
BVD4
○53,000円（本体）の品

36,800円（本体）
（税込40,480円）

30%OFF30%OFF

輸

毎月28日の「フィットハウスの日」は
フィットハウスポイントを通常の2倍と8倍の付与率に
UPいたします。
会員のランク別に付与の倍率が変わりますので、現在の
会員ランクをご確認いただきお得にお買い物を楽しんでください。

会員ランク別でポイント付与率がUP! 

ブロンズ、シルバー会員

ゴールド、プラチナ、
ダイヤモンド会員倍8

倍2

○2

○3

○1 1BH093-2BBE-NOM
○129,800円（本体）の品

116,820円（本体）
（税込128,502円）

当

○2 1ML018-QWA
○62,800円（本体）の品

56,520円（本体）
（税込62,172円）

当
○3 1PG004-QWA
○37,800円（本体）の品

34,020円（本体）
（税込37,422円）

当

339933AQ38N
○116,000円（本体）の品

104,800円（本体）
（税込115,280円）

輸

5938131IZ4M
○41,000円（本体）の品

35,800円（本体）
（税込39,380円）

輸

H016M06FA21
○36,000円（本体）の品

29,800円（本体）
（税込32,780円）

輸 F75818

24,800円（本体）
（税込27,280円）

F23553

9,800円（本体）
（税込10,780円）

456117CAO0G
○77,000円（本体）の品

71,800円（本体）
（税込78,980円）

輸 M1A4778X/AMULTI

32,800円（本体）
（税込36,080円）

この秋の本命アイテムをおトクに！

○1

バッグ・財布全品

10%10%
戻ってくる！戻ってくる！
詳しくは
こちら

期間中、当店で10,000円以上（税込）
お買い上げいただいた方に

ペイペイアプリで
おトク

フィットハウスGo 
　To!

そろそろ思いっきり、「欲しい！」を発散！そろそろ思いっきり、「欲しい！」を発散！

○1

○1

○1
○2

○2

○2

お気に入りの香水をつけてお出かけしよう 割引キャンペーン

○1
37%OFF37%OFF
YA1264107［メンズ］
○102,000円（本体）の品

64,000円（本体）
（税込70,400円）

輸
○2
45%OFF45%OFF
YA015560［レディース］
○107,000円（本体）の品

58,000円（本体）
（税込63,800円）

輸

○1 14501613［レディース］

17,820円（本体）
（税込19,602円）

5,000円OFF5 （税込）
お買い上げで
万円 以上

71%OFF71%OFF

ckbe
○8,100円（本体）の品

2,280円（本体）
（税込2,508円）

輸

100ml100ml

○2

17,550円（本体）
（税込19,305円）

14503448［レディース］

68%OFF68%OFF

エクラドゥアルページュ
○12,500円（本体）の品

3,980円（本体）
（税込4,378円）

輸

100ml100ml

○2 91433［レディース］
8,982円（本体）
（税込9,880円）

○1 F29824［レディース］
8,982円（本体）
（税込9,880円）

時計・アクセサリー時計
掲載価格は割引後の価格です。

掲載価格は割引後の価格です。

●オードトワレ 65mL
●ポーチ
●ボディローション
　75mL
●バス＆シャワージェル
　75mL
オムニアクリスタリン
4点コフレセット

8,500円（本体）
（税込9,350円）

当店通常
販売価格より
レジにて 10%

OFF

当店通常販売価格より
レジにて 10%

OFF
当店通常
販売価格より
レジにて

■○メ  はメーカー希望小売価格（税込）です。○輸  は輸入元希望小売価格（税込）です。○当は当店通常販売価格（税込）です。■%OFF表示は輸入元希望小売価格（税抜）及び、メーカー希望小売価格（税抜）、当店通常販売価格（税抜）からのものです。　詳しくは当社HPをご覧下さい。https://corporate.fithouse.co.jp/
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10/22（金）～10/31（日）
チラシ開催期間



○1
○1

○2

○2

○3 ○3

○1

420ESR90-0110
○5,000円（本体）の品

3,400円（本体）
（税込3,740円）

メメ

○2 420ESI90-0190
○5,000円（本体）の品

3,400円（本体）
（税込3,740円）

メ

○3

420ESM90-0910
○6,000円（本体）の品

4,400円（本体）
（税込4,840円）

メ

レディース・メンズウエア 10%OFF

メンズウエア レディースウエア
10%
OFF

20～30%
OFF※当社指定

　商品に限り

○1 ○4

○2

○5

○3
○6

○5
メ

○5 NTW62130［レディース］
○11,000円（本体）の品

9,900円（本体）
（税込10,890円）

メ

○6

メ

○6 NTW82131
［レディース］
○5,800円（本体）の品

5,220円（本体）
（税込5,742円）

メ

○4
メ

○4 NTW62161［レディース］
○13,000円（本体）の品

11,700円（本体）
（税込12,870円）

メ

○3

メ

○2

メ

○1

○3 REARVIEW FULZIP
HD［メンズ］
○11,000円（本体）の品

9,900円（本体）
（税込10,890円）

メ

○2 BACK HF DOME
HDIE［メンズ］
○13,000円（本体）の品

11,700円（本体）
（税込12,870円）

メ

○1 NV　REVIEW F/Z
HOOD［メンズ］

60
％OFF

50
％OFF

HD767921［レディース］
○11,900円（本体）の品

9,520円（本体）
（税込10,472円）

メ

DB699532［レディース］
○12,900円（本体）の品

10,320円（本体）
（税込11,352円）

メ

XKB(1019a）［レディース］

4,900円（本体）
（税込5,390円）

64519［レディース］

5,900円（本体）
（税込6,490円）

64514［レディース］

5,900円（本体）
（税込6,490円）

NX(1021a)［レディース］

4,900円（本体）
（税込5,390円）

DS504［レディース］

6,300円（本体）
（税込6,930円）

DS457［レディース］

7,000円（本体）
（税込7,700円）

NS(892a）［レディース］

5,900円（本体）
（税込6,490円）

NX(1019a）［レディース］

3,900円（本体）
（税込4,290円）

ND(910a）［レディース］

5,900円（本体）
（税込6,490円）

ND(903a)［レディース］

5,900円（本体）
（税込6,490円）

Ln410［レディース］

2,800円（本体）
（税込3,080円）

Kb495［レディース］

5,400円（本体）
（税込5,940円）

20%OFF 20%OFF
SPECIAL
PRICE

※一部除外あり　※掲載価格は割引前の価格です。
2点以上お買い上げでレジにて

バッグと財布など組み合わせ自由

※一部除外品あり ※掲載価格は割引後の価格です。

レディース・メンズバッグ
対象ブランド

5507-48［ユニセックス］
（約H53×W36.5×D25cm）

9,900円（本体）
（税込10,890円）

○19,800円（本体）の品メ

○1

○2

PAZ104 ［メンズ］
○15,000円（本体）の品

12,000円（本体）
（税込13,200円）

メ

PAM101［メンズ］
○16,000円（本体）の品

12,800円（本体）
（税込14,080円）

メ
○1

○2 VUV-4601 ［メンズ］
○5,500円（本体）の品

4,400円（本体）
（税込4,840円）

メ

VHW-5530 ［メンズ］
○5,000円（本体）の品

4,000円（本体）
（税込4,400円）

メ
○1

○2

88089［レディース］
○6,500円（本体）の品

5,200円（本体）
（税込5,720円）

メ
○1

88104［レディース］
○4,800円（本体）の品

3,840円（本体）
（税込4,224円）

メ
○2

○1

○1

○2

○1

○2
○2

○1

○2○1

○2

本革 本革

本革

本革 本革

35L

3.7kg

KI6955［レディース］
○10,800円（本体）の品

4,320円（本体）
（税込4,752円）

輸

KI4746［レディース］
○14,000円（本体）の品

7,000円（本体）
（税込7,700円）

輸

○1

○2

50
％OFF

レジにて

新作
○1

8,000円（本体）
（税込8,800円）

NIKE　AIR MAX AP
［レディース］
○10,000円（本体）の品メ

○1

6,400円（本体）
（税込7,040円）

NIKE　AIR MAX SC
［レディース］
○8,000円（本体）の品メ

○2

○2

○1

○2

○1

○2

○1

15,300円（本体）
（税込16,830円）

1121751［レディース］
○17,000円（本体）の品メ

○1

○2

○1

○2

BLACK
［メンズ・レディース］

4,200円（本体）
（税込4,620円）

○1

LANDSCAPE
［メンズ・レディース］

4,800円（本体）
（税込5,280円）

○2

21,600円（本体）
（税込23,760円）

1112481［レディース］
○24,000円（本体）の品メ

○2

各7,560円（本体）
（税込8,316円）

WL373［レディース］
○8,400円（本体）の品メ

MS237［メンズ］
○9,400円（本体）の品

8,460円（本体）
（税込9,306円）

メ
○1

ML565［メンズ］
○9,900円（本体）の品

8,910円（本体）
（税込9,801円）

メ
○2○2 NIKE　AIR MAX SC［メンズ］

○8,000円（本体）の品

6,400円（本体）
（税込7,040円）

メ

○1 NIKE　AIR MAX AP［メンズ］
○10,000円（本体）の品

8,000円（本体）
（税込8,800円）

メ

20%
OFF

10%
OFF

10%
OFF

※当社指定商品に限り ※掲載価格（赤文字）は割引後の価格です。

※一部除外品あり ※掲載価格は割引後の価格です。

※一部除外品あり
※掲載価格は割引後の価格です。 ※掲載価格は割引後の価格です。

○2 THOMMER CB-NE
○28,000円（本体）の品

25,200円（本体）
（税込27,720円）

輸

○3 S-EAST-LONG-CHK-B CAMICIA
○17,900円（本体）の品

16,110円（本体）
（税込17,721円）

輸

○1 S-GIRK-HOOD-ZIP-
ECOLOGO FELPA
○23,900円（本体）の品

21,510円（本体）
（税込23,661円）

輸

レジにて

レジにて レジにて レジにて レジにて

■数量限定商品はお一人様1点限りとさせて頂きます。（尚、チラシ折込日当日朝、整理券を配布しての販売とさせて頂く場合がございます。整理券の配布終了をもって販売を終わらせて頂きます。）■広告の商品はサイズ・数量に限りがございます。万一品切れの節はご容赦下さい。■サイズ表記はあくまでも目安です。■セール中、割引対象
外商品・ブランドがございます。■チラシ掲載商品に対しての、期間中の電話でのご注文はご遠慮申し上げます。■業者の方への広告商品の販売（まとめ買い）はお断りさせて頂く場合がございます。■チラシ掲載商品は全て割引除外となります。■各種カード取り扱っております。■掲載商品の色と実際の商品が多少異なる場合があります。
■特価商品は、掲載商品のカラーのみとなります。色違いの商品の価格につきましては、スタッフにお問い合わせ下さい。■○メ はメーカー希望小売価格（税込）です。○輸  は輸入元希望小売価格（税込）です。○当は当店通常販売価格（税込）です。■%OFF表示は輸入元希望小売価格（税抜）及び、メーカー希望小売価格（税抜）、当店通常販売
価格（税抜）からのものです。■新型コロナウイルス感染症予防対策として、店内混雑時は入場制限をさせて頂く場合がございます。ご理解とご協力をお願い致します。■新型コロナウイルス感染症リスク増大に伴い、営業時間の変更及び休業となる場合がございます。詳しくは当社HPをご覧下さい。https://corporate.fithouse.co.jp/

各種キャッシュレス決済が
ご利用頂けます!

e211022C裏_下版

新型コロナウイルス感染予防のための
お客様へのお願い。

●マスク着用でのご来店をお願いいたします。 ●体調が優れない場合は、ご来店をお控えください。
●入店時に手指消毒のご協力をお願いいたします。 ●人と人との距離の確保にご協力ください。
●レジにお並びの際は、他のお客様との間を空けていただきますようお願いいたします。

10/22（金）～10/31（日）
チラシ開催期間


