
商品ラインナップ



››WPCプロテイン

高品質、低価格で大好評の国産ホ
エイプロテインシリーズ。ナチュ
ラルはモンドセレクション最高
金賞を8年連続受賞。たんぱく質
と相性が良いビタミンCとビタミ
ンB₆を配合。

ナチュラル さわやかミルク風味

››WPCプロテイン

濃厚さとゴクゴク飲めるさっぱ
り感を高い次元で実現した、既存
のチョコ系風味とは一味違う
チョコ風味です。

激うまチョコ風味
››WPCプロテイン

豊かな甘みと濃厚な完熟バナナ
の風味の虜となる方続出で、ファ
ンが多いフレーバーです！

そんなバナナ風味

››WPCプロテイン

女性人気NO.1！程よい酸味とベ
リーの香りが、極上の飲みやすさ
を演出するフレーバーです。

ベリベリベリー風味

››WPCプロテイン

酸味を程よく利かせた濃厚なフ
ルーティーテイストが特徴！

情熱のパッションフルーツ風味
››WPCプロテイン

濃厚かつ豊かな甘みで
まるでカフェスイーツのような
味わいを実現しました。

キャラメル珈琲風味

●3,980円1
kg●3,980円1

kg

››WPCプロテイン

玉露入り！本格的な風味はまる
で抹茶ラテのような味わい！

抹茶のチャチャチャ風味
››WPCプロテイン

もはやご褒美！メロンシャーベッ
トのような風味を再現！

めろめろメロン風味

●3,980円1
kg●3,980円1

kg

●14,900円5
kg ●3,480円1

kg

5
kg

1
kg

●17,400円5
kg ●3,980円1

kg

5
kg

1
kg

5
kg

1
kg

●17,400円5
kg ●3,980円1

kg

5
kg

1
kg

●17,400円5
kg ●3,980円1

kg
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●300円1
袋

››WPCプロテイン

ビーレジェンドの違いが分かる！
とにかく激うまなフレーバー！持
ち運びも可能な１食分の個包装
です。

激うまチョコ風味【お試し】
››WPCプロテイン

ファン多数！濃厚な完熟バナナ
の風味を再現！持ち運びも可能
な１食分の個包装です。

そんなバナナ風味【お試し】

●300円1
袋

››WPCプロテイン

女性人気NO.1！程よい酸味とベ
リーの香りがプロテインタイム
を楽しみにさせます！持ち運び
も可能な１食分の個包装です。

ベリベリベリー風味【お試し】

●300円1
袋

››WPCプロテイン

ビーレジェンド人気No.1！すっ
きり飲めて飽きが来ません！持
ち運びも可能な１食分の個包装
です。

●300円1
袋

ナチュラル さわやかミルク風味【お試し】

››WPCプロテイン

もぎたてピーチが持つみずみず
しさ、フレッシュ感を再現したご
褒美フレーバーです。

ぴちぴちハッピーチ風味
››WPCプロテイン

人気品種「あまおう」を使用！い
ちごらしいみずみずしさの再現
に成功！甘ったるくなくすっきり
した口当たり！

初恋のいちご風味

●3,980円1
kg●3,980円1

kg

››WPCプロテイン

ほんのり甘酸っぱいヨーグルト
の風味とクリーミーなまろやか
さのハーモニーを堪能できる爽
やかなフレーバー

よう振るとヨーグルト風味【お試し】

●300円1
袋

››WPCプロテイン

衝撃の鬼すっぱさ！トレーニング
後でもすっきり美味しくお召し
上がりいただけます。

背中に鬼レモン風味【お試し】

●300円1
袋
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左記アイコンが掲載されている商品はインフォームドチョイスの認可を受けています。
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●4,200円1
kg

WEIGHT DOWN （ウエイト ダウン）
濃厚バナナラテ風味

毎日でも飲みたくなる美味しい
ダイエットサポートソイプロテイ
ン登場！満腹感が持続しやすく
ボディメイク時にも効果的です。
甘さ控えめで飲みやすいバナナ
ラテ風味。

››ソイプロテイン

●300円1
袋

››WPCプロテイン

玉露入り！本格的な風味はまる
で抹茶ラテのような味わい！持
ち運びも可能な１食分の個包装
です。

抹茶のチャチャチャ風味【お試し】

››WPCプロテイン

濃厚かつ豊かな甘みでまるでカ
フェスイーツのような味わいを
再現！持ち運びも可能な１食分
の個包装です。

キャラメル珈琲風味【お試し】

●300円1
袋

››WPCプロテイン

マンゴーのトロピカルな甘みと
ほのかな酸味がマッチしたまろ
やかな味わい。

GO!GO!マンゴー!風味【お試し】

●300円1
袋

››WPCプロテイン

プロテインにおいて画期的な
程よい酸味と濃厚さが特徴！持
ち運びも可能な１食分の個包装
です。

情熱のパッションフルーツ風味【お試し】

●300円1
袋

››WPCプロテイン

もはやご褒美！メロンシャーベッ
トのような風味を再現！持ち運
びも可能な１食分の個包装です。

めろめろメロン風味【お試し】

●300円1
袋

●300円1
袋

››WPCプロテイン

人気品種「あまおう」を使用！い
ちごらしいみずみずしさの再現
に成功！甘ったるくなくすっきり
した口当たり！持ち運びも可能
な１食分の個包装です。

初恋のいちご風味【お試し】

●300円1
袋

››WPCプロテイン

もぎたてピーチが持つみずみず
しさ、フレッシュ感を再現したご
褒美フレーバーです。持ち運びも
可能な１食分の個包装です。

ぴちぴちハッピーチ風味【お試し】
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カゼイン＆ホエイ
いちごミルク風味

就寝前などは勿論、ダイエット中
の方にも嬉しい腹持ちの良さが
特徴。絶妙な甘みとさわやかさの
バランスを実現したいちごミル
ク風味です。

››その他プロテイン

●4,780円1
kg

カゼイン＆ホエイ
大人のミルクティー風味

就寝前などは勿論、ダイエット中
の方にも嬉しい腹持ちの良さが
特徴。ほんのり甘くて後味もまろ
やか、ちょっぴり大人なミルク
ティー風味です。

››その他プロテイン

●4,780円1
kg

みんなの愛すココア風味 （WPI製法）
従来のプロテイン（WPC）よりも
さらに乳糖や脂質などを多く除去
できる独自精製法により作られた
プロテイン「WPI」。ココアの風味
が香りつつ、運動後にもすっきり
飲める美味しいフレーバーです。

››WPIプロテイン

●4,780円1
kg

●4,780円1
kg

バナナんバナナんバーナーナ♪風味 
 （WPI製法）

従来のプロテイン（WPC）よりも
さらに乳糖や脂質などを多く除
去できる独自精製法により作ら
れたプロテイン「WPI」。甘さ控え
めで、口当たりの良いすっきりし
たバナナのフレーバーです。

››WPIプロテイン

●3,480円750
g

ジュニアプロテイン
すくすくチョコ風味

子どもの身体や骨の成長に欠か
せないカルシウム、たんぱく質を
高配合！子ども達に大人気の
チョコ風味！すっきりとした甘み
と自然な後味。

››子供用プロテイン

WEIGHT DOWN （ウエイト ダウン）
さっぱりヨーグルト風味

毎日でも飲みたくなる美味しい
ダイエットサポートソイプロテイ
ン登場！満腹感が持続しやすく
ボディメイク時にも効果的です。
甘さ控えめのすっきりしたヨー
グルト風味です。

››ソイプロテイン

●4,200円1
kg

WEIGHT DOWN （ウエイト ダウン）
よりそいココア風味

毎日でも飲みたくなる美味しい
ダイエットサポートソイプロテイ
ン登場！満腹感が持続しやすく
ボディメイク時にも効果的です。
甘さをおさえたココア風味です。

››ソイプロテイン

●4,200円1
kg

●4,780円1
kg

地中海レモン風味 （WPI製法）
従来のプロテイン（WPC）よりも
さらに乳糖や脂質などを多く除
去できる独自精製法により作ら
れたプロテイン「WPI」。まるでレ
モンシャーベットのような味わ
いです。

››WPIプロテイン
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超ZOURYO
チョコっとどころじゃないチョコ風味

なんと１食で約1000kcal、たん
ぱく質40ｇ、炭水化物100ｇ以
上配合！増量で悩んでいる方に
喜んでいただける商品です。味は
カフェ顔負けの本格的な濃厚
チョコ味で抜群の美味しさです！

››そ の 他

●15,400円5
kg

●4,980円500
g

BCAAの黄金比、バリン1:ロイシ
ン2:イソロイシン1でブレンド。
運動のサポートや頑張りの持続、
身体のコンディション維持にお
役立て下さい。BCAA独特の苦
味を取り除いたレモン風味です。

››ア ミ ノ 酸
BCAA【500g】
だってレモンだもん風味 

●9,800円1
kg

BCAAの黄金比、バリン1:ロイシ
ン2:イソロイシン1でブレンド。
運動のサポートや頑張りの持続、
身体のコンディション維持にお
役立て下さい。BCAA独特の苦
味を取り除いたレモン風味です。

››ア ミ ノ 酸
BCAA【1kg】
だってレモンだもん風味 

●3,480円420
g

BCAA SUPER AMINO FLOWSION
もう１レップ！グレープ風味

溶けやすく、苦みを抑えた美味し
いBCAAドリンク。BCAAに加え、
グルタミン、シトルリン、クエン酸、
ビタミンB6、カリウム、ナトリウム
も配合。フレッシュな甘みとすっき
りした後味のグレープ風味です。

››ア ミ ノ 酸

››WPCプロテイン

●9,980円3
kg

GENMATSU
着色料、香料、甘味料を一切加え
ず高品質のホエイ原料にこだわ
りながらも低価格を実現。ノンフ
レーバー仕様で、ホエイ原料その
ものの味を楽しめます。

●2,480円300
g

クレアチン【300g】
クレアチンは、30秒未満で繰り返し
激しく行う無酸素運動でエネルギー
になるといわれ、瞬発系アスリートや
理想の身体が欲しい人におすすめ。
高品質クレアチンモノハイドレート
であるクレアピュア®を100％使用。

››ア ミ ノ 酸

●4,580円1
kg

グルタミン【1kg】
グルタミンは生体内にもっとも多く含
まれているアミノ酸で、運動後、トレー
ニング後の疲労時に飲むことで免疫力
低下を防ぐことが期待できます。また１
食分に250億個の乳酸菌も配合。総合
的に体調を整えることが期待できます。

››ア ミ ノ 酸
グルタミン【200g】

グルタミンは生体内にもっとも多く含
まれているアミノ酸で、運動後、トレー
ニング後の疲労時に飲むことで免疫力
低下を防ぐことが期待できます。また１
食分に250億個の乳酸菌も配合。総合
的に体調を整えることが期待できます。

››ア ミ ノ 酸

●1,480円200
g
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●298円1
本入●2,500円

まとめ買いで１本250円

10
本入

SASAMI
プレーン

九州産鶏ササミを使用。国内製造
にこだわりました。炭水化物ゼ
ロ、脂質も限りなくゼロに抑えて
たんぱく質を摂取できる無添加
のササミスティック。

››フ ー ド

●3,480円420
g

BCAA SUPER AMINO FLOWSION
ふるふるフルーツパンチ風味

溶けやすく、苦みを抑えた美味し
いBCAAドリンク。BCAAに加
え、グルタミン、シトルリン、クエ
ン酸、ビタミンB6、カリウム、ナト
リウムも配合。自然な甘さと香り
のフルーツパンチ風味です。

››ア ミ ノ 酸

（定期購入）
 送料無料 4,980円
●5,980円1本
30日分

MEGA
2週間も飛び続ける渡り鳥から
見つかった「オクタコサノール」
を含有でスタミナとタフさをサ
ポート。また疲労軽減注目成分の
「オルニチン」「シトルリン」も配
合しました。

››サプリメント/コンディションサポート

●2,980円1本
30日分

V&M
マルチビタミン＆ミネラル

身体のコンディションに関わる亜
鉛、エネルギーの補給には欠かせな
い鉄、ビタミンC、ビタミンB２、B6、ナ
イアシンをはじめ、不足しがちな体
調を整える栄養素を大幅に配合し
たマルチビタミン＆ミネラルです。

››サプリメント/コンディションサポート

（定期購入）
 送料無料 2,680円

››サプリメント/スポーツドリンク

運動中の栄養補給、リカバリーを促
すスポーツドリンクパウダー。分解
スピードが異なるブドウ糖・マルトデ
キストリンの2種類のエネルギー源
と、リカバリーにクエン酸・ビタミンC
などを配合。※1食分パックです。

●198円1
袋

スポーツ&リカバリー【お試し】
ソルティーラララライチ風味

●2,980円1
kg

スポーツ&リカバリー
ソルティーラララライチ風味

運動中の栄養補給、リカバリーを促す
スポーツドリンクパウダー。分解スピー
ドが異なるブドウ糖・マルトデキストリ
ンの2種類のエネルギー源と、リカバ
リーにクエン酸・ビタミンCなどを配合。
運動中もすっきり飲みやすい味です。

››サプリメント/スポーツドリンク

●540円
３個以上のまとめ買いで１個500円

180
g

マッチョカレー
レトルトカレーなのにたんぱく質
が31.7ｇも摂れる優れもの！市
販のレトルトカレーと比較してく
ださい！国内産の鶏肉が沢山
入っており、本格的な中辛味で体
も心も大満足！

››フ ー ド
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©2021 FUJIYA CO.,LTD.　© 2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L637924

●440円650
ml ●440円650

ml ●440円650
ml●●●●650●●

beLEGEND
ダンベルシェイカー 
【GREEN×CLEAR】

››シェイカー
beLEGEND
ダンベルシェイカー 
【RED×CLEAR】

››シェイカー
beLEGEND
ダンベルシェイカー 
【BLACK×CLEAR】

››シェイカー

©2021 FUJIYA CO.,LTD.　© 2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L637924

beLEGEND
ペコ＆ポコ 
ダンベルシェイカー
【RED×CLEAR】

●570円650
ml

››シェイカー

JIYA CO.,LTD.　© 2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L637924

beLEGEND
ハローキティ
ダンベルシェイカー
【RED×CLEAR】

●570円650
ml

››シェイカー
ジャンボシェイカー
漆黒

●1,200円870
ml

››シェイカー››シェイカー

●●●●650●●

beLEGENDbeLEGEND
ダンベルシェイカー ダンベルシェイカー 
【RED×CLEAR】【RED×CLEAR】

››››› シェイカー

››››› シェイカー

beLEGENDbeLEGEND
ダンベルシェイカー ダンベルシェイカー 
【BLACK×CLEAR】【BLACK×CLEAR】

›››››

購入するたびにポイントがザクザク貯まる！

RSポイントについて
弊社直営サイト(https://store.belegend.jp)では
�回のお買い物につき、�%のポイントが付与されま
す。貯まったポイントは�ポイント�円として次回の
お買い物の際にご利用いただくことができるのでお
得にお買い物ができます。

毎日のトレーニング
管理機能

ポイント毎日2倍！
ショッピング機能

買い忘れ防止！
サプリ管理機能

変化を実感！
体重管理機能

いっしょに成長！
オリジナルキャラクターリジナ キャラクター

ダウンロードは
コチラから!!

ポイントアップ
キャンペーン
定期開催!!

さらに！
！

いつでも
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商品名 価格（税込） 価格（税込） 価格（税込）数量 商品名 数量 商品名 数量

ナチュラル さわやかミルク風味 3,480

激うまチョコ風味 3,980

そんなバナナ風味 3,980

キャラメル珈琲風味 3,980

ベリベリベリー風味 3,980

情熱のパッションフルーツ風味 3,980

めろめろメロン風味 3,980

抹茶のチャチャチャ風味 3,980

初恋のいちご風味 3,980

ぴちぴちハッピーチ風味 3,980

ナチュラル さわやかミルク風味■5kg  14,900

激うまチョコ風味■5kg  17,400

そんなバナナ風味■5kg  17,400

ベリベリベリー風味■5kg  17,400

超ZOURYO■5kg  15,400

GENMATSU■3kg   9,980

ナチュラル さわやかミルク風味 300

激うまチョコ風味 300

背中に鬼レモン風味 300

よう振るとヨーグルト風味 300

GO!GO!マンゴー!風味 300

そんなバナナ風味 300

キャラメル珈琲風味 300

ベリベリベリー風味 300

情熱のパッションフルーツ風味 300

めろめろメロン風味 300

抹茶のチャチャチャ風味 300

初恋のいちご風味 300

ぴちぴちハッピーチ風味 300

WEIGHT DOWN よりそいココア風味 4,200

WEIGHT DOWN 濃厚バナナラテ風味 4,200

WEIGHT DOWN さっぱりヨーグルト風味 4,200

すくすくチョコ風味 3,480

地中海レモン風味 4,780

みんなの愛すココア風味 4,780

バナナんバナナんバーナーナ♪風味 4,780

いちごミルク風味 4,780

大人のミルクティー風味 4,780

ふるふるフルーツパンチ風味 3,480

もう１レップ！グレープ風味 3,480

ソルティー ラララライチ風味■1kg  2,980

ソルティー ラララライチ風味（お試し1袋） 198

BCAA だってレモンだもん風味■500g  4,980

BCAA だってレモンだもん風味■1kg  9,800

クレアチン■300g  2,480

グルタミン■1kg  4,580

グルタミン■200g 1,480

MEGA（30日分） 5,980

V＆Mマルチビタミン（30日分） 2,980

マッチョカレー 中辛■180g  540

SASAMIプレーン（1本） 298

ダンベルシェイカー 【BLACK×CLEAR】■650ml  440

ダンベルシェイカー【RED×CLEAR】■650ml  440

ダンベルシェイカー 【GREEN×CLEAR】■650ml  440

ペコ＆ポコ ダンベルシェイカー【RED×CLEAR】■650ml  570

ハローキティ ダンベルシェイカー【RED×CLEAR】■650ml  570

ジャンボ シェイカー ボトル 漆黒■870ml  1,200

掲載されていない商品はこちらにご記入ください。 クーポン記入欄

お名前

ふりがな お届け先

電話番号 メールアドレス

FAX注文専用用紙 FAX:0120-242-215

当社では、お客様よりお預かりしました個人情報をご購入商品の納品、ダイレクトメールの送付およびメールマガジン配信のために使用いたします。また、法令の規定等によ
る場合を除き、お客様の同意を得ずに第三者に提供することはございません。前述の利用目的達成の範囲内において当該委託先を適切に監視いたします。個人情報の提出
については、お客様の自由なご判断にお任せいたしますが、必要事項の中でご提出いただけない個人情報がある場合、サービスの一部をお受けいただけない場合がございま
すので、ご了承ください。個人情報の通知・開示・訂正・追加・削除・利用または提供を拒否される場合においては、株式会社Real Style個人情報相談窓口までご連絡ください。

個人情報の取り扱いについて
ご確認、ご同意の上、お申し込みください

ソイプロテイン（1kｇ）

WPCジュニアプロテイン（750ｇ）

WPIプロテイン（1kｇ）

シェイカー各種

カゼイン＆ホエイプロテイン（1kg）

フード

スポーツ&リカバリー

BCAA SUPER AMINO FLOWSION（420g）

サプリメント各種

24時間
受付

【支払い方法】代金引換 ・7,000円未満のご注文の場合、送料全国一律660円・代引手数料330円が別途必要です。
・7,000円以上のご注文で送料・代引手数料無料

WPCプロテイン（お試し1袋）

WPCプロテイン（1kｇ）


