
全てのアスリートのための日本発スポーツブランド 

夏休みはボディメーカーへ集合！
バッグが買い！旅行やクラブ活動・遠征、ジムや習い事にも。

なくなり
次第終了

アウトレット

【アウトレットコーナー商品について】取り扱い商品は、在庫の関係でサイズ・カラーも含め各店舗で異なります。
販売価格については、必ず店頭でご確認の上ご購入ください。チラシ掲載写真はあくまでイメージです。

アウトレットBIGチャンス
申し訳ありません。お早めにご来店下さい。

この価格はありえない！
なくなり

次第終了

3個　まで
　お一人様

※アウトレット商品は返品不可です。ご購入の際に商品を良くお確かめの上、お買い上げください。理由の如何においても返品できません。　※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。
※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。 詳しくはスタッフまで。

リフレクターテープフロントストラップ

SPORTS 
BACK-PACK

サンプル・型落ち・
訳あり品多数放出

BM・DRY COOL

※写真はイメージです。
※アウトレット商品は返品不可です。ご購入の際に商品をよくお確かめの上、お買い上げください。理由の如何を問わず返品交換できません。　

【半額あり】

価格は店頭で！

～￥100＋税

暑さ対策・熱中症対策に！

まとめ買いが
おススメ！

速乾性 DRY＆COOL 素材が快適！

ＢＭ・ＤＲＹ  ＣＯＯＬ                                    タンクトップ
（胸カップ付）ＷＯＭＥＮ

ＢＭ・ＤＲＹ                  ＣＯＯＬ
ハーフスリーブ

ＢＭ・ＤＲＹ                  ＣＯＯＬ
ハーフスリーブ（Ｖネック）

￥500＋税

ＭＥＮＢＭ・DRY ＣＯＯＬ

￥700＋税

ＷＯＭＥＮＢＭ・DRY ＣＯＯＬ
流した汗を素早く
吸収し素早く蒸発
させるので、常に
肌を快適な状態
にキープ。不快感
を軽減し、集中力
を高めます。

ＢＭ・ＤＲＹ                  ＣＯＯＬ
ノースリーブ（Ｖネック）

これから続く夏の

暑さ対策に！

クールダウン効果で

   夏を快適に過ごす

アスリートも絶賛！違いを比べてください。
【スポ ーツメーカー が 開 発した D R Y ＆ C O O L 素 材 をぜ ひ お 試しください 】

ＢＭ・ＤＲＹ  ＣＯＯＬ                                    ブラトップ
（胸カップ付）ＷＯＭＥＮ

吸汗
速乾

Light
Weight

抜群の
ストレッチ

定価￥1,000 → 定価￥1,000 →

半額
OFF％30

ソフトカップ付き

バストラインが美しい。柔らか カップ
の心地よさ。

ブラトップ タンクトップ

胸 を 自 然 な 状 態 で
ホールドし美しいバ
ストラインをキープ
する、肌触りの良い
カップ付き。

これ１枚でブラいらず

怒涛の10日間店頭在庫品一掃売りつくし！

￥1,000＋税ALL

ウォーター
サンダル

シャワー
サンダル

ソフト
サンダル

カモフラージュ
サンダル

SUMMER
S A N D A L

足元をカッコ良く！

水はけの良い

サンダル！

海水浴やリゾートに

アッパーニット・サンダル各種

JAGGY LINE
SURIPPON
SNEAKERS

大好評!
ジュニアサイズ

FOR
KIDS!!

アッパーニットシリーズ・

サマーサンダル各種

お一人様
1日1回限定

詳しくはスタッフまで

ジャギーライン 
スリッポンモデル

※カラーは他にもございます。店頭にてご確認ください。

￥1,900＋税

￥1,500＋税

定価￥3,800 →

定価￥3,000 →

スポーツリュック

人気のカモプリントバッグ。
パンチの効いたシリコンの
LOGO バッジがおしゃれ！

便利な機能性、人気の大容量バッグ。

カモプリントバッグ各種半額
カモプリントスクエアリュック

カモプリントトートバッグ

カモプリントボストンバッグ

容量
 約37ℓ

軽さと丈夫さを兼ね
備えたジム用バッグ

大ヒット
人気商品

￥1,500＋税
￥1,000＋税

定価￥3,000 → 定価￥2,000 →3WAY ジムバッグ 

￥1,000＋税

 ターポリン防水バッグ各種

アウトレットSALE

数量限定企画

マリンスポーツ・海水浴・
アウトドアなど
幅広く使える一押し！
便利アイテム

￥1,000＋税

マリンスポーツ・

アウトドアに！

ペーパーヤーン中折れハット

夏のスポーツケア商品。スポーツしたい
でも日差しや熱中症が気になる。【熱中症・暑さ対策に】

夏の必需品！クラブ活動やスポーツのアフターケアに。

￥500＋税クールタッチタオルtouch!Cool

夏の定番Tシャツ大放出！

ALL￥1,000＋税

T シャツ・タンクトップ各種

T-SHIRT ＆
TANK TOP ￥2,800＋税

ストレッチツイルハーフパンツ

Tシャツと合わせて

グッとおしゃれに夏のレジャーシーンにフィットする

爽快パンツ

人気
商品

早い者勝ち！なくなり次第終了

【訳あり・型落ち品】

親子でコーデ！

FORFamiry!!

夏休みは 
ご家族そろって！UPPER KNIT

SNEAKERS!!
10COLOR超軽量で水陸両用

タイプのサンダル 超ソフトな履き心地！

アッパー MIX ニット
スニーカー

アッパーニット
スニーカー +

1足無料

【購入例】

2足購入で

ユニセックス

ユニセックス
ジュニアサイズ
20cm・21cm・22cm

ユニセックス

UPPER  MIX  
KNIT SNEAKERS!!

プレゼント！アッパーニット
サ ン ダ ル

①原則として、アッパーニットスニーカー ウェーブカットモデル・アッパーニットス
ニーカー・アッパーMIXニットスニーカー・ジャギーライン スリッポンモデル・サン
ダル各種（バランスサンダル・￥500サンダルは除く）のどれでも「2足以上のご購入
で、お好みの1足をプレゼント」となっております。例えば4足ご購入されましても1足
プレゼントとなりますのでご了承下さい。②返品・交換・キャンセルは致しかねます
のでご了承下さい。※業者転売目的のご購入は固くお断りいたします。

【お客様へのお断り】

「楽天年間」1位獲得

どれでも2足購入で

なんと3足目無料！

70万足
シリーズ販売実績

「アッパーニットスニーカー」が楽天お買いもの研究所 Vol.13「ランニンググッズのランキング」2016 年 6 月１日～2017 年 7月31日の期間

1足たったの約670円！

ジムやクラブ 活 動
にピッタリ！

折りたたみ時

19cm

17
cm

人気
商品

旅行や遠征に

大活躍！

ポケッタブル
ジムユースバッグ

UPPER KNIT SNEAKERS
WAVE CUT MODEL

SALE

濡らして、絞って、振るだけで
　　　　　　　清涼感を実感。

https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83E%83H%81%5B%83%5E%81%5B%83T%83%93%83_%83%8B
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83%5C%83t%83g%83T%83%93%83_%83%8B
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83V%83%83%83%8F%81%5B%83T%83%93%83_%83%8B
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83W%83%83%83M%81%5B%83%89%83C%83%93%81%40%83X%83%8A%83b%83%7C%83%93%83%82%83f%83%8B
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83J%83%82%83t%83%89%81%5B%83W%83%85%83T%83%93%83_%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%81%40%83E%83F%81%5B%83u%83J%83b%83g%83%82%83f%83%8B
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83E%83H%81%5B%83%5E%81%5B%83T%83%93%83_%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/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83A%83b%83p%81%5B%82l%82h%82w%83j%83b%83g%83X%83j%81%5B%83J%81%5B
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=+%83y%81%5B%83p%81%5B%83%84%81%5B%83%93%82W%82%60
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?keyword=COOL&maker=&brand=&goods_code=&name=&min_price=&max_price=&genre_tree=&sort=&search.x=128&search.y=25
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83N%81%5B%83%8B%83%5E%83b%83%60%83%5E%83I%83%8B
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83X%83g%83%8C%83b%83%60%83c%83C%83%8B%83n%81%5B%83t%83p%83%93%83c
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83X%83g%83%8C%83b%83%60%83c%83C%83%8B%83n%81%5B%83t%83p%83%93%83c
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83J%83W%83%85%83A%83%8B%83v%83%8A%83%93%83g%82s%83V%83%83%83c%81%40%82%60%82q%82l%82x%82Q
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83h%83%8B%83%7D%83%93%83X%83%8A%81%5B%83u%82s%83V%83%83%83c%81%40%82v%82n%82l%82d%82m
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83%5E%83%93%83N%83g%83b%83v%81%40%82v%82n%82l%82d%82m%82Q
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83J%83W%83%85%83A%83%8B%83v%83%8A%83%93%83g%82s%83V%83%83%83c%81%40%82%60%82q%82l%82x%82P
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83J%83W%83%85%83A%83%8B%83v%83%8A%83%93%83g%82s%83V%83%83%83c%81%40%82o%82%60%82q%82%60%82c%82h%82r%82d%82P
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83J%83W%83%85%83A%83%8B%83v%83%8A%83%93%83g%82s%83V%83%83%83c%81%40%82r%82s%82%60%82q%82Q
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83J%83W%83%85%83A%83%8B%83v%83%8A%83%93%83g%82s%83V%83%83%83c%81%40%82o%82%60%82q%82%60%82c%82h%82r%82d%82Q
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83J%83W%83%85%83A%83%8B%83v%83%8A%83%93%83g%82s%83V%83%83%83c%81%40%82r%82s%82q%82d%82d%82s%82P
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83%8A%83u%82x%83o%83b%83N%83%5E%83%93%83N%83g%83b%83v
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83n%81%5B%83t%83X%83%8A%81%5B%83u%82s%83V%83%83%83c%81%40%82v%82n%82l%82d%82m%82P
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83X%83%7C%81%5B%83c%83%8A%83%85%83b%83N
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83%5E%81%5B%83%7C%83%8A%83%93%96h%90%85%83o%83b%83O%82Q
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83J%83%82%83v%83%8A%83%93%83g%83X%83N%83G%83A%83%8A%83%85%83b%83N
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83J%83%82%83v%83%8A%83%93%83g%83%7B%83X%83g%83%93%83o%83b%83O
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83J%83%82%83v%83%8A%83%93%83g%83g%81%5B%83g%83o%83b%83O
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%82R%82v%82%60%82x%83W%83%80%83o%83b%83O
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83%7C%83P%83b%83%5E%83u%83%8B%83W%83%80%83%86%81%5B%83X%83o%83b%83O%82P
https://www.bodymaker.jp/shop/goods/search.aspx?search=x&keyword=%83X%83%7C%81%5B%83c%83%8A%83%85%83b%83N

