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当社子会社である株式会社ビーアンドディー（本社・東京都豊島区、代表取締役社長 髙倉 豊、以下「B&D」）は 2017 年

12 月 28 日（木）より RIZAP グループに加入したことを記念し、2018 年 1 月より「B&D ジョインキャンペーン」を開始いたしました。

また、1 月 21 日（日）より、B&D 川崎店にて RIZAP トレーナーによる無料レッスンを開始いたします。 

 

 

B&D は、競技人口の多いサッカーやランニング商材を主力とし、「顧客への寄り添い」を強みとした本格派のプロスポーツショップです。

この度、「B&D」と「RIZAP」の強みを活かし、３つのキャンペーンを同時にスタートいたします。 

 

RIZAP グループでは今後も、グループ会社と連携して実施する様々な取り組みを通じて、多くの人々の健康で輝く人生をサポートし、

日本の健康課題への貢献を目指してまいります。 

 

 

【キャンペーン内容】 

１．RIZAP コンプレッションウェア「COMMIT」購入で、LIMIT＋サプリメントをプレゼント 

２．B&D での購入レシート持参で RIZAP ボディメイクプログラムが最大 30,000 円値引き 

３．B&D 川崎店での RIZAP トレーナー無料レッスン ※川崎店のみ 

 

 

 

 

 

 

 B&D×RIZAP「ジョインキャンペーン」開始！ 
B&D 川崎店での RIZAP トレーナーによる無料レッスンなど３つのキャンペーンを同時にスタート 

～「学べるショップ」としての新たなサービス確立を目指す～ 
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１．RIZAP コンプレッションウェア「COMMIT」販売開始キャンペーン 

 

RIZAP の提供する高性能コンプレッションウェア「COMMIT」シリーズを B&D 店頭で販売開始することを記念し、購入者に RIZAP

の人気サプリメント「LIMIT+」を先着 1,000 名様へもれなくプレゼントいたします。 

 

■期間：2018 年 1 月～3 月 31 日まで 

■内容：COMMIT シリーズ 1 点購入につき、LIMIT+を 1 袋レジにて進呈 

※上下購入の場合など、複数商品購入の場合は 1 商品につき LIMIT+1 袋を進呈 

※八王子店、水戸店、藤沢北口店は対象外 

■その他：先着 1,000 名様 

 

RIZAP のコンプレッションウェア COMMIT シリーズ 

多くのコンプレッションウェアに見られる,テーピング理論による各部位のサポート機能や着圧機能に加え、大きな筋肉部位に負荷をか

ける「カロリー消費型」コンプレッションウェア。RIZAP コンプレッションウェアのフラッグシップといえるシリーズです。 

価格：4,980 円～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIZAPの人気サプリメント「LIMIT+」 

LIMIT+は崩れたボディバランスを生み出す食習慣を徹底解明して開発されたサプリメントです。成果にこだわった多重ガード成分が、

食事コントロールをサポートします。 
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２．RIZAP ボディメイクプログラム入会キャンペーン 

購入レシート持参で、RIZAP ボディメイクプログラム入会時最大 30,000 円お値引きいたします。 

 

■期間：2018 年 1 月～3 月 31 日まで 

■内容：期間中、B&D の店頭およびオンラインストアにて税込み 10,000 円以上ご購入につき、 

RIZAP 入会時に最大 30,000 円お値引きいたします。 

RIZAP への初回カウンセリング申し込み時、お電話、ならびに Web フォームより「B&D ジョインキャンペーン適用」と 

お知らせください。RIZAP へ来店時にご提示いただくと 16 回以上の各プログラムコースからお値引きいたします。 

※10,000 円以上のご購入…RIZAP のプログラム料金より 10,000 円引き 

        20,000 円以上のご購入…RIZAP のプログラム料金より 20,000 円引き 

        30,000 円以上のご購入…RIZAP のプログラム料金より 30,000 円引き 

 

■注意事項 

・他の割引サービスとの併用はできません。 

・一回のお申し込みに対し、１枚のみレシートが利用可能です。 

・B&D 商品ご購入者様本人のみへ限らせて頂きます。 

・割引時にレシート（オンラインストアの場合はお買い上げ明細書）を回収いたします。 

・経費精算等で証票が必要な方は、店頭お買い上げ時に領収書を受領していただくか、オンラインストアの場合は 

明細書をコピーして保管ください。 

・本割引は RIZAP プログラムのコース料金のみに適用され、その他商品の購入などには利用いただけません。 

 

３．B&D川崎店での RIZAP トレーナー無料レッスン 

 B&D では「学べるショップ」としての新たなサービス確立を目指し、B&D 川崎店にて RIZAP トレーナーによる無料レッスンを開始し

ます。レッスンはボディメイクにつながるトレーニングに加え、子供も楽しく踊れるダンスレッスンを加えることで、幅広いお客様に「学べる

ショップ」を体感いただきます。参加費は無料です。 

 

■「目的のカラダを作る」RIZAP トレーニング 

  講師：RIZAP トレーナー 岩嵜 

  日時：毎週日曜日 17 時～18 時 

  初回：2018 年 1 月 21 日（日）17 時～18 時 

  参加上限：５名 

  参加費：無料 

  内容例：ケガをしないカラダを作るストレッチ／正しいスクワット など 
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■「みんなで楽しく踊ろう！」RIZAP ダンスレッスン 

講師：RIZAP トレーナー 吉田 

日時：毎週土曜日 13 時～14 時 

初回：2018 年 1 月 27 日（土）13 時～14 時 

参加上限：10 名 

参加費：無料 

内容例：名曲に合わせたオリジナルダンス 

 

■対象店舗 

場所：B&D 川崎店  

      神奈川県川崎市幸区大宮町 1310 ミューザ川崎 2F-231 

https://www.bnd.co.jp/shop_detail/kawasaki 

営業時間：10:00～21:00（電話 044-520-1313） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所在地：〒169-0074 東京都新宿区北新宿 2-21-1 新宿フロントタワー31F   

設立日：2003 年 4 月 10 日(2016 年 7 月 1 日 健康コーポレーション株式会社より商号変更)   

資本金：14 億 75 万円   

代表取締役社長：瀬戸 健  

事業内容：当社グループの中長期経営戦略の立案・遂行、グループ各社の事業戦略実行支援・事業活動の管理   

 

 

 

 

 

 

 

所在地：〒170-0013 東京都豊島区東池袋 2 丁目 32 番地 22 

設立日：1992 年 3 月 21 日 

資本金：1 億 8,940 万円   

代表取締役社長：髙倉 豊  

事業内容：スポーツ用品小売業 

会社概要 

https://www.rizapgroup.com/ 

RIZAP グループは「自己投資産業でグローバル No.1 ブランドとなる。」というビジョンを掲げ、全ての人が、より健康に、より輝く人生を送るた

めの「自己投資産業」を事業ドメインとして、世界中から必要とされ続ける商品・サービスを提供し続けることを使命とし事業を推進。常に自

分たちの提供している商品・サービスの価値は何かを突き詰め、これまでにない新しい切り口で「人は変われる。」を証明していきます。 

 

 

 

RIZAP グループ株式会社 

 

http://bnd.co.jp/ 

ビーアンドディーは、社員一人ひとりが「スポーツマンの情熱に応えたい」という信念のもと、“時代の流れや変化をいち早く察知してお客様の

多様なニーズにお応えする”という基本に則って、お客様に「ビーアンドディーで買ってよかった。」と言っていただける地域一番のスポーツ専門

店を目指しています。 

 

 

 

株式会社ビーアンドディー 
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