


Be Pit® 001 / 骨盤加圧スパッツ
メーカー希望小売価格：2,296円（税別）

毎日着けられる補正下着。クロスできめてダブルで上げる。
骨盤引き締め、ヒップアップをサポート。
お肌に触れる生地はふんわり素材、
骨盤とヒップアップにはピットと効くパワーネットを採用。

サイズ：87～95cm（M～L ヒップ）
 92～100cm（L～LL ヒップ）
素材：ポリウレタン61%、綿31%、レーヨン8%

4580383345630(PK-M-L) / 4580383345630(PK-L-LL)JAN：

ピンク / PK



Be Pit® 002 / バストアップブラ
メーカー希望小売価格：2,759円（税別）

伸縮性のある素材がバストアップをサポート。見せブラとしても使えます。
1、Vバックタイプで寄せ上げ効果。
2、下厚PitカップがバストUP。
3、はみ肉を逃さないパワーネット採用。

サイズ：79～86cm（M バスト）
 87～96cm（L バスト）
素材：レース・綿95%、ポリウレタン5% / パワーネット・ナイロン90%、ポリウレタン10%

4580383344091(GY-M) / 4580383344107(GY-L)
4580383344114(BK-M) / 4580383344121(BK-L)

JAN：

グレー / GY ブラック / BK



Be Pit® 003 / 骨盤加圧ベルト
メーカー希望小売価格：3,037円（税別）

上下左右から骨盤を安定させ、しっかりサポートしてくれる、Wベルト仕様ですお洒落なレース仕立
てで、ランジェリーのようなソフトな肌触り。家事やお出かけ中でも締め付け感がなく立ち座りして
もずれにくい、ストレスフリーな女性専用のソフト骨盤ベルトです。
一日中着けていても痛くならず、極薄レースだからアウターにも響きません。

サイズ：85～95cm（S～M ヒップ）
 92～105cm（L～LL ヒップ）
素材：レース・ナイロン90%、ポリウレタン10% / パワーネット・ナイロン75%、ポリウレタン25%

4580383344138(BK-S-M) / 4580383344145(BK-L-LL)
4580383344152(BE-S-M) / 4580383344169(BE-L-LL)
4580383346644(PK-S-M) / 4580383346651(PK-L-LL)

JAN：

ブラック / BK ベージュ / BE ピンク / PK



Be Pit® 004 / 骨盤ベルト&ガードル
メーカー希望小売価格：2,759円（税別）

骨盤Wベルト＋太ももシェイプで骨盤と体系を同時に補正。
骨盤を整えながら、体型の崩れやすい部分をガードルの補正力
でキレイにカバーします。下着のラインがアウターにひびきに
くく、足口にくいこみが少ないヘム仕様を採用。

サイズ：56～66cm（S～M ウエスト） / 85～95cm（S～M ヒップ）
 67～84cm（M～L ウエスト） / 92～105cm（M～L ヒップ）
素材：ナイロン78％・レーヨン22%

4580383344190(BK-S-M) / 4580383344206(BK-M-L)
4580383344213(BE-S-M) / 4580383344220(BE-M-L)

JAN：

ブラック / BK ベージュ / BE



Be Pit® 005 / バストアップ背筋サポートインナー
メーカー希望小売価格：2,296円（税別）

背中のクロスベルトで背筋をピッと正しい姿勢へ。
２重のパワーネットのベルトが背筋を引っ張り、
見た目の老化に繋がる猫背を若々しく補正。
メッシュ加工で通気性も抜群の薄型軽量のサポートインナー。

サイズ：70～80cm（M～L アンダーバスト）
 75～85cm（L～LL アンダーバスト）
素材：ナイロン85％・ポリウレタン15%

4580383344237(BK-M-L) / 4580383344244(BK-L-LL)
4580383344251(BE-M-L) / 4580383344268(BE-L-LL)

JAN：

ブラック / BK ベージュ / BE



Be Pit® 006 / ボディシェイパー
メーカー希望小売価格：3,037円（税別）

胸から腰周りまで上半身をしっかりサポート。下厚Pitカップがバストを持ち上げ谷間メイク。
ボディラインはパワーネットが引き締め補正。
ストレッチレースの肩ひも部分は幅広で食い込みにくく、快適に着用できます。

サイズ：76～84cm（S～M バスト） / 64～71cm（S～M ウエスト）
 85～92cm（M～L バスト） / 72～78cm（M～L ウエスト）
 93～102cm（M～L バスト） / 9～86cm（L～LL ウエスト）
素材：ナイロン85％・ポリウレタン15%

4580383344367(BK-S-M) / 4580383344299(BK-M-L) / 4580383344305(BK-L-LL)
4580383344374(PU-S-M) / 4580383344312(PU-M-L) / 4580383344305(PU-L-LL)

JAN：

ブラック / BK パープル / PU



Be Pit® 007 / 加圧エクササイズ ロングパンツ
メーカー希望小売価格：2,759円（税別）

身体にしっかりフィットし、ウエスト・下腹・ヒップ・太もも・ふくらはぎ部分に
それぞれに合った加圧を加えます。
加圧の必要がない部分はソフトな着心地でメリハリ設計。
普段着の下にも履けるので、家事や仕事をしながら筋トレに似た効果を発揮し、
履くだけでカロリーの消費を手伝います。

サイズ：64～77cm（M ウエスト) / 87～100cm（M ヒップ）
素材：表地・ナイロン83%、ポリウレタン17% / 裏地・ナイロン90%、ポリウレタン10%

4580383344411(M)JAN：

ブラック / BK



Be Pit® 008 / 加圧エクササイズ ハーフパンツ
メーカー希望小売価格：2,481円（税別）

身体にしっかりフィットし、ウエスト・下腹・ヒップ・太もも・ふくらはぎ部分に
それぞれに合った加圧を加えます。
加圧の必要がない部分はソフトな着心地でメリハリ設計。
普段着の下にも履けるので、家事や仕事をしながら筋トレに似た効果を発揮し、
履くだけでカロリーの消費を手伝います。

サイズ：64～77cm（M ウエスト) / 87～100cm（M ヒップ）
素材：表地・ナイロン83%、ポリウレタン17% / 裏地・ナイロン90%、ポリウレタン10%

4580383344428(M)JAN：

ブラック / BK



Be Pit® 009 / シームレス ショーツ
メーカー希望小売価格：1,833円（税別）

無縫製でアウターにラインがひびきにくいストレスフリーショーツ。
脇線がサイドにあるのでフロントに継ぎ目がありません。
服に下着のラインがひびきにくいので、
お気に入りのボトムスをキレイに着こなせます。

サイズ：88～94cm（M ヒップ)
 94～103cm（L ヒップ）
素材：パンツ・ナイロン85%、ポリウレタン15% / クロッチ布・綿100％

4580383344619(BK-M) / 4580383344626(BK-L)
4580383345067(BE-M) / 4580383345050(BE-L)

JAN：

ブラック / BK ベージュ / BE



Be Pit® 010 / マッサージ スパッツ
メーカー希望小売価格：1,833円（税別）

ウエスト、お腹、太ももの内側に施された特殊ウェーブ加工。
履くだけで肌にマッサージのような適度でやさしい刺激を与えます。
優れた伸縮性だけでなく、ヒップの生地はお尻をぺたんこに潰さないふんわり設計。
ハーフスパッツなので汎用性が高く、スポーツ時や日常生活で補正下着として、
体の綺麗なライン作りをサポート。

サイズ：87～100cm（F ヒップ）
素材：ナイロン87%、ポリウレタン13%

4580383345074（BK-F）
4580383345081（BE-F）

JAN：

ブラック / BK ベージュ / BE



ブラック / BK ホワイト / WH

Be Pit® 011 / レースバック
メーカー希望小売価格：2,296円（税別）

しめつけないお部屋補正。
リラックスイムに優しく体を包み込み、垂れがちなデリケート部分を整えます。
補正下着初心者や普段のインナーとしてもオススメ。
ホームウェア以外でも、大胆な背中見せアイテムとして
レイヤード等、幅広く着用できます。

サイズ：155～160cm（M 身長） / 160～170cm（L 身長）
素材：コットン95%、ポリウレタン5%

4580383345111（BK-M） / 4580383345128（BK-L）
4580383345135（WH-M） / 4580383345142（WH-L）

JAN：



Be Pit® 012 / 薄型 バストアップサポート
メーカー希望小売価格：1,833円（税別）

お手持ちのブラジャーの上から着用して、強力パワーネットが
垂れがちなバストを綺麗にサポート。魅惑の谷間をナチュラルにメイクし、
アンダーバストのお肉もしっかり抑えます。

サイズ：70～78cm（S バスト)
 79～87cm（M バスト）
 86～94cm（L バスト）
素材：ナイロン80%、ポリウレタン20%

4580383345159（BK-S） / 4580383345166（BK-M） / 4580383345098（BK-L）
4580383345173（BE-S） / 4580383345180（BE-M） / 4580383345104（BE-L）

JAN：

ブラック / BK ベージュ / BE



Be Pit® 014 / ダブルクロス背筋サポート
メーカー希望小売価格：3,037円（税別）

背中に計４本の丈夫で強力なクロスベルトを縫製。
薄手の総パワーネットの生地が二の腕までしっかりサポートするので、
プルプル二の腕をキュッと引き締めます。
ワキパット付きで気になる汗も吸収します。

サイズ：79～87cm（M バスト）
 86～94cm（L バスト）
素材：ナイロン90%、ポリウレタン10%

4580383345265（BK-M） / 4580383345272（BK-L）JAN：

ブラック / BK



ブラック / BK

Be Pit® 015 / 骨盤補正ショーツ
メーカー希望小売価格：1,833円（税別）

ウエストニッパーと薄型ショーツを兼ね備えた補正下着。
丈夫で強力な幅広ベルトは骨盤周りをガッチリとホールド。
下半身太りの原因となる骨盤の開きを補正してくれます。

サイズ：80～86cm（S ウエスト)
 84～93cm（M ウエスト）
 90～98cm（L ウエスト）
素材：ナイロン77%、ポリウレタン23%

4580383345234（BK-S） / 4580383345241（BK-M） / 4580383345258（BK-L）JAN：



Be Pit® 016 / 二の腕マッサージフィットスパッツ
メーカー希望小売価格：1,185円（税別）

内側に施された特殊凸凹ウェーブ加工が特徴。着用して動くだけで二の腕に
マッサージのような適度でやさしい刺激を与えます。
優れた伸縮性で集中的に二の腕全体をカバー。
運動や家事、仕事をしながら年齢が出やすい
たるみがちな二の腕をハリに変えていきます。

サイズ：0～30cm（F 二の腕まわり)
素材：ナイロン82%、ポリウレタン18%

4580383345401（BK-F）
4580383345418（BE-F）

JAN：

ブラック / BK ベージュ / BE



Be Pit® 018 / 着圧ソックス
メーカー希望小売価格：1,833円（税別）

長時間履いても締め付けすぎないようにメリハリのある着圧設計。
５段階圧力設計でしっかり引き締め、
寝ている間に履くだけで翌朝の足スッキリ。
幅広のリブでズレを防止してくれます。
翌朝の脚を気持ち良くリフレッシュしてくれます。

サイズ：32～48cm（F 太腿周り） / 28～42cm（F ふくらはぎ）
素材：ナイロン90％、ポリウレタン10％

4580383346347（PK-F）
4580383346354（PU-F）

JAN：

ピンク / PK パープル / PU



ブラック / BK ベージュ / BE

Be Pit® 019 / バストアップ＆ナチュラルボディシェイパー
メーカー希望小売価格：3,685円（税別）

横伸びの少ないレース素材が脇からバストを自然にUP.
ポッコリラインは縦にしっかりおさえる。
背筋はV時シルエットでスッキリと。首回りは縫い目のない折り返しで肌に優しい。
ウエスト周りにはＷサポート生地。
ナチュラル仕様で長時間着用も無理なく続けられます。

サイズ：64～82cm（F ウエスト)
素材：ナイロン92%、ポリウレタン8%

4580383346361（BK-F）
4580383346378（BE-F）

JAN：



Be Pit® 020 / バストアップ&スーパーボディーシェイパー
メーカー希望小売価格：4,611円（税別）

総パワーネットでウエスト全体を包み込みます。
６列タイプのホックでウエストを調整。１８個のホックでウエストをしっかりホールド。
背中の２本のPitボーンでお肉をホールド。

サイズ：56～76cm（M～L ウエスト)
 64～84cm（L～LL ウエスト)
素材：ポリエステル90%、ポリウレタン10%（M～L)
 ポリエステル80%、ポリウレタン20%（L～LL)

4580383346385（BK-M-L） / 4580383346392（BK-L-LL）
4580383346408（BE-M-L） / 4580383346415（BE-L-LL）

JAN：

ブラック / BK ベージュ / BE



Be Pit® 021 / 骨盤ガードル 一分丈
メーカー希望小売価格：3,222円（税別）

総パワーネットでお尻からお腹まで、すっぽりカバー。
ぽっこりしやすい箇所にはトリプルパワーネットが２段階フィットする設計。
約５cm幅のダブルパワーネットでヒップも引き上げます。

サイズ：56～70cm（M～L ウエスト)
 66～80cm（L～LL ウエスト)
素材：ポリエステル90%、ポリウレタン10%（M～L)
 ポリエステル80%、ポリウレタン20%（L～LL)

4580383346422（BK-M-L） / 4580383346439（BK-L-LL）
4580383346446（BE-M-L） / 4580383346453（BE-L-LL）

JAN：

ブラック / BK ベージュ / BE



ブラック / BK ベージュ / BE

Be Pit® 022 / ハイウエストガードル
メーカー希望小売価格：3,222円（税別）

長時間身につけていても、負担の軽いグラデーション生地。
極太レース編みでお腹部分は丸まりにくく、くいこみを軽減してくれます。
太もも部分は極薄ヘム加工でボトムスにシルエットが響きにくい。
サラッとした着け心地。

サイズ：56～70cm（M～L ウエスト)
 66～80cm（L～LL ウエスト)
素材：ナイロン85%、ポリウレタン15%

4580383346460（BK-M-L） / 4580383346477（BK-L-LL）
4580383346484（BE-M-L） / 4580383346491（BE-L-LL）

JAN：



Be Pit® 023 / ウエストニッパー
メーカー希望小売価格：4,611円（税別）

３列タイプのホックでウエストを調整することができ、
１８個のホックでウエストをしっかりホールドしてくれます。
７本のPitボーン内蔵でお肉の流れをブロック。
背筋・くびれもピッとキープします。

サイズ：60～74cm（M～L ウエスト)
 70～84cm（L～LL ウエスト)
素材：ポリエステル90%、ポリウレタン10%

4580383346507（BK-M-L） / 4580383346514（BK-L-LL）
4580383346521（BE-M-L） / 4580383346538（BE-L-LL）

JAN：

ブラック / BK ベージュ / BE



Be Pit® 024 / おやすみウエストサポート
メーカー希望小売価格：2,759円（税別）

２重のハイウエストリブがお腹を包み込み、カバーするだけでなく保湿します。
リブを折り曲げて骨盤を重点的にサポート。
締め付けが少なく動きやすい股関節回り。
ウエストはくいこみにくい折り返しの設計。

サイズ：64～77cm（M～L ウエスト) / 87～100cm（M～L ヒップ)
 69～85cm（L～LL ウエスト) / 92～105cm（L～LL ヒップ)
素材：ナイロン92%、ポリウレタン8%

4580383346545（BK-M-L） / 4580383346552（BK-L-LL）
4580383346569（BE-M-L） / 4580383346576（BE-L-LL）

JAN：

ブラック / BK ベージュ / BE



Be Pit® 027 / ボディーシェイパー
メーカー希望小売価格：4,300（税別）

よせ盛りパットで美しいバストを作りながら上半身をホールド。
薄型総パワーネットネットで通気性抜群。オールシーズン着用できます。
肩ヒモは、調整アジャスター付きで最大20cmの調整が可能。1枚でスッキリ上半身を整えます。
胸パット部分は綿100%、吸汗性抜群で肌触りにも優しい1点です。

サイズ：80～92cm（M～L バスト)
 
素材：ナイロン/ポリウレタン/コットン

4580383347733（BK-M-L）JAN：

ブラック / BKブラック / BK



裏地：毛足長めの蓄熱素材Be Pit® 028 / バストアップ防寒インナー
メーカー希望小売価格：4,800（税別）

猫背がちな寒い冬に一石二鳥の防寒インナー。
背中の特殊クロス編みで美しい姿勢を意識させつつ
寒さ対策をしながら、しっかりウエスト補正&バストアップ。
毛足長めの素材を裏地に採用し、蓄熱をキープさせます。

サイズ：64～82cm（FREE ウエスト)

素材：【表】ナイロン/ポリウレタン  【裏】ポリエステル/ポリウレタン　
4580383347740（BK-FREE） JAN：

ブラック / BK



Be Pit® 030 / ウエストニッパー ライト
メーカー希望小売価格：1,600（税別）

通気性抜群。オールシーズン着用できるウエストニッパーの登場。
立体縫製で、体のシルエットに沿ったパターンを実現。
裏返りにく、さっと身につけて、小さくたためる実用性の高い1点です。
普段使いはもちろん、産後の補正サポートにもオススメ。

サイズ：64～77cm（M～L ウエスト)
 69～85cm（L～LL ウエスト)
素材：ナイロン78％、ポリウレタン22％

4580383347771（BK-M-L） / 4580383347788（BK-L-LL）
4580383347795（BE-M-L） / 4580383347801（BE-L-LL）

JAN：

ブラック / BK ベージュ / BE



Be Pit® 031/ お腹サポーター
メーカー希望小売価格：2,300（税別）

特殊編み設計で、ウエストくびれをサポート。
おやすみ中や普段使いにオススメです。
跳弾素材ポリウレタン15%配合で、
集中的にお腹まわりを整えます。

サイズ：ウエスト64～77cm（FREE ウエスト)
 
素材：ナイロン85％、ポリウレタン15％

4580383347818（BK-FREE） JAN：

ブラック / BK



Be Pit® 032/ 発汗スパッツ5分丈
メーカー希望小売価格：3,200（税別）

軽量なのにしっかり保温して発汗！ＴＰＵ加工生地。
ＴＰＵ特殊生地が保温して発汗サポート！
熱は保温しながらも逃がしにくい！
骨盤をキュッと押さえるダブルウエストベルト設計。

サイズ：ウエスト63～68cm（M～L ウエスト）
 ウエスト68～76cm（L～LL ウエスト)
素材：ナイロン87％、ポリウレタン13％

4580383347825（BK-M-L）/ 4580383347832（BK-L-LL） JAN：

ブラック / BK



ブラック / BK

Be Pit® 033/ 発汗スパッツ9分丈
メーカー希望小売価格：3,800（税別）

軽量なのにしっかり保温して発汗！ＴＰＵ加工生地。
ＴＰＵ特殊生地が保温して発汗サポート！
熱は保温しながらも逃がしにくい！
骨盤をキュッと押さえるダブルウエストベルト設計。

サイズ：ウエスト63～68cm（M～L ウエスト）
 ウエスト68～76cm（L～LL ウエスト)
素材：ナイロン87％、ポリウレタン13％

4580383347849（BK-M-L）/ 4580383347856（BK-L-LL） JAN：

ブラック / BK



Be Pit® 034 / 調整ベルト付きボディーシェイパー
メーカー希望小売価格：3,200（税別）

太めの肩紐でがっちり調整できるがっちりボディーシェイパー。
脇肉を寄せ集め、バストのリフトアップも自由自在。
パリッとしたボディーを求めるならオススメです。
特殊編み加工で、凸凹なりがちなウエストラインもしなやかに整えます。

サイズ：ウエスト64～82cm/バスト74～94cm（M-L ウエスト/バスト)
 
素材：ナイロン85％、ポリウレタン15％

4580383348204（BK-M-L） 
4580383348211（BE-M-L）

JAN：

ブラック / BK ベージュ / BE



Be Pit® 035 / 薄型ボディースーツ
メーカー希望小売価格：4,800（税別）

女性らしい柔らかでナチュラルなバストを作りながら、キュッと魅力的なウエストを作ります。
全身のメリハリボディーをサポート。
ヒップや胸回りはラインの出にくいヘム加工。美しいラインを邪魔しません。
アンダーホックで、着脱も簡単です。

サイズ：ウエスト68～80cm/ヒップ95~103cm（M～L ウエスト/ヒップ）
 ウエスト80～92cm/ヒップ103~115cm（L～LL ウエスト/ヒップ)
素材：ナイロン88％、ポリウレタン12％

4580383348006（BK-M-L） / 4580383348013（BK-L-LL）
4580383348020（BE-M-L） / 4580383348037（BE-L-LL）

JAN：

ブラック / BK ベージュ / BEブラック / BK ベージュ / BE



Be Pit® 037 / ヒップアップショーツ
メーカー希望小売価格：3,800（税別）

ヒップパットで、憧れのキュッ～”ボン”を実現。アップさせたい場所の微調整もできます。
かっこよく洋服を着たいから、「タイトスカート」「デニムパンツ」などの下に
サッと履いて女性らしいラインを作ります。
通気性の良い素材×デリケートゾーンの綿100%で、1枚ででもサラッと着用できます。

サイズ：ウエスト60～70cm/ヒップ85~95cm（M～L ウエスト/ヒップ）
 ウエスト70～80cm/ヒップ95~105cm（L～LL ウエスト/ヒップ)
素材：ナイロン88％、ポリウレタン12％

4580383347863（BK-M-L） / 4580383347870（BK-L-LL）
4580383347887（BE-M-L） / 4580383347894（BE-L-LL）

JAN：

ブラック / BK ベージュ / BEブラック / BK ベージュ / BE



折り返して、骨盤集中補正も

Be Pit® 038 / ウエスト補正ショーツ
メーカー希望小売価格：3,200（税別）

1枚でウエスト周りと、太ももを補正。
2種類の編み加工で、ウエスト周りはガッチリと補正し、ヒップ周りはアップさせながら丸く柔らか
なシルエットができるよう設計。1部丈なので補正をしながら股ずれ防止にも。
ハイウエスト箇所は、折り返せして骨盤補正もでき、体の変化の早い産後の体にもオススメです。

サイズ：サイズ：ウエスト64～80cm/ヒップ84~100cm（M～L ウエスト/ヒップ）
           ウエスト69～85cm/ヒップ89~105cm（L～LL ウエスト/ヒップ)
素材：ナイロン、ポリウレタン

4580383347900（BK-M-L） / 4580383347917（BK-L-LL）
4580383347924（BE-M-L） / 4580383347931（BE-L-LL）

JAN：

ブラック / BK ベージュ / BE



Be Pit® 039 / 下半身着圧トレンカ
メーカー希望小売価格：3,200（税別）

計算された特殊編み加工、着圧設計で日中もむくみ対策。
通気性が良く蒸れにくい素材。
お腹周りは締め付け感がなく、座っている時はリラックスできます。 
マッサージだけでは取り除けなかったむくみも、着圧トレンカでスッキリと。

サイズ：ウエスト64～77cm/ヒップ87~100cm（M～L ウエスト/ヒップ）
 ウエスト69～85cm/ヒップ92~105cm（L～LL ウエスト/ヒップ)
素材：ナイロン89％、ポリウレタン11％

4580383347948（BK-M-L） / 4580383347955（BK-L-LL）JAN：

ブラック / BK



Be Pit® 040/ ウエストニッパー
メーカー希望小売価格：4,200（税別）

3段階ホックで調整可能。レース使いがゴージャスなウエストニッパー。
肌触りとデザインを重視。
長すぎず、短すぎない設計でウエストの美しいくびれを作ります。
立体パターン設計×クロスベルトで、無理なく背筋も伸びて行きます。

サイズ：ヒップ87~95cm（M～L ヒップ）
 ヒップ92~100cm（L～LL ヒップ)
素材：ナイロン/ポリウレタン

4580383347962（BK-M-L） / 4580383347979（BK-L-LL）
4580383347986（BE-M-L） / 4580383347993（BE-L-LL）

JAN：

ブラック / BK ベージュ / BE



Be Pit® 041 /  発汗ボディスーツ 上半身
メーカー希望小売価格：2,300（税別）

発汗ボディスーツの生地は２重構造。表地はPU(ポリウレタン樹脂)を使用。
軽量で柔らかく、弾力性や保温性があり、体の熱を逃しにくくしています。
ウエスト部分と肩ひもは調整可能。
ウエストは3列のフロントホックでボディラインや体調に合わせて。

サイズ：68～76cm（M～L ウエスト）
 72～80cm（L～LL ウエスト）
素材：【表】PU(ポリウレタン樹脂) 【裏】ナイロン/ポリウレタン

4580383349386（BK-M-L） / 4580383349393（BK-L-LL）JAN：

ブラック / BKブラック / BK



Be Pit® 042 / 発汗ボディスーツ ウエスト
メーカー希望小売価格：1,900（税別）

発汗ボディスーツの生地は２重構造。表地はPU(ポリウレタン樹脂)を使用。
軽量で柔らかく、弾力性や保温性があり、体の熱を逃しにくくしています。
適度な伸縮性がある生地でくびれラインメイク。
ぽっこりお腹もおさえます。

サイズ：70～80cm（M～L ウエスト）
 74～84cm（L～LL ウエスト）
素材：【表】PU(ポリウレタン樹脂) 【裏】ナイロン/ポリウレタン

4580383349409（BK-M-L） / 4580383349416（BK-L-LL）JAN：

ブラック / BK



Be Pit® 043 / 骨盤ベルト付き ガードル
メーカー希望小売価格：1,600（税別）

ベルトを開いても油断なし。
フロントのお腹部分は2重のパワーネットでぽっこり下腹をキープ。
骨盤をしっかりホールドするフロントベルト。
ベルトは3列のホック付でボディラインや体調や目標に合わせて細かく調整。

サイズ：ウエスト63～73cm/ヒップ85～95cm（M～L ウエスト/ヒップ）
 ウエスト68～78cm/ヒップ96～105cm（L～LL ウエスト/ヒップ)
素材：ナイロン、ポリウレタン

4580383349423（BK-M-L） / 4580383349430（BK-L-LL）
4580383349447（BE-M-L） / 4580383349454（BE-L-LL）

JAN：

ブラック / BK ベージュ / BE



Be Pit® 044/ 骨盤サポート レーシーショーツ
メーカー希望小売価格：1,900（税別）

エレガントなレースの内側には体のパーツに合わせた強力なパワーネットを採用。
360°全方向から骨盤をピッとキープして補正します。
骨盤だけでなく、フロントの2重パワーネットが
油断が溜まりやすい気になるぽっこり下腹をガッチリキープ。

サイズ：77～85cm（M～L ヒップ）
 82～90cm（L～LL ヒップ） 
素材：ナイロン、ポリウレタン

4580383349461（BK-M-L） / 4580383349478（BK-L-LL）JAN：

ブラック / BK



Be Pit® 045 /  補正ショーツ  ードル
メーカー希望小売価格：1,800（税別）

なパワーネットを に 用。
360 から を ッとキープして補正します。
フロントから るっと み込 ようなパワーネットは をキープしながら
アン ーネットが れたヒップを え上げて補正。

サイズ：85～95cm（M～L ヒップ）
 
素材：ナイロン/ポリウレタン

4580383349485（BK-M-L）JAN：

ブラック / BKブラック / BK



Be Pit® 046 / レースバストアップ 筋サポーター
メーカー希望小売価格：2,900（税別）

フロントはストレッチレースとアン ーバスト部分の
パワーネットでバストを え上げながら補正。
脇高設計なので気になる脇 もカバーして えます。
クロスベルトとアン ーベルトで、 しい 筋 きます。

サイズ：60～80cm（M～L アン ーバスト）
 70～90cm（L～LL アン ーバスト）
素材：ナイロン/ポリウレタン

4580383347689（BK-M-L） / 4580383347696（BK-L-LL）
4580383347702（BE-M-L） / 4580383347719（BE-L-LL）

JAN：

ブラック / BK ベージュ / BE



Be Pit® 047 / バストアップ インナーライト
メーカー希望小売価格：3,200（税別）

ベルトを いても なし。
フロントのお腹部分は2 のパワーネットで っこり下腹をキープ。

をしっかり ールドするフロントベルト。
ベルトは3 の ック でボディラインや体 や目 に合わせて かく 。

サイズ：64～90cm（M～L ウエスト/ヒップ）
 
素材：ポリエス ル/ナイロン/その

4580383347757（BK-F）
4580383347764（BE-F）

JAN：

ブラック / BK ベージュ / BE



Be Pit® 048 / ハイウエスト ードル
メーカー希望小売価格：2,600（税別）

くびれ部分までしっかりカバーしながらお腹周りを
み込 ハイウエストリブで、 っこり下腹や段 を補正。

太もも部分には ー ング が 用された
締める す の2 の みを 用。

サイズ：ウエスト64～77cm / ヒップ87 ～100cm（M～L ウエスト/ヒップ）
 ウエスト69～85cm / ヒップ92～105cm（L～LL ウエスト/ヒップ）
素材：ナイロン/ポリウレタン/ ットン

4580383348044（BK-M-L） / 4580383348051（BK-L-LL）
4580383348068（BE-M-L） / 4580383348075（BE-L-LL）

JAN：

ブラック / BK ベージュ / BE



Be Pit® 049 / ウエスト発汗ボディースーツ
メーカー希望小売価格：2,200（税別）

高機能ＴＰＵ加工生地が体内からの熱を密閉し汗を誘発します。
着用している個所がサウナ状態に。
速乾性に優れ、急いでいる時はタオルで一拭き。洗ってすぐに着用いただけます。

サイズ：68～78cm（M～L ウエスト）
 76～88cm（L～LL ウエスト） 
素材：ナイロン / ポリウレタン
裏地：TPU(熱可塑性ポリウレタンエラストマー)

4573114130285（BK-M-L） / 4573114130292（BK-L-LL）JAN：

ブラック / BKブラック / BK



Be Pit® 050 / 骨盤加圧&ヒップアップベルト
メーカー希望小売価格：2,600（税別）

ヒップアップ位置（骨盤を押し上げた定位置）が決まったら両サイドからしっかり引き締め。
ぽっこり下腹を抑えながら骨盤を正しい位置でキープします。
フロントから伸びているヒップアップラインが美しい流れをガイドし、
上がったお尻（骨盤）を包み込むメッシュガードが本来の丸く美しいお尻の形へサポートします。

サイズ：82～95cm（M～L ヒップ）
 
素材：ナイロン/ポリウレタン

4573114130308（BK-M-L）JAN：

ブラック / BK



Be Pit® 051 / イージー ハイウエスト・ガードル 五分丈
メーカー希望小売価格：3,000（税別）

特にフロントお腹周りの座ったり、かがんだりするたびに飛び出るお肉を完全ケア。
整えた後に密閉してシャッきりボディに導きます。
バックサイドには背筋補正ボーンが内蔵。
背筋が丸まり、フロントに溜まりがちなお肉を、姿勢を補正することで本来の自分の姿へ。

サイズ：64～78cm（M～L ウエスト） / 87～100cm（M～L ヒップ）
 69～88cm（L～LL ウエスト） / 92～110cm（L～LL ヒップ）
素材：ナイロン/ポリウレタン/綿

4573114130322（BK-M-L） / 4573114130339（BK-L-LL）
4573114130346（BE-M-L） / 4573114130353（BE-L-LL）

JAN：

ブラック / BK ベージュ / BE



Be Pit® 052 / 二の腕シェイパー&背筋補正
メーカー希望小売価格：2,500（税別）

肌に密着する内側は、特殊凹凸ウェーブ加工。
3D立体編みなので、身につけて動くだけで肌にマッサージのような
適度でやさしい刺激を与えます。
縦・横共に伸縮率抜群のパリッとした生地の仕上がり。

サイズ：24～30cm（M～L 上腕周り） / 36～43cm（M～L 肩幅）
 24～34cm（L～LL 上腕周り） / 39～46cm（L～LL 肩幅）
素材：ナイロン/ポリウレタン

4573114130360（BK-M-L） / 4573114130377（BK-L-LL）
4573114130384（BE-M-L） / 4573114130391（BE-L-LL）

JAN：

ブラック / BK ベージュ / BE



Be Pit® 053 / イージー ハイウエスト・ガードル
メーカー希望小売価格：2,500（税別）

アンダーバスト～骨盤周りまでのぽっこりお腹やハミ肉、段々肉をスルっとピタッとカバーし、美し
いシルエットにリフトアップ。しなやかで通気性の良い特性を持つ2種類の生地を採用。
緩急のある程よい締め付け感を実感でき、フロントのクロスカットデザインで
縦横斜めからの着圧をかけて整えます。

サイズ：68～78cm（M～L ウエスト）
 76～86cm（L～LL ウエスト） 
素材：ナイロン / ポリウレタン / 綿

4573114130407（BK-M-L） / 4573114130414（BK-L-LL）
4573114130421（BE-M-L） / 4573114130438（BE-L-LL）

JAN：

ブラック / BK ベージュ / BEブラック / BK



Be Pit® 054 / 贅沢 シームレスブラ
メーカー希望小売価格：2,800（税別）

カップはズレ防止で、ブラ全体と一体化。肌に触れる側はコットン100%。
しっかり、ふっくらカップが成形されているので、バストが自然とカップに収まります。
サイズ：79～87cm（70CD～75BC M バスト）
 86～94cm（75CD～80BC L バスト）
 93～101cm（80CD～85BC LL バスト）
素材：ポリウレタン・ポリエステル(身生地)

コットン・ポリエステル(裏打ち部分)
ナイロン・ポリエステル(レース)
4573114130445（BK-M） / 4573114130452（BK-L） / 4573114130469（BK-LL）
4573114130476（PK-M） / 4573114130483（PK-L） / 4573114130490（PK-LL）

JAN：

ピンク / PKブラック / BK



Be Pit® 055 / 贅沢 ナイトブラ
メーカー希望小売価格：3,200（税別）

過度な盛りパットのように、デリケートなバストを
押しつぶすことがなく、十人十色のバストの形をぴったりホールド。
カップの上側には深めのストレッチレースで、
動いてもパカパカしにくく、キレイな谷間をキープします。

サイズ：86～94cm（75BCD～80BCD L バスト）
 93～101cm（80BCD～85BC LL バスト）
素材：ナイロン / ポリウレタン / 綿

4573114130506（BK-L） / 4573114130513（BK-LL）
4573114130520（BE-L） / 4573114130537（BE-LL）

JAN：

ブラック / BK ベージュ / BE



〒231-0058　神奈川県横浜市中区弥生町2-15-1ストークタワー大通公園3-905
TEL：045-308-7526




