
ハトムギ
フェイス
マスク
30枚入り

コラーゲン
エッセンス
マスク
5枚入り

ヒアルロン酸
エッセンス
マスク
5枚入り

プラセンタ
エッセンス
マスク
5枚入り

ゴールド
マスク
30枚入り

プラチナ
マスク
30枚入り

紫根石鹸
100ｇ

ガスール
フェイス
ソープ
100ｇ

柿渋石鹸
100ｇ

エクストラ
バージン
ココナッツオイル
ソープ
100ｇ

モコモコ
クレイソープ
100ｇ

アルガン
オイル
フェイシャル
ソープ
110ｇ

エイジングケア成分として
も注目されている「水素」で、
まずはお肌を整え同時に、植
物オイルの持つ豊富な保湿
成分がじんわり角質層へと
浸透していきます。栄養価が
高いシーベリーオイル配合。

イオンボディHクリアオイル
　　　　　　　　　　　　　20ml

肌本来の美しさを活かすスキンケア

モンゴ流 ラッキーバック
モンゴル人やインディアンの
豊かな髪の秘密

出張や旅行に便利 キシまず、ふんわりボリューム
女性のためのスカルプケア

→本体価格12,000円
税込12,960円

（メ）24,000円相当
→本体価格12,000円

税込12,960円

（メ）26,000円相当

ベネクス
アスリート愛用の快適なリカバリーウェア

スタンダードドライ
ショートスリーブ

スタンダードドライ
ハーフパンツ

全店で
45
セット

健康・美容のための新習
慣。注目の素材「桑」の青
汁です。1包あたり500億
以上の乳酸菌が入ってお
り、腸内フローラを気に
する方にオススメ。飲み
やすく仕上げました。

アトピーなど皮膚にトラ
ブルのある人でも安心し
てご使用いただけます。
さらに乾燥肌や敏感肌、
赤ちゃんからお年寄りの
方まで幅広くご使用いた
だけます。

エッセンシャルオイル
（精油）だけで香りづけ
したルームミストです。
消臭成分に緑茶エキス
と柿渋エキスを使用し
ています。

乳酸菌入りくわ青汁
90g（3g×30包）

「青汁は苦手…」という方にもお勧め

■青汁＋乳酸菌
■国産抹茶をブレンド

50％
OFF

全店で
1,000個

全店で
100個

50％
OFF

メンズ上下セット
サックス・サックス

スタンダードドライ
ショートスリーブ

スタンダードドライ
クロップドパンツ

全店で
55
セット

レディス上下セット
ピンク・ピンク

→本体価格1,900円税込2,052円
（平）本体価格3,800円

→本体価格1,380円 税込1,490.40円
（平）本体価格2,760円

→各本体価格3,000円 税込3,240円

（メ）本体価格
5,092円

（メ）本体価格
5,092円

（メ）本体価格
5,296円

モンゴ流入門セット

シャンプーEX 200ml
コンディショナーEX 200ml

41.1％
OFF

41.1％
OFF

モンゴ流携帯用セット

シャンプー200ml×2本

キオティル入門セット

シャンプー200ml
コンディショナー 200ml

アレッポの石鹸
ノーマル（標準重量160g）

愛され、受け継がれて1000年……

昼用 消臭ルームミスト
夜用 消臭ルームミスト各250ml

アロマの香りのルームミスト

SALE 本体価格400円
税込432円

痛くない、広範囲の脱毛が可能、アダプター３点付属の
お得なセット。カートリッジ追加購入で美顔器としても
利用できます。

（平）本体価格64,630円 税込69,800.40円

家庭用脱毛器ケノンセット（美顔カートリッジ付）
光脱毛機、楽天家電年間ランキング6年連続1位（2012～2017）

●プレミアムカートリッジ（付属）
●ストロングカートリッジ
●美顔カートリッジ　●まゆ毛脱毛

※但し、商品は後日お客様ご自宅へのお届けとなります。

カラー／パールホワイト・シャンパンゴールド・
　　　　シャインピンク・艶消しブラック

イオンボディ特別特典美顔カートリッジ付

6,000円のお買い物券プレゼント 3,000円のお買い物券プレゼント

美美Pink
UVカットサングラス

（平）本体価格12,800円 税込13,824円 （平）本体価格12,800円 税込13,824円

※旧パッケージ品
　となります。

50％
OFF 53％

OFF

全店で
50本

ノーマルタイプ／オーバーグラスタイプ

ピンクの波長が女性のキレイを刺激する紫外
線カットサングラス。通常タイプと、メガネの
上から装着できるオーバーグラスの2種類あ
ります。

お1人さま2セット限り

全店で
500個

心冴ブルー

目覚める。集中する。挑戦する人に。ブルーの特
別な波長が覚醒や集中する空間を演出します。

ノーマル・オーバーグラス共用

全店で
10本

60％
OFF

（メ）本体価格600円～800円 （メ）本体価格665円～1,200円

→本体価格1,050円
税込1,134円

→本体価格7,000円
税込7,560円

各100個入
（平）本体価格10,000円

各10個入
（平）本体価格1,500円

各（メ）本体価格1,500円

→本体価格600円
税込648円

痛みのポイントがはっきりしてい
る時、押した時に骨が触れやすい場
所、強く押されたくない痛みに。

全体的に漠然とつらい時、押した時
に骨に触れにくい場所、温まると楽
になる痛みに。

ソマセプト

ソマレゾン

ソマセプト／ソマレゾン

刺さない鍼をコンセプトに開発された
メディカルパッチ

「なぜモンゴル人やインディアンの髪は黒くフサフサなのか?」
彼らの生活体系を研究して開発された自然派スカルプシャンプー

全店で
各20個

30％
OFF

全店で
各100
セット

お1人さま5点限り

43.4％
OFF

※店舗により取扱商品が異なる場合がございます。

フェイスマスク 石鹸

※本企画の「お買物券」は、お買上げの当日からAEONBODY、A-BODYでのみご利用いただけます。 ご利用期間は2019年6月16日（日）まで。

※掲載商品は一部商品を除き本体価格と税込価格を併記しています。
※税込価格は小数点第二位まで表示いたします。複数点数購入される場合、小数点以下の端数も合計して消費税を計算いたします。

※聖蹟桜ヶ丘店は対象外

全店で
各150個

※手作りのため、重量、色、形に多少
のバラツキがあります。

人気オールインワン美容液
『ブラッディーローズジェ
リー（40ml）』に、2分間パッ
クの『ホワイトウォッシュ
パックミニサイズ（15g）』
が付いた限定品です。

ばら水にガスール
のおまけがついた
セット。

食塩無添加ナッツセット
素材の美味しさそのまま

お買い得な食塩無添加ナッツセットです。

ブラッディローズジェリー
withホワイトウォッシュパックミニ
40ml+15g

数量限定! お得なセット
朝摘みばら水とガスールセット

100ml+10g

ナイアード フラコラ

アーモンド、カシューナッツ、
ピスタチオ、マカダミアナッツ

全店で
240
セット

三育フーズセット
お買い得な

野菜と豆のカレー、玄米ラーメン、デミグラス
風野菜大豆バーグ、麻婆豆腐の素、黒ゴマク
リーム、白ゴマクリーム

全店で
50
セット

人気のドライフルーツを詰め合わせてお買い得。
（プルーン、あんず、マンゴー、メロン、いちじく）

全店で
408
セット

お買い得な
ドライフルーツセット

母の日にピッタリなギフトとして限定発売
ラカスタヘッドスパブラシ
              ギフトセット

国産オーガニックスキンケア
母の日ギフトとして
Lar ギフトセット

→本体価格1,000円
（平）本体価格3,302円

税込1,080円
→3個で本体価格465円

（平）本体価格1個186円 3個558円

税込502.20円
→本体価格400円
（平）本体価格500円

税込432円
→本体価格400円
（平）本体価格500円

税込432円

お買得な
伊藤園お茶 お楽しみパック

母の日ギフトにもおススメ
コーボンスリムライトN140
＋ザクロキャンディ

お買い得セット
はちみつ入りゆず茶、
　　　　　塩飴セット

全店で
100
セット

全店で
60
セット

瀬戸内太陽サンサンブレンド麦茶、レモング
ラスルイボスティー、国産有機玄米ほうじ茶、
みんなのもち麦雑穀

小川生薬セット4種類
厳選国産原料を使ったお茶のセット

シャンピニオンゼリー
「ニットー」エル 30粒＋10粒品

1粒で400ml ヨーグルト約50個分の乳酸菌

毎日一粒。梅ゼリーの
中に2千億個の乳酸菌
とシャンピニオンエ
キス、フラクトオリゴ
糖がお腹の中をきれ
いに。気になるニオイ
もすっきりにします。

マナラ
限定イランイランミックス＋
新商品ツルリナ
ウォッシュ2包セット
200g+2包
昨年数量限定で発売したイラ
ンイランミックスに新商品ツ
ルリナウォッシュパウチ2包を
セットにしたお得な限定品。

ゴージャスなアロマと粒洗顔で
贅沢気分を満喫してみませんか？

がごめ昆布入り
和風とろっとスープ 75g

アマニスイーツ

がごめ昆布をバランス
よくミックスした海藻
スープです。グルテン、コレステロール、

トランス脂肪酸フリー。

あさりの旨味と海藻のとろみ
あさり入とろろスープ 70g

がごめ昆布、めかぶ、わか
め、ねぎに、アサリを加え
た贅沢な即席スープの素。

よりどり2点で20%OFF3個目半額

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。

フルーツの醗酵エ
キスの中に酵母を
含んだ美と健康を
育むドリンク。

ユリシー
キレイのための和漢百草茶

和漢植物を配合の健康茶
全店で
120個

・クレンジングオイル（現品）
・ヒーリングローション（現品）
・ベリーソープ

特上蒸し緑茶1000、一番摘みのおい
しいお茶（2個）、おいしい抹茶ラテ

→本体価格500円
本体価格1,162円

税込540円

→本体価格1,200円
税込1,296円

→本体価格1,800円
税込1,944円

→本体価格7,000円
税込7,560円

→本体価格3,800円
税込4,104円

→本体価格3,400円
税込3,672円

→本体価格5,800円
税込6,264円

→本体価格3,500円
（平）本体価格4,863円

税込3,780円
→本体価格1,000円

本体価格1,512円

税込1,080円

→本体価格2,477円
（平）本体価格2,477円

税込2,675.16円
→本体価格1,500円

（平）本体価格1,862円

税込1,620円

→本体価格1,000円
（平）本体価格1,416円

税込1,080円

→本体価格1,000円
本体価格1,580円

税込1,080円
→本体価格1,000円

（平）本体価格1,940円

税込1,080円

全店で
60
セット

5g（40包）
＋14包（非売品）
サービスパック付き

フラックス・
ブラウニー
チョコレート 33g

豚毛とナイロン毛のミックス
毛でできておりデリケートな
頭皮を傷めにくく、艶のある髪
を育てる頭皮環境へ導きます。

Larのクレンジングオイ
ル、ヒーリングローショ
ンに限定非売品のベリー
のソープがついたセット。

水に浸して約3～5分首に巻くだけでひんやり涼しい
しろくまのきもち
サマースカーフ&アームオアシス
　　　　　　　　　お得パック

涼しいサマースカー
フと、春先は紫外線対
策、暑い夏には水に浸
して絞って着用、暑さ
対策にも活躍アーム
カバーのセット。

→本体価格1,950円
税込2,106円

キャンプ、ガーデニングなどの
屋外にでかける時に
アウトドアボディ
　　　　　　スプレーセット
　　　　　　　　125ｍl+50ｍl

天然成分100％で、シトロネラ、
ペパーミント、ユーカリ、ティー
ツリーなど、選び抜いたエッセ
ンシャルオイル使用。香水に使
用されるサトウキビ由来のア
ルコールを使用。清涼感のある
香りです。 

サマースカーフ×2
ひんやりアームオアシス×1

全店で
30
セット全店で

48
セット

全店で
100
セット

全店で
100
セット

ローズドビオ

全店で
40
セット

※船橋店は対象外

全店で
20
セット

全店で
70
セット

ホワイテスト
プラセンタ原液
30ml（現品）＋
プロテオグリカン原液
15mlお試しセット

LIFTestプロテオグリカン原液
30ml（現品）＋ホワイテストプラセンタ
エキス原液15mlお試しセット

ゆず茶の柚子皮は農薬、化
学肥料不使用の特別栽培木
頭柚子です。はちみつ塩飴
は、沖縄の海水からつくら
れた天然海塩「ぬちまーす」
を使用。

全店で
各80
セット

→本体価格3,334円
（メ）本体価格3,334円＋908円

税込3,600.72円

→本体価格3,334円
（メ）本体価格3,334円＋908円

税込3,600.72円

全店で
120
セット

全店で
100
セット

※商品は店舗により後日お取り寄せとなる事がございます。　※本チラシ掲載品は他の割引との併用は出来ません。　※価格の相当表記は、グラム又はmlあたりの価格で
換算したものです。　※ラッピングは有料にて承ります。　※（平）→当店平常価格、（メ）→メーカー希望小売価格となります。　※掲載商品は一部商品を除き本体価格と
税込価格を併記しています。　※税込価格は小数点第二位まで表示いたします。複数点数購入される場合、小数点以下の端数も合計して消費税を計算いたします。

美と健康のライフスタイルショップ

スペシャルプライス ※商品は店舗により後日お取り寄せとなる事がございます。 ※本チラシ掲載品は他の割引との併用は出来ません。
※（平）→当店平常価格、（メ）→メーカー希望小売価格となります。

2019

4/25
木

2019

5/21
火

スプリングフェスタでお渡しした300円お買物券はご利用いただけません。

※　　の付いた商品は、イオンボディ公式オンラインショップでもお買い求め頂けます。　AEONBODYオンラインSHOP　https://www.aeonbody.com/

ゴールデンウィークフェスタゴールデンウィークフェスタ2 0192 019

フェイスマスク、石鹸 よりどり2点で本体価格990円 税込1,069.20円
お好きな2点をお選びください

数量限定　お得なラッキーバッグ

美と健康のライフスタイルショップ

ゴールデンウィークフェスタゴールデンウィークフェスタ2 0192 019



火を使わずはるだけで
気持ちよい温熱効果

オーガニック・ホワイトロー
ズから丁寧に蒸留したエキ
スやダマスクローズなどに、
エーデルワイスを配合。

クレンジング・シャン
プーなど、全身に使用可
能。安心して使える極上
の液体石けんです。

顔、唇、目元に使い
たい、UV効果もあ
る万能クリーム安
心して使える天然
成分100％です。

体格を選ばない ロングストローク構
造。座面のクッション性アップ。

Dr.Air 3Dマッサージ
シート LITE

スタイリッシュな
マッサージ器

※商品は店舗により後日お取り寄せとなる事がございます。※本チラシ掲載品は他の割引との併用は出来ません。※価格の相当表記は、グラム又はmlあたりの価格で換算したものです。※ラッピングは有料にて承ります。※（平）→当店平常価格、（メ）→メーカー希望小売価格となります。
※掲載商品は一部商品を除き本体価格と税込価格を併記しています。　※税込価格は小数点第二位まで表示いたします。複数点数購入される場合、小数点以下の端数も合計して消費税を計算いたします。

（平）本体価格3,000円
税込3,240円

※レイクタウン店、三宮店のみ取扱 ※一部店舗はお取寄せ

※一部店舗はお取寄せ

5,000円お買い物券プレゼント

2,500円お買い物券プレゼント 2,000円お買い物券プレゼント

3,000円お買い物券プレゼント

コロンと可愛いブタさん型

足裏からふくらはぎまで、エアで極上マッサージ

全店で
10台

全店で
10台

（平）本体価格35,000円
税込37,800円

Dr.Air 3Dマッサージシートプレミアム

マッサージチェアのユニットを搭載
し、もみ・たたき・指圧と本格的なマッ
サージを実現します。

70cmのロングストローク

※一部店舗はお取寄せ

5,000円お買い物券プレゼント

全店で
20台

Dr.Air 3Dネックマッサージャー
あらゆるシーンにフィット

（平）本体価格13,704円
税込14,800.32円

各（平）本体価格23,000円
税込24,840円

（平）本体価格18,334円
税込19,800.72円

首や肩にフィットしや
すいコンパクトボディ。
コードレスでどこでも
ご使用いただけます。

※一部店舗はお取寄せ※一部店舗はお取寄せ※一部店舗はお取寄せ

リファ グレイスヘッドスパ
頭皮から、髪・肌・表情の美しさを呼び起こす

全店で
10台エステティシャンの力強い手技を独自テク

ノロジーで再現。頭皮を連続的につまみ上げ
るツイストニーディングを実現。頭皮環境を整える新成分

「トリプルホールド成分」配合!
3つのアプローチで頭皮を
健やかに保ちます。

（平）本体価格29,800円
税込32,184円

米ぬか酵素洗顔クレンジング
85g

詰替 85g

100%無添加

各（平）本体価格2,660円

アロマエッセンシャルオイル
ブレンドアロマ精油がお買い得!!

※商品写真はイメージです。

→本体価格2,261円
税込2,441.88円

シーベリージュース
720ml

生命力が強い奇跡の実

●サジー
●サジー+ゆず
シーベリーにはビタミ
ンACE、アミノ酸、オメ
ガ７が豊富。

シーラン
エンハンシャル
洗顔粉 50g

7種の天然由来成分

全成分は7種類。汚れだけ
落とし、皮脂は守る。使う
ほどに素肌育する洗顔粉。

スイス発好きな香りを
持ち歩いて毎日がハッピーに

各（平）本体価格12,800円
税込13,824円

口にくわえて、ゆらゆ
ら揺らすだけで、顔の
筋肉にアプローチ。

パオ ブラック・ホワイト

たるみ、シワ、ほうれい線に「表情筋を鍛える」
という新メソッドを

※聖蹟店、品川店は対象外

2,000円お買い物券プレゼント

5,000円お買い物券プレゼント

（平）本体価格8,000円
税込8,640円

1,000円お買い物券プレゼント

つま先、足裏から足の甲まで、9
層のエアバックがしっかり足を
包み込み、つちふまずと指の付け
根に内蔵したエアカプセルとの
合わせ技で心地良く刺激します。

昼用、夜用ブレンド
各20ml 

Lar
ヒーリング
ローション 120ml

スキンTオイルA&N 30ml
NICOLA organics

（スキンセラピストアプリコット&ネロリ）

身体の芯からあたたまる
ナノ水素スパ入浴剤 1kg

お湯に溶かすだけで
高濃度水素バスが楽
しめます。効果は約
3時間持続します。

（平）本体価格36,852円
税込39,800.16円

乗るだけでエクササイズ！ さらに
お手軽になったスーパーブレード。

乗るだけエクササイズ！ 頭をつかんでググッと持ち上げおうちで極楽ヘッドスパ！

ブラック／ピンク

※一部店舗はお取寄せ

Dr.Air 3Dスーパーブレード スマート

HANAオーガニック

「スカルプＤヘアケアシリーズ」お買上げ
3,000円（税抜）毎に500円分のお買物券プレゼント

「TV&MOVIE商品」お買上げ
2,500円（税抜）毎に400円お買い物券プレゼント

「グリーンノート ヘアケア商品」お買上げ
3,000円（税抜）毎に500円お買い物券プレゼント

「アミノマスター商品」お買上げ
5,000円（税抜）毎に700円お買い物券プレゼント

1921年スイスに誕生、世界
をリードするオーガニック
化粧品のパイオニアです。
 高品質な自然の恵みだけ
を使った製品は、世界50カ
国で親しまれています。

洗髪ダメージゼロ×ふ
んわり仕上げ。絶妙な
保湿バランスの取れた
さらツヤ髪シャンプー。
こだわりのアミノ酸系
洗浄成分100％。

「ヴェレダ・ジャパン商品」お買上げ
2,500円（税抜）毎に400円分のお買物券プレゼント

「HANAオーガニックシリーズ」お買上げ
3,000円（税抜）毎に500円分のお買物券プレゼント

フットケアコードレス リラブー ピンク

エアブーツマッサージャー

3,000円お買い物券プレゼント

（平）本体価格20,000円
税込21,600円

ルルド リフトケア

●紳士半袖Tシャツ（平）本体価格7,800円
　→本体価格6,630円　税込7,160.40円
●ふくらはぎサポーター（平）本体価格5,800円
　→本体価格4,930円　税込5,324.40円
●腹巻（平）本体価格8,800円
　→本体価格7,480円　税込8,078.40円
●婦人タンクトップ（平）本体価格6,800円
　→本体価格5,780円　税込6,242.40円

キレートワンシャンプー300ml
「濃密フルボ酸」を高配合

詰替 700ml

玄米のイメージを覆す、
もちもち感

〈一例〉黒米ブレンド／
　　　はと麦ブレンド／
　　　もち麦ブレンド 他

オランダで育った牛から
採取されるグラスフェッ
ド・バターが原料の上質
なギー（バターオイル）。

健康オイルとして大注目
讃岐熟成黒にんにく550g
イオンボディオリジナル

香川県産のにんにくを
遠赤外線でじっくりと
加熱熟成しました。

琉白

天
然
由
来
成
分
1
0
0
%
。

（平）本体価格4,584円
税込4,950.72円

（平）本体価格7,176円
税込7,750.08円

シークワーサーブライトニング
エッセンス30ml

（平）本体価格4,233円
税込4,571.64円

（平）本体価格2,950円
税込3,186円

ジュンコカヤヌマ

（平）本体価格3,324円
税込3,589.92円

NICOLA organics
ホワイトフラワー
Vローション 100ml

【液体石けん】サヴォン・ドゥ・
パルフェ250ml

アルテ
しなやか 30ml

（平）本体価格1,700円
税込1,836円

アルテ
紫草クリーム 9.5g

イオンボディネット販売第1位
クリアな肌、元気な髪を
Vitabrid C12

健康繊維ベスメッドがカラダのコンディションを整える

ヘアトニックセット
EX 1.5g+110ml

フェイス3g

（平）本体価格6,200円
税込6,696円

（平）本体価格
2,130円

税込2,300.40円

（平）本体価格1,000円
→本体価格850円 税込918円

（平）本体価格8,700円
税込9,396円

（平）本体価格
1,800円

税込1,944円

（平）本体価格3,800円
→本体価格3,230円

税込3,488.40円

（平）本体価格7,200円
→本体価格6,120円

税込6,609.60円

（平）本体価格1,800円
→本体価格1,530円

税込1,652.40円

（平）本体価格1,680円
→本体価格1,428円

税込1,542.24円

（平）本体価格2,800円
→本体価格2,380円

税込2,570.40円

（平）本体価格1,280円
→本体価格1,088円

税込1,175.04円

（平）本体価格5,000円
→本体価格4,250円

税込4,590円

（平）本体価格3,200円
税込3,456円

（平）本体価格3,800円
→本体価格3,230円

税込3,488.40円

（平）本体価格400円
→本体価格340円

税込367.20円

（平）本体価格274円
→本体価格232円

税込250.56円

モリンガ香草シリーズ
無農薬栽培のモリンガを使用

蒸留水 200ml
〈ベーシック、ラベンダー、レモンティツリー〉

洗濯マグちゃん

ビタブリッドC

（平）本体価格2,420円
→本体価格2,057円

税込2,221.56円

（平）本体価格2,090円
→本体価格1,776円

税込1,918.08円

火を使わないお灸30個入り

12枚入（世界M）

部屋干し臭い対策に！

みたけ 有機むぎ茶特用サポータス
有機JASに認定され
た麦を安心の製造ラ
インで作った麦茶で
す。

大容量のお徳用タイプです

Coco MCTオイル 360g
料理や飲み物に混ぜるだ
け。消化吸収がよく体脂肪
として溜まらないオイル。
糖質制限時のエネルギー
補給におすすめ。

高純度のマグネシウムを
使い水素とアルカリイオ
ン水を生成。嫌な臭いの
原因となるカビや汚れを
落とす新発想の洗濯用品。

ネットで話題の毛髪用。

化粧水等にまぜるだけで
ビタミンC12時間パック。

毎日の健康やダイエットに

GHEE EASY 100g

寝かせ玄米各種 180g

アロマスティック

サッと履くだけでマッサージできるブー
ツ型。片足5ヶ所6層のエアバッグが、足
裏からふくらはぎまで足全体をぎゅっと
しぼり上げてマッサージ。

2つのエアバッグで頭皮をつかんで、張り
やこわばりにアプローチ。フェイス周り
のリフトアップを図る、ターバン型の美
容アイテム。

紳士半袖
Tシャツ

ふくらはぎ
サポーター

天然100%のオーガニックコスメで私史上、最高の肌へ

スカルプＤ

スカルプＤボーテ

「スカルプD」「スカルプDボーテ」リニューアル
ヴェレダ・ジャパン
自然をひもとき、あなたの美しさへ

黒米ブレンド

アミノマスター
天然由来植物成分90％配合

（平）本体価格1,195円
税込1,290.60円

〈ローズ〉

（平）本体価格1,389円
税込1,500.12円

モリンガバーム 30g
（平）本体価格2,250円

税込2,430円

モリンガオイル 50ml
（平）本体価格2,852円

税込3,080.16円

（頭皮用ヘアパウダー&
ヘアートニック）

携帯に便利な
リップスティッ
クタイプ。

FOCUS／ENERGY／REFRESH／RELAX／
BALANCE／CARM

税込3,365.28円
→本体価格3,116円
（平）本体価格3,667円

琉白 グリーンノート
月桃UVボディヴェール 60ml

税込2,570.40円
→本体価格2,380円
（平）本体価格2,800円

オーガニックUVミルク 30ml

シーラン

税込2,386.80円
→本体価格2,210円
（平）本体価格2,600円

オーガニックサンミルク50ml
オーガニックマドンナ

税込2,085.48円
→本体価格1,931円
（平）本体価格2,272円

ピュアガードサンミルク45g

紫外線吸収剤フリー。顔・から
だ用のオーガニック日焼け止
め。スーッと肌になじみ透明
になるクリアタイプで家族み
んなで心地よく使えます。

「エコサートオーガニック認
証」取得。紫外線吸収剤不使
用で、成分の50%以上が、
オーガニック美容成分。紫外
線や乾燥から肌を守ります。

オーガニック62％配合の
虫よけ＆UVクリーム。1
本で2つの効果！虫が嫌
いなレモングラス、ユーカ
リ、シトロネラ等を配合。

フランスオーガニック認
定機関で認められた天然
由来成分100％の日焼け
止め。紫外線吸収剤不使用
で紫外線をブロック。

夜の肌に着目し、花精油
の力を用いて睡眠中の
美しくなる力を高め「私
史上、最高の肌」に導く
オーガニック化粧品です。

光を肌の味方にしたい、ナチュラルコスメブランド

植物成分100％
体と地球にやさしい
白髪染め

TV＆MOVIE

スキンケアとメイクアップ
の機能性をオーガニック＆
ナチュラルな成分と、自然
の製法で両立することが私
達の目指した新しいオーガ
ニック・ナチュラルコスメ。

グリーンノート ヘナ

しっかりと白髪をカバーし、
退色時の色合いが美しい 、
100％天然、安心・安全なヘ
アカラー です。

（平）本体価格33,000円
税込35,640円

全店で
10台リファ フォー ボディ

エステティシャンの手技を複合的にするた
めに「つまみ流す」「つかみ絞る」というスパ
イラルニーディングを再現。防水加工でお風
呂でも使用できます。

スパイラルニーディングの動きで
ボディを強力につかみ絞る

5,000円お買い物券プレゼント

水も無添加100％。ヘチ
マや月桃などの天然素
材が肌の疲れをほぐし
すべすべ肌に導きます。

沖縄シークワーサーの
パワーで、しっとり透
明感のある素肌に。

アプリコットオイル、バオ
バブオイル、クランベリー、
ローズヒップが素肌に潤
い、ハリ、弾力を与えます。

「しなやか」は紫根（シコン）、
当帰（トウキ）を、香油で煎
じてできた純天然の美容オ
イルです。肌や髪、頭皮、唇
の荒れを整えます。

（ネクスト、スタイリングは除く）

オンライン
ショップ

オンライン
ショップ

オンライン
ショップ

オンライン
ショップ

オンライン
ショップ

オンライン
ショップ

オンライン
ショップ

オンライン
ショップ

（ナチュラスターシリーズは除く）

お買物券プレゼント

化粧水・美容液・オイルなど レジにて SALE

※本企画の「お買物券」は、お買上げの当日からAEONBODY、A-BODYでのみご利用いただけます。 ご利用期間は2019年6月16日（日）まで。　※スプリングフェスタでお渡しした300円お買物券はご利用いただけません。

美と健康のライフスタイルショップ

よりどり2点 15％OFFよりどり2点 15％OFF よりどり3点 20％OFFよりどり3点 20％OFF 15％OFF15％OFF

2019

4/25
木

2019

5/21
火

ゴールデンウィークフェスタゴールデンウィークフェスタ2 0192 019

※　　の付いた商品は、イオンボディ公式オンラインショップでもお買い求め頂けます。

　AEONBODYオンラインSHOP　https://www.aeonbody.com/


