
イオンボディに行こう！Ｖｏｌ.7
各店店頭イベント案内 2019年 1/23（水）～3/4（月）
●イベントは店舗により日程が異なります。お間違いの無いようにご確認ください。又、やむを得ない状況により、予定通り開催出来ない場合もございます。
その場合はご了承頂きますようお願い申し上げます。

●全店共通イベント● 無料人気商品サンプルプレゼント 各店・先着２０名様限定
この機会に是非、お試しください。ご要望の方は店頭スタッフにお声かけください！！お一人様１点限りです。

ヴェレダ
アルニカマッサージオイル
＆アルニカシャワージェル

※スタッフの声、お客様の声について※コメントはあくまで個人の「生声」で感想です。

1/26（土）～28（月）プレ
ゼント

ローズドビオ

ブラッディローズジェリー
（美容液＆クリーム）

＜国産美容液＞
１００％自然由来成分で出来た贅沢なオー
ルインワンゲル。高い保湿効果により潤うだ
けでなく一日中くすみを感じない透明感を生
み出し、夕方まで高いハリ感の肌を。

【スタッフの声】毎日のお手入れに、本当に
欠かせません。つけ心地はしっとり、さらっ
としたゲル。肌はもっちりと潤います。私も
含め、スタッフでもリピート率高いです。

1/30（水）～2/1（金）プレ
ゼント

1/23（水）～25（金）プレ
ゼント

プレ
ゼント

2/2（土）～6（月） プレ
ゼント

マナラ
モイストウォッシュゲル

プレ
ゼント

カプセル化パパイン酵素が毛穴汚
れをすっきり落とし、アーチチョーク
葉エキスが毛穴をケアする、朝用の
美容液洗顔料。・コラーゲンやヒア
ルロン酸、オリーブ油、スクワランな
どの美容成分を97.5%配合。しっとり
モチモチとした洗い上がりです。

2/6（水）～8（金） 2/9（土）～11（月）

2/13（水）～15（金）プレ
ゼント

2/20（水）～22（金）
アンドハーブ シャン
プー＆トリートメントパウ
チサンプル

2/16（土）～18（月）プレ
ゼント

「保水＆保護成分」に着目。
水分量14％という高い水分
量を実現。新感覚の潤いを
実感します。 ハチミツ、
ローヤルゼリーなどの保湿
成分、モロッカンオーガニッ
クオイル使用。

プレ
ゼント

2/23（土）～25（月）

ジェイソンウィンターズティ 2包

プレ
ゼント

2/27（水）～3/1（金）

バイオノーマライザー
顆粒、タブレット 各1包

プレ
ゼント

3/2（土）～6（月）

仙台勝山館ＭＣＴオイル 7ｇ
プレ
ゼント

オーラ商品3,240円（税込）以上お買い上げで
カイロみたいキルト １枚プレゼント

世界が認めたプレミアムブレン
ドティー。誕生から40年間にわ
たり、70ヶ国以上で支持され
ています。ウーロン茶、レッドク
ローバー、インディアン・セージ、
スペシャルスパイス（ハーバ
リーン）をブレンド。
レイクタウン、幕張新都心限定

酵素の王様と呼ばれる青パパイヤの実、皮、種を
丸ごと発酵させた健康食品。疲れた時、そのまま
溶かしてお召し上がりください。
レイクタウン、幕張新都心限定

MCTオイル（中鎖脂肪酸油）は、ココナッツオイルなどに
含まれる脂肪酸の一つ。ココナッツオイルにの中鎖脂肪
酸は約60％に対し、MCTオイルは中鎖脂肪酸が100％
で、効率的に摂取可能。味や臭いがなく透明で、料理
や飲み物に加えて簡単に摂りいれることができます。
レイクタウン、幕張新都心限定

イポラニ 目元・口元用クリーム

99％以上植物性。植
物幹細胞、ホホバ種子
油、キノア種子エキス、
等の注目成分を贅沢に
配合したリッチな香り豊
かなクリーム。エクステ
をしていてもＯＫ。乾燥
時期に目元、口元の保
湿ケアに。

女神のリフティ
リフティパウチサンプル

目元以外でも、ほうれい線
やこめかみ、えら辺りなどポ
イントで塗り、5秒止めて離
すとピンハリ効果を実感で
きます。
※品川店、聖蹟店除く

ラフラ
バームオレンジ

ダブル洗顔不要で、メーク
落とし・洗顔・温感マッ
サージ・角質ケア・美容
パックの5つの機能がこれ
1つで完了。
※品川、聖蹟除く

ローズマリーとラベンダーがメイ
ンの爽快な香り。マッサージで
血行をよくしたいときに ハーブ
の香りで芯から元気にする、ボ
ディマッサージ用オイルと、肌を
すっきりと洗い上げるオイルフ
リーのボディ用洗浄料。

チャントアチャーム
クレンジングミルク
（メイク落とし）

オイルの洗浄力とミルクの保湿
力のうるおいクレンジング。マツ
エクOK W洗顔不要。しっかり
メイクも一度でスッキリ、なのに
仕上がりしっとり もちもち

【カイロみたいキルト】 （平）464円（税込）
冷え・コリ・痛みが気になる所にすりすり。心地よいあたたかさが、
めぐりアップをお手伝い。肝臓・胃腸のあたためにもおすすめ。

タブレット

顆粒

「まるで陽だまりのような、やさしいあたたかさ。」オーラのあたたかさの秘密は遠赤外線を放出
する「オーラストーン」。オーラストーンを繊維に煉り込んだオーラ製品は国内で丁寧に作られ
ています。

プレ
ゼント

ほっと腹巻（レース無）
お腹のあたためは元気の要！
ほっと腹巻で深部まで
あたためてめぐりアップ！
（平）4,860円（税込）

ナチュラグラッセ スキンバ
ランシングベース+リキッド
ファンデーションNO2

水分・油分のバランスを
保ち、肌の凹凸を整え
る化粧下地。＋薄づき
でありながら、なめらか
で自然なツヤ肌に仕上
げるリキッドファンデー
ション。

お茶

サプリメント

食用
オイル

各店先着
10名さま

一例

色・柄は
当社指定
になります。

ふわふわ足
スパウォーマー
（平）3,909円（税込）

26種類の和漢植物を配合した健康と美容のための
ブレンド茶。ノンカフェイン

ユリシー 和漢百草茶 サンプリング
レイクタウン 2/2（土）11時-18時

日東製薬 シャンピニオンゼリー 試食会
レイクタウン 1/24（木） 幕張新都心 2/2（土）
船橋 2/7（木） ユーカリが丘店 2/14（木）
全日とも11時-17時

1950年より手づくりされている天然酵母飲料

コーボンマーベル 試飲会
レイクタウン 2/4（月） 2/5（火）11時-17時

小川生薬 ごぼう茶
しょうがココア シナモンしょうがココア 試飲会
レイクタウン2/1（金） 2/3（日） 2/16（土） 2/17(日）
全日とも11時-19時

濃厚でクリーミーな本格派ハチミツ

マヌカハニー 試食会
レイクタウン 1/27(日）12-17時
幕張新都心 2/16（土）12－17時

水ソムリエが作ったハーブコーディアル

ＭＩＬＬ（ミル） 試飲会
レイクタウン 2/7（木）11-16時
東雲店 2/14（木）11-16時

【MGO 400+】250ｇ
（平） 7,452円（税込） 他

ニュージーランドでのみ自生しているマヌカの花から
採る「マヌカハニー」は、「食物メチルグリオキサ－ル
（MGO）」をたっぷり含んでいる唯一のハチミツです。

抗生物質や農薬は一切使用していない
100％純粋なピュアハチミツ。

【150ｍｌ】
各（平） 936円（税込）

●自然の恵みを、ナチュラルエキスをミネラル
ウォーター、ヨーロッパ産ハーブ、新鮮な野菜
と果物、無添加、無着色、はちみつ100％使
用、手作りにこだわりました。

60年以上前から伝わる元種を、果物（りんご、う
め、みかん、ぶどう）と、てん菜糖に加え、１年～
１年半じっくりじっくり発酵熟成させて製造します。

「天然酵母」を手軽にとれる酵母ドリンク「コーボン
マーベル」で元気な毎日をお過ごしください。

毎日１粒。2千億個の乳酸球菌、 1g のフラクトオリゴ
糖 、高配合したシャンピニオエキス、カテキン、 梅
果汁によって、お腹の中をきれいに、爽やかにしてく
れるお菓子 (ゼリー )です。

【シャンピニオンゼリー】30粒（平） 3,780円（税込）

1粒で400ｍｌヨーグルトの
50個分の乳酸菌

【コーボンマーベル】（平） 5,184円（税込）

26種類の和漢植物(ハトムギ、どくだみ、ルイボス、クマ
ザサ、金針菜、高麗人参、ベニバナ、タンポポ根、カミツ
レ、ショウガ、みかん皮、ハブ茶、ヨモギ、ビワ葉、ザクロ、
スギナ、クコ茶、柿葉、黒大豆、霊芝、クワ葉、甜茶、ア
ガリスク、シソ、ギムネバ、ハス葉)をブレンド。カラダの内
側から健康と美容をサポートします。ほっこり香ばしく、飲
みやすいお味です。

【和漢百草茶】2ｇ ×40包 （平） 2,675円（税込）

【国産ごぼう茶】
国産ごぼう100％。香ばしさが人気
（平）1,522円（税込）

【しょうがココア】
濃厚なココアと独自の技術で蒸した
国産生姜が
同時においしく摂れるしょうがココア。
（平）1,080円（税込）

５% ＯＦＦ
クーポン

店舗でも、ネット通販でもポイントアプリがお得！！

【初回限定】公式オンラインショップで使える【初回限定】店頭ですぐに使える

◆本券は割引券ではありません。（アプリクーポンをご提示下さい）◆他の割引と
の併用は不可、一部除外品があります。詳しくはアプリクーポンを確認下さい。

◆他の割引との併用は不可、一部除外品があります。
AEONBODYオンラインSHOPをご覧ください。

●イオンボディポイントメンバーズのご案内

App store 

または

Google Playで

既存ポイントカード会員様は
アプリポイント移行で

200Pプレゼント！
※ポイント移行は旧カードと交換で店頭で実施します。
※既存会員様とはポイントアプリ導入前（2018年11月18日以
前）にポイントカードにご入会済の会員様です。

お店でも、
オンラインSHOPでも

ポイントが
貯まる！使える！！

※アプリから会員登録
が必要です

◆掲載商品数1,600品以上。
◆お買い上げ5,400円（税込）

以上で送料無料。

ＮＥＷ ＯＰＥＮ
公式オンラインショップ

お買上げ１００円（税込）ごとに１ポイント加算。
ポイント換算は100円ごととし、100円未満の端数は切り捨てさせていただきます。

（一部取扱できないコーナー・商品がございますのでご了承くださいませ。）

３００ポイント貯まるごとに、３００円分の割引。
セール品には、ご利用いただけません。割引ポイントを使用される場合はおつりは出ません。

今ならアプリ会員登録でWチャンス！以下のクーポンもらえます。

イオンボディ

５% ＯＦＦ
クーポン


