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ナチュラグラッセ
メイクが楽しくなる
ナチュラルコスメ。
使う度いつも優し
く素肌に潤いを実
感。徹底管理検品で
安心お届け。素肌に
優しいノンケミカ
ル。

植物の力で日々を健やかに彩る

一度で顔・首まで同時に
お手入れができる画期的な
フェイスマスク誕生!!

天然整肌成分「紫根エキス」
をたっぷり配合した
フェイシャルマスク

30％
OFF

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。

「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

ナチュラグラッセ商品3,000円（税抜）お買上げ毎に
500円お買い物券プレゼント

頭皮のにおいをブロック

「ヴァントルテ」3,000円（税抜）お買い上げ毎に500円のお買物券プレゼント「プロハーブ」1,500円（税抜）お買い上げ毎に300円のお買物券プレゼント

ヴァントルテ
京都生まれのナチュラルコスメ

スカルプＤ
（ネクスト、スタイリングは除く）

スカルプＤボーテ
（ナチュラスターシリーズは除く）

Vitabrid C12 ビタブリッドC

イオンボディネット販売第1位
クリアな肌、元気な髪を

化粧水等に混ぜるだけで、
ビタミンC12時間パック。

フェイシャルブースティング
ウォーター 130mlフェイス 3g

27種の美容成分配合。
しっとり高保湿化粧品。

（平）本体価格6,200円
→本体価格4,960円
　税込5,356.80円

（平）本体価格3,360円
→本体価格2,688円
　税込2,903.04円

（平）本体価格8,700円
→本体価格6,960円
　税込7,516.80円

20％
OFF

高品質な天然のミネラル成分を厳選して
配合。メイクやスキンケアによる肌への負
担をなくすため、お肌にやさしい9つの無
添加処方にこだわりました。

プロハーブ
みつばちからの贈り物

天然活性成分プロポリスと、12種の天然ハーブを
配合した無香料・無着色の植物性スキンケアシ
リーズ。

ラ・カスタ商品3,000円（税抜）お買上げ毎に
500円お買い物券プレゼント

ラ・カスタ
日本女性の髪も肌も心も熟知した日本生まれ

植物の生命と癒しをテー
マにした日本生まれの上
質ナチュラルヒーリング
化粧品として誕生。天然
アロマとオーガニック原
料を使い、ヘアケア、ボ
ディケアを中心に取り揃
えております。

※船橋店は対象外

※品川シーサイド店は対象外

ニュージーランド固有のマヌカ
植物から採集された蜂蜜です。濃
厚な色合いとクリーミーな甘さ
が特徴で、MGOが100mg/1kg
以上含まれている蜂蜜です。

マヌカハニーMGO100+ 50g
美容と健康の維持に

ベネクスラッキーバッグ
アスリート愛用のリカバリーウェア

メンズ上下セット

全店で
150
セット

レディス上下セット

42％
OFF

フリーフィールクール
ノースリーブVネック

フリーフィールクール
ロングタイツ

フリーフィールクール
タンクトップ

フリーフィールクール
ロングタイツ

→本体価格12,000円
税込12,960円

（メ）本体価格21,000円相当
→本体価格12,000円

税込12,960円

（メ）本体価格21,000円相当

→本体価格500円
税込540円

（平）本体価格1,000円

50％
OFF

耳にかけるタイプなので、ながら
家事もOK!

紫根エキスがシー
トにたっぷり。コ
クのある美容液成
分が角質層のすみ
ずみまで浸透し、
お肌にハリと潤い
を与えます。

（平）本体価格1,400円

→本体価格980円
税込1,058.40円

S-LABOフェイス＆
ネックケアマスク 30枚

（平）本体価格1,200円

→本体価格840円
税込907.20円

紫根フェイシャル
マスク 10枚

※色、柄は一例です。※お1人様5個まで。

全店で
240個

ヘアトニックセットEX
1.5g+110ml
（頭皮用ヘアパウダー&ヘアートニック）

ネットで話題の毛髪用。

マッサージシートたたきもみ
たたいて揉む。シート型マッサージ器

もみ玉の上下移動の上限位置の
設定ボタンによりその人の体に
あったマッサージが出来ます。

→本体価格14,900円
税込16,092円

（平）本体価格29,800円

→本体価格1,300円
税込1,404円

（メ）本体価格 各2,600円

全店で
20台

セントオブライフ ディフューザー

トップ～ミドル～ラストノートへの
香りの奥行きもお楽しめる

ピーチウインド
ウエディングフローラル
リーフエッセンス
ホワイトシトラス 各85ml

全店で
200個

50％
OFF

50％
OFF

ふわふわエアリーパフ
（メ）本体価格500円　税込540円

ミネラルリキッドファンデーション

（メ）本体価格3,500円　税込3,780円

ミネラルシルクファンデーション

（メ）本体価格3,300円　税込3,564円
＜一例＞

プロハーブEMヘアシャンプー 500ml

（平）本体価格1,800円　税込1,944円

プロハーブEMホワイト化粧水 120ml

（平）本体価格1,800円　税込1,944円

プロハーブEMクリームⅡ 140g

（平）本体価格1,800円　税込1,944円
＜一例＞

※一部店舗は
　お取寄せ

※聖蹟桜ヶ丘店は対象外

※一部商品はお取寄せ

※一部店舗はお取寄せ

2019年7/25（木）～2019年8/26（月）

2019年7/25（木）～2019年8/26（月）

2019

7/25
2019

8/26
月木

2019 夏祭り2019 夏祭り

美と健康のライフスタイルショップ

夏祭りスペシャル夏祭りスペシャル

※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。

※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9月11日（水）まで。

※　　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/

※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。

サマー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。

イオンボディ  レイクタウン店
〒343-0828 埼玉県越谷市レイクタウン3-1-1
イオンレイクタウンmori 2F
TEL 048-990-1346
イオンボディ イオン東雲店
〒135-0062 東京都江東区東雲1-9-10 イオン東雲店2F
TEL 03-5547-8683
イオンボディ 品川シーサイド オーバルガーデン店
〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-6オーバルガーデン2F
TEL 03-5781-3390
A-BODY OPA聖蹟桜ヶ丘店
〒206-0011 東京都多摩市関戸4丁目72番地聖蹟桜ヶ丘オーパ2F
TEL 042-400-5695

イオンボディ 幕張新都心店
〒261-8535 千葉県千葉市美浜区豊砂1-1 イオンモール幕張新都心
グランドモール2F　TEL 043-306-7312
イオンボディ イオンモール船橋店
〒273-0045 千葉県船橋市山手1-1-8 イオンモール船橋店1F
TEL 047-420-1151
イオンボディ イオンタウンユーカリが丘店
〒285-0850 千葉県佐倉市西ユーカリが丘6丁目12-3 
イオンタウンユーカリが丘店西街区2F　TEL 043-463-7751
イオンボディ イオンモール土浦店
〒300-0811 茨城県土浦市上高津367番地 イオンモール土浦店1F
TEL 029-825-3380
イオンボディ 三宮オーパ2店
〒651-8502 兵庫県神戸市中央区雲井通6-1-15 三宮オーパ2 3F
TEL 078-230-0207

店舗情報
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ピンク

ヨガマット
プレゼント

痛くない、広範囲の脱毛が可能、アダプター
付属のお得なセット。

（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）

●スーパー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

1,000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 3,000円のお買い物券プレゼント

5,000円のお買い物券プレゼント 5,000円のお買い物券プレゼント

500円のお買い物券プレゼント

1,500円のお買い物券プレゼント

8,000円のお買い物券プレゼント 5,000円のお買い物券プレゼント

（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！ 

ブラック

※一部店舗はお取寄せ

※一部店舗はお取寄せ

（平）本体価格55,371円 税込59,800.68円
※一部店舗はお取寄せ

3Dスーパーブレード スマート

コロンと可愛いブタさん型

※一部店舗はお取寄せ

（平）本体価格8,000円
税込8,640円

（平）本体価格10,000円
税込10,800円

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。

フットケアコードレス リラブー

（平）本体価格33,000円
税込35,640円

（平）本体価格28,800円
税込31,104円

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

100%ピュア
マスティハウォーター 220ml

完全無添加化粧水。
「キリストの涙」と呼ばれる
ギリシャ神秘の樹脂水が
すっと染み込み肌を整える

※一部店舗はお取り寄せ

マスティハから抽出される、100%ピュア
のマスティハ樹脂水。角質層まですっと染
み込んで肌荒れを予防する化粧水です。

常に肌から手を離さず連続的につ
まみ流す「ダブルアップニーディン
グ」の動きを再現。連続的につまみ
流し、ゆるみやすい肌を引きよせ、
広く、深く、引き締めます。

ReFa フォーカラット

連続的にダブルのインパクト
で表情、全身軽やかに艶めく

500円のお買い物券プレゼント1,500円のお買い物券プレゼント

（平）本体価格3,800円
税込4,104円

マナラ ホットクレンジングゲル 200gアスタリフト ジェリー アクアリスタ
温感ゲルがメイクはもちろん、気にな
る毛穴汚れをやさしく落とし、うるお
いに満ちた肌に洗い上げます。また、
カプセル化パパイン酵素が古くなっ
た角質をやさしくオフします。

美容液成分91.3%配合の美容液クレンジング

乾いた肌にはぷるんと弾む赤いジェ
リーのごちそうを。洗顔後の素肌に
ジェリーをつけると、まるで水のよう
になめらかに伸びて、角質層まで浸透。
うるおい、ツヤのある輝く肌へ。

みずみずしくハリと輝きに満ちた肌へ

ReFa ACTIVE DIGIT 各色
（アクティブ ディジット）

ダブルドレナージュ
ローラーで血流を促進

ダブルドレナージュローラーの
つまみ流す動きで血流を促進。
疲れを感じさせない、若々しい
表情へ。

ルルド ハンドケア
プロの施術を受けているような心地よさ

ヒーターと15層のエア
バッグで、手のひら、指の
1本1本までマッサージ。

3,000円のお買い物券プレゼント

（平）本体価格18,000円
税込19,440円

（平）本体価格2,600円
税込2,808円

5,000円のお買い物券プレゼント

ガミラシークレット（ソープ）商品3,000円（税抜）
お買上げ毎に500円お買い物券プレゼント

マッサージスツール
足全体をパワフルにもみほぐす

※一部店舗はお取り寄せ

全店で
10台

22箇所、50層のエアバッグが
内蔵されていて、疲れた足を
包み込む様にマッサージして
くれます。

（平）本体価格32,500円
税込35,100円

ルルド シェイプアップベルト
振動&EMS&ヒーター3つの機能がこれ1台に

最大毎分約3,700回転の
パワフル振動、筋肉の深
部までアプローチする
EMS、振動・EMSの機能
を高めるヒーター機能
がこれ1台に。

振動負荷×ポージングで自分流の簡単”ながらエクササ
イズ”が出来ます。Avexとのコラボ商品。

3DスーパーブレードS

30段階の振動スピードで、
音楽を聞きながらエクササイズ

ブラック ピンク

※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18,800円
税込20,304円

MTG CAXA UP
めぐるキレイの新習慣

東洋の知恵「カッサ」に「マイク
ロカレント」「イオンスキンケ
ア」のエレクトロテクノロジー
を融合。３つのアプローチで肌
の内側と外側から美しい肌へと
導きます。

（平）本体価格18,000円
税込19,440円

（平）本体価格12,000円 税込12,960円アクアリスタ 60g
（平）本体価格11,400円 税込12,312円60g詰替
（平）本体価格9,000円　  税込9,720円アクアリスタ 40g
（平）本体価格8,500円　  税込9,180円40g詰替

ガミラシークレットソープ
肌のバランスを整えるという
考え方で、肌を清潔に保つのは
もちろんのこと、水分と油分の
バランスを整え、すこやかな美
しさに導きます。

100％植物素材にこだわったスキンケアソープ

（平）本体価格2,300円 税込2,484円ラベンダー 115g

（平）本体価格2,300円 税込2,484円ローズマリー 115g
〈一例〉

※一部店舗はお取り寄せ ※一部店舗はお取り寄せ

ヨガマット
プレゼント

美と健康のライフスタイルショップ 2019

7/25
2019

8/26
月木

2019夏祭り

お買物券プレゼントお買物券プレゼント ※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9月11日（水）まで。

サマー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。
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シーベリージュース 720ml
生命力が強い奇跡の実

シーベリー
（サジー）
シーベリー
（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。

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。

（平）本体価格1,680円

15%OFF→本体価格1,428円
税込1,542.24円

（平）本体価格 各2,800円

15%OFF→本体価格2,380円
税込2,570.40円

（平）本体価格5,000円

15%OFF→本体価格4,250円
税込4,590円

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。

毎日の健康やダイエットに

100ml （平）本体価格3,500円

15%OFF→本体価格2,975円
税込3,213円

青森ヒバ精油
入浴剤として、足のにお
い取りとして、芳香・消臭
剤としてご使用できます。

青森ひばの材部を水蒸気蒸留して
抽出した精油

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

アルテ
倭国の化粧水・美容液

「ドクダミ（十薬）」配合

化粧水普通肌用

日本オーガニックコスメ協会が立
ち上げたブランド。自然界にある
ものだけで作り、化学合成成分は
一切不使用。

シャンピニオンゼリー
「ニットー」エル 30粒

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。

1粒で400ml ヨーグルト
約50個分の乳酸菌

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3,800円

15％OFF→本体価格3,230円
税込3,488.40円

ホワイトムスクの香りで消臭
ジョンズブレンドルームミスト
ホワイトムスク 280ml

消臭成分配合のフレグ
ランスルームミスト。香
りでごまかさず、嫌な臭
いをしっかり消臭。

（平）本体価格980円

15％OFF→本体価格833円
税込899.64円

オンライン
ショップ

ノンカフェイン。
100%国産のごぼう茶

国産ごぼうを乾燥、砕
き、焙煎。ノンカフェ
インで、安心してお飲
みいただけます。

国産ごぼう茶 1.5g×50包

アントシアニンが豊富
カシスポリフェノール

ニュージーランド産の強烈な
紫外線に負けずにアントシア
ニンを豊富に貯えながら育っ
た果実、カシスを日本の伝統的
な酵母発酵技術を用い、おいし
い発酵飲料に仕上げました。

ココナッツを収穫し洗
浄、胚乳を熱を一切加
えずに圧搾し、遠心分
離にかけた新鮮なオイ
ル。

ブラウンシュガーファースト
有機エキストラバージン
ココナッツオイル 425g 

（平）本体価格3,500円

15%OFF→本体価格2,975円
税込3,213円

（平）本体価格1,890円

15%OFF→本体価格1,606円
税込1,734.48円

（平）本体価格1,410円
15%OFF→本体価格1,198円

税込1,293.84円

ジャフマック
発酵カシス飲料
565ｍl

スッキリバランスを取りたい時に

ホホバオイルをベースに、ペ
パーミントとCBDオイルを
ブレンドしたロールオン。
肩やうなじに直接オイルを
塗るだけでリフレッシュ!

（平）本体価格1,800円

15%OFF→本体価格1,530円
税込1,652.40円

CBD レスキュー
ロールオン 8ｍl

敏感肌をやさしくうるおす
スプレータイプの化粧水

南フランス、セベンヌ山脈麓のア
ベンヌ村のミネラルをたっぷり
含みながら40年以上の時間をか
けて、地上に湧き出る温泉水を
100％使用。
肌をやわらげ、みずみずしくなめ
らかにし、敏感な肌をやさしく落
ちつかせます。

（平）本体価格1,834円
15%OFF→本体価格1,558円

税込1,682.64円

100ml （平）本体価格1,500円

15%OFF→本体価格1,275円
税込1,377円

250ml （平）本体価格3,000円

15%OFF→本体価格2,550円
税込2,754円

アベンヌウォーター300ml

肌表面に水の潤い皮膜を形成

使うほど肌がしっかりと保水出来る
ようになり、その優れた潤い皮膜効果
で、強い日差しからお肌を守ります。

エスケアウォーター
250ml、100ml

（平）本体価格1,780円

15%OFF→本体価格1,513円
税込1,634.04円

15%OFF→本体価格1,870円
税込2,019.60円

（平）本体価格3,600円

15%OFF→本体価格3,060円
税込3,304.80円

ジールコスメティックス
アドソーブ各種

ダチョウ卵黄抽出液配合のスキンケア

ATミルキーローション 180ml

肌本来のふっくらとはずむ
ようなお肌を素肌で実感！

15%OFF→本体価格6,800円
税込7,344円

ジェントルUVゲル 30g

15％OFF→本体価格4,080円
税込4,406.40円

三育フーズセット
お買い得な

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、野菜とグルテ
ンミートのカレー、発芽玄米がゆ、たっぷりビ
タミンＣ白桃

まるで果物そのも
のを食べているよ
うな驚きの味わ
い。みずみずしい
美味しさをお楽し
みいただけます。

全店で
120
セット

→本体価格1,000円
（メ）本体価格1,622円

税込1,080円

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

→本体価格1,000円
（メ）本体価格1,420円

税込1,080円

ホワイトニング専用歯磨き粉
お得な限定セット
薬用パールホワイトプロ
シャイン限定セット 40g+120g

→本体価格1,899円
税込2,050円

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。

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

→本体価格1,000円
（メ）本体価格1,512円

税込1,080円

ラロッシュポゼ
ターマルウォーター
150g×2個

1本の価格で、もう1本ついてくる!

ふわっと細かいタッチが心
地よい、顔、ボディ用のミス
ト状化粧水。フランス中西部
にある、ラロッシュポゼ村の
湧水を無菌室でボトリング
しました。

→本体価格2,200円
税込2,367円

→本体価格2,880円
（平）本体価格3,600円

税込3,110.40円

米ぬか酵素洗顔クレンジング
詰替（85g）×2個

みんなでみらいを

米ぬかと有益微生物
の力で洗顔とクレン
ジングを同時に！お
肌に優しい。

ナチュラルアクアジェル
落とすケアセット 250g+250ml

Cure
バイオスキンローション&
スキンウォッシュセット
100ml+60g

ビオニスト

ナチュラルアクアジェル１本
にエクストラオイルクレンジ
ングがそのまま付いてきてし
まう、スペシャルお得なセット。

スキンローション&スキ
ンウォッシュのお得な
セット。

→本体価格2,500円
税込2,700円

→本体価格5,480円
税込5,918.40円

生活の木ラッキーバッグ

エッセンシャルオイル＋
アロマストーンのセット

→本体価格1,800円
税込1,944円

人気アロマ精油5本組セット
アロマ精油のセット

セット① ラベンダーフランス・スイートオレ
ンジ・ティートリー・グレープフルーツ・ローズ
マリー 各3ｍl×5本

セット② ラベンダーフランス・ブラッドオレ
ンジ・レモングラス・ユーカリグロブルス・ペ
パーミント 各3ｍl×5本

オレンジスイート5ml、ペパーミント5ml、
リラックスブレンド5ml、アロマストーン
（パープル）

→本体価格 各2,500円
税込2,700円

安心・安全・国産の天然非加熱生はちみつです

CHABAA100%ジュース 各種

タイ産ストレート果汁を使用

そば蜜

各（平）本体価格450円

→本体価格405円 税込437.40円

（平）本体価格628円

→本体価格565円 税込610.20円

（平）本体価格198円

→本体価格178円 税込192.24円

（平）本体価格170円

→本体価格153円 税込165.24円

（平）本体価格128円

→本体価格115円 税込124.20円
歯を白く!虫歯予防!口臭防止!歯
ぐき色改善!スキのない笑顔に!

全店で
60
セット

全店で
50
セット

全店で
100
セット

（平）本体価格4,400円

30％
OFF

全店で
70
セット

パンプスお手入れグッズ
パンプスらくらくお手入れセット

→本体価格980円
税込1,058.40円

いろいろ使える防水スプレー・パン
プスの中すっきりシート・靴擦れ防
止パッド。

全店で
100
セット

※無くなり次第終了

※無くなり次第終了

（平）本体価格4,500円（平）本体価格6,970円

（平）本体価格2,714円

全店で
60
セット 全店で

100
セット

コズミックウォーター
アトマイザー 50ml

寝る前に水を入れて、
翌朝から繰り返し使えます

水道水を入れるだけ!?広島県竹
原市で生まれた特殊セラミック
スが水道水の分子を細かくし、
お肌に振りかけると細胞が元気
になるスキンケアウォーター。

（平）本体価格1,800円

15%OFF→本体価格1,530円
税込1,652.40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

（メ）本体価格1,700円

各10個入（平）本体価格1,500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

全店で
各20個

30％
OFF

（平）本体価格2,200円

美容液 

（平）本体価格4,800円

（平）本体価格8,000円

花束 みかん アカシア くろがねもち

180ml 一例

1,000ml 一例

オンライン
ショップ

ウォーターメロン

バナナウォーター

イエローウォーターメロン

ウォーターメロン

グアバ/マンゴー/パッションフルーツ

230g （平）本体価格1,629円

→ 　1,384円 税込1,494.72円本体
価格

100g （平）本体価格750円

→ 　637円 税込687.96円本体
価格

300g （平）本体価格2,053円

→　 1,745円 税込1,884.60円本体
価格

500g （平）本体価格3,259円

→ 　2,770円 税込2,991.60円本体
価格

〈一例〉

20ml （平）本体価格1,000円

15%OFF→本体価格850円
税込918円

オンライン
ショップ

美と健康のライフスタイルショップ

夏祭り お買い得夏祭り お買い得

レジにて15％OFF SALE

2019

7/25
2019

8/26
月木

2019夏祭り

※　　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/

※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。

15%OFF

10%OFF

15%OFF

10%OFF

富士山麓の生はちみつ

15％OFF
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美と健康のライフスタイルショップ

・美と健康のライフスタイルを皆さまにお届けするため・日夜研究を重ねているイオンボディ・イチオシ・メーカー様と商品のご紹介

2019

7/25
2019

8/26
月木

2019夏祭り
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月

美と健康のライフスタイルショップ

・美と健康のライフスタイルを皆さまにお届けするため・日夜研究を重ねているイオンボディ・イチオシ・メーカー様と商品のご紹介

2019

7/25
2019

8/26
月木

2019夏祭り


