税込￥10,780定価：税込￥10,780

62%
OFF 62%

OFF

20%
OFF

ワンマイル   フーディ
定価：税込￥6,380

ワンマイル   フーディ
定価：税込￥5,280

定価：税込￥9,68058%
OFF

https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMS146MBE/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMS147MBE/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMS148MBE/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gWY086SGY/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gWY082MBE/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gWY082MBE/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gWY084SGY/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gWY081MPI/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMJ142MCH/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMJ142MCH/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMJ143MBKGR/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMJ147MGY/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMK174MCF/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMJ144MBK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMS156MGR/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMS157MGR/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMG320MCH/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMG322MBK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMG324MRG/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAS09220CF/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMI080MBK/
user
長方形

user
長方形

user
テキストボックス
店舗限定

user
テキストボックス
店舗限定

user
長方形

user
テキストボックス
店舗限定

https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMBG23/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gTG383BKWH/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gFY007BL/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAS06822/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAS10423BK/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gMI081MBL/
user
画像

user
画像



PC・携帯・スマホからのご注文は

bodymaker.jp ※広告有効期限／2022 年9 月23 日~11 月20 日まで□ BODYMAKER 株式会社 〒 564-0062 大阪府吹田市垂水町 3-16-17 ※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。予めご了承下さい。※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。

■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。

トレーニングを始めるなら…  BODYMAKER 直営店。これからの日常にあったウェア・トレーニング用品を提案します。

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（年中無休）
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

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 

アリオ鳳店

ヨドバシ梅田タワー
LINKS UMEDA 店

ヨドバシ梅田タワー
LINKS UMEDA 店

ヨドバシ梅田タワー
LINKS UMEDA 店 イオンモール福岡店
BM アスリート
PRO SHOP 東大阪店

マシン・ダンベル類豊富に格闘用品も充実取扱い 【アパレル品が充実の品揃え】 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

〒 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

駐車場無料サービス有り

〒 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 ～ PM8：00（年中無休）
TEL：052-655-5422

ららぽーと名古屋
みなとアクルス店

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  1 階   AM10：00 ～ PM8：00

（年中無休）TEL：072-447-5824

岸和田カンカンベイサイド
モール WEST 店

駐車場無料サービス有り

〒 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

イオンモール日の出
アスリートショップ日の出店

駐車場無料サービス有り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
AM11：00 ～ PM7：00（年中無休）
TEL：072-247-8512

〒 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 

（金土日のみ営業）TEL：0724-47-7208

フレスポしんかな店アスリートショップ岸和田

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

ららぽーと沼津店

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

〒 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

ららぽーと海老名店

駐車場無料サービス有り

〒 811-2303　福岡県糟屋郡粕屋町大
字酒殿字老ノ木 192-1   2 階
AM10：00 ～ PM9：00（年中無休）
TEL：080-9124-2777

イオンモール福岡 2F
BMイオンモール福岡店

BODYMAKER
直営店舗情報

〒 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

最新情報や新機能
を常に更新！
公式アプリがお得！

【対応バージョン】
▼インストール可能 OS バージョン
　iOS：12.4 以上　Android：6.0 以上
▼推奨 OS バージョン
　iOS：12.4 以上　Android：8.0 以上

【主な機能】
◆クーポン機能
◆ショップ検索・最新カタログも楽しめます。
◆ PC サイトと連携
◆プッシュ通知
◆ポイントサービス

アプリの
ダウンロードは
▼こちらから

閉店売りつくしセール開催中
あと2日 < 9月25日㊐閉店 >

駐車場無料サービス有り

神戸市垂水区小束山手 2-2-1
AM10：00 ～ PM8：00
TEL：078-647-8882

ブランチ神戸学園都市店 

郷ひろみ

CM
放映中

ボディメーカーのサポーターは、各部位ごとに専用開発されています。サポートしたい部分にしっかりとフィットし、安心・安全にお使いいただけます。また、通気性が良く
長時間の使用でもムレにくく不快感を軽減。また、常にお客様のお声を反映し、よくある問題点など改善を繰り返しご利用者様から喜びの声を多数いただいております。

日常生活や仕事・スポーツでのケア … サポーターならボディメーカーにおまかせください。

通気性に優れ、
腰全体を快適にサポート。

大ヒット！
宅トレマシン

お買い求めは、お近くのBODYMAKER直営店舗へ

RUNNING GOODS ランニング・ウォーキングを
楽しくより快適にするグッズ。

用途によって使い分けれるランニングバッグも豊富。 スポーツ
サングラス

紫外線から目を守る

SUNGLASSES

本格的スポーツマスク + ３Ｄノーズクッションフレーム

とももともも
MODEL

手洗い
可能

2個入り

３足セットショートソックス
（ボトルカバー付き）

各種
２セットで

￥990税込

セットで
￥990税込

バッグ・キャップ・サングラス各種

￥1,990税込

背中の角度を自動的に感知し振動する
事で、正しい姿勢を促します。

男女・子供

振動センサー付き姿勢ベルト

￥1,990税込

美しい姿勢を習慣化し、姿勢を
伸ばすサポーター。

テレワークなど

長時間の座り仕事にも！

「スマホっ首」　

ストレートネック対策に！

Ｙ字型姿勢矯正サポーター

￥990税込

※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。　　広告有効期限：9月23日～11月20日まで
※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。

トレーニング用品・マシンがお得！25 %OFF
MAX

プリント
ランニングボディバッグ

BM Sports Mask 2

どれでも

【3点】で

グラデーションプリント
ランニングキャップ

CAP

ウエストサポーターＳＰ

￥2,990税込

骨盤ベルト

￥990税込

日常生活やスポーツでの腰に負担でお悩みの方に。

ウエストサポーターＳＰ
自宅で簡単！骨盤ケア。歪みを補正し正しい位置へ。姿勢や体幹にも…

骨盤ベルト

二重補助ベルト仕様で

　　　固定力抜群！

締め具合をコントロール

　   快適な装着感。

座り仕事の

　姿勢をサポート！

通気性に優れ快適！あっという間に簡単装着！

■ サイズ： 約 109 × 20cm　  
　ウエイト対応 75-100cm 

■サイズ：フリー

面ファスナー仕様で脱着簡単。老若男女問わず、
日常生活やスポーツシーンにも対応する通気性
の優れた素材を使用。

商品についてはスタッフまで。

Waist Suppoter SP Pelvic Belt

気になる産後の

　骨盤補正にも…

通気性の優れた素材を使用し

　   快適な装着感。

骨盤に馴染み

歪みの補正をサポート。

姿勢や体幹強化にも…
面ファスナーで簡単装着！

定価：税込￥12,650
プレスベンチ

定価：税込￥8,800

定価：税込￥11,800

定価：税込￥8,800 ～

￥6,990税込

￥9,990税込

シットアップベンチ

マッスルトレーナー３

ハンマートーンダンベルセット
20 ｋｇセット～

20%
OFF

腹筋を鍛えて、
理想の美 BODY を
手に入れろ！

15%
OFF

宅トレに最適！コンパクトな
マルチタイプベンチ。

HAMMER TONE
DUMBBELL SET

25%
OFF

MAX

ユニセックスユニセックス

ユニセックス

重さについてはスタッフまで。

￥6,990税込 ～

特徴的な塗装をした薄型プレート。
自宅やジムで場所をとらずに鍛えられる。

ユニセックス

大ヒット!ベンチシリーズ。 ダンベルトレーニングに！

￥10,990税込

13%
OFF

人気

PROTEIN
プロテイン＝身体のことを
考えたタンパク質補給アイテム。

AREUS 粉末プロテイン
 レモン味１kg

￥4,990税込【1袋】

飲んで鍛えろ !

もう1個
 プレゼント！

2袋購入で

貼るだけ筋トレ
BM 6PACK

ＢＭ ６ ＰＡＣＫ
交換用ゲルパッド

￥1,430税込

ＢＭ ６ ＰＡＣＫ

￥3,080税込

ランニングボディバッグ  
ＡＭＩＭＥ

BAG プリントランニング
バッグ

ランニング
ボディバッグ  

ベンチレーション
ランニングバッグ

２ＷＡＹボディ
バッグボタニカル柄

メタリックランニング
リュック

プリントメッシュ
キャップ

ランニングバッグ
ベンチレーション

対象商品はスタッフまで。

ミ ッ ク ス ボ ー ダ ー
シ ョ ー ト ソ ッ ク ス
WOMEN（５足セット）

写真はトレーニング
イメージです。

セット売り

お得なセット売り！

どれでも
組み合せ

自由

マット：長さ 1.5 ｍ×幅 1.0 ｍ×厚み 6 ｍｍ

GO
ボディメーカーで

HOME GYM DX

自宅でのトレーニング用に開発された省スペース設
計。ホームユース向けに開発された、総合トレーニン
グマシン、ホームジム。ホームユースを前提にした設
計コンセプトが、わずかな空間があれば設置できるコ
ンパクトさを実現。1 畳程のスペースがあれば十分に
設置可能な省スペース設計となっています。

テレビC M 公開記念スペシャル企画

ボディメーカー GO

ホームジムＤＸ  トレーニングマットセット

￥50,000税込

HPで動画公開中
ここをチェック→

宅トレだから、時間を気にせず

いつでも始められます。

全てのアスリートのための日本発スポーツブランド 

１
畳
分
の
ス
ペ
ー
ス
が

ジ
ム
に
な
る

マット
付き

さぁスポーツの秋！トレーニングを始めるなら今！！この機会にぜひ！

「人生100年時代、カラダを鍛えて
健康寿命を伸ばしましょう！」

今、 最も売れてる！サポーターアイテム。

https://www.bodymaker.jp/shop/g/gTM066ST3/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gTM174BKYE/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gTM083BKYE/
https://www.bodymaker.jp/shop/r/rff02/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gTM061BKYE/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gCD003/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/g2CBB/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gTG111ST2/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gTG136/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAD005/
https://www.bodymaker.jp/shop/g/gAD004/
user
長方形

user
テキストボックス
店舗限定

user
長方形

user
テキストボックス
店舗限定




