
化粧水・美容液・オイルなど よりどり2点 15％OFF よりどり2点 15％OFF 

※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。※商品は多数取り揃えておりますが、ご好評につき品切れの場合はご了承ください。

お買い得企画　15％OFF
米ぬかの力で洗顔とクレンジングを同時に!

詰替え85g

本体85g
（平）本体価格2,130円

15%OFF→本体価格1,810円
税込1,991円

（平）本体価格1,800円
15%OFF→本体価格1,530円

税込1,683円

米ぬか酵素洗顔クレンジング

オーガニック認証、BDIH認証自然化粧品

成分は米ぬかと小麦ぬかのみの完全
無添加。化学薬品不要で、お肌にも環
境にも優しい。

シャンピニオンゼリー
「ニットー」エル 30粒

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。

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

15%OFF→本体価格2,975円
税込3,213円

（平）本体価格3,500円

15%OFF→本体価格2,380円
税込2,570.40円

（平）本体価格2,800円

15%OFF
→本体価格2,975円

税込3,272.50円

100ml（平）本体価格3,500円

15%OFF
→本体価格850円

税込935円

20ml（平）本体価格1,000円

15%OFF→本体価格1,198円
税込1,293.84円

（平）本体価格1,410円
15%OFF→本体価格1,873円

税込2,022.84円

360g（平）本体価格2,204円

15%OFF→本体価格1,530円
税込1,683円

（平）本体価格1,800円

シーベリージュース
720ml

生命力が強い奇跡の実

シーベリーにはビタ
ミンACE、アミノ酸、
オメガ７が豊富。

●シーベリー
●シーベリー+ゆず

スッキリ！バランスを取りたい時に
CBD レスキュー
ロールオン 8ｍl 

夏の暑さ対策に
和種はっか油 15ml、50ml

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 !

アントシアニンが豊富、カシスポリフェノール
ジャフマック
発酵カシス飲料 565ｍl

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
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。

オンライン
ショップ

オンライン
ショップ

ノンカフェイン 100%国産
国産ごぼう茶 1.5g×50包

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。

仙台勝山館 MCTオイル 360g 
毎日の健康やダイエットに

無味無臭！料理や飲み物に混
ぜるだけで効率的に摂取でき
ます。糖質制限時のエネルギー
補給にもおすすめ。

青森ひばの材部を水蒸気蒸留で抽出した精油
青森ヒバ精油

火を使わずはるだけで気持ちよい温熱効果
火を使わないお灸

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。

15%OFF
→本体価格1,776円

税込1,953.60円

腰用：12枚入　　　　 
（平）本体価格2,090円

爽快な清涼感にほのかな甘み
と懐かしさを感じるミント。

15%OFF
→本体価格1,275円

税込1,402.50円

50ml（平）本体価格1,500円

15%OFF
→本体価格680円

税込748円

15ml（平）本体価格800円

（平）本体価格1,890円
15%OFF→本体価格1,606円

税込1,734.48円

ニュージーランド産のアントシアニ
ン豊富なカシスを伝統的な酵母発酵
技術で発酵飲料に仕上げました。

富士山麓の生はちみつ
　　　　　　15%OFF

国産の天然生はちみつです

→本体価格637円 税込687.96円
各100g （平）本体価格750円

→本体価格1,384円 税込1,494.72円

花束、みかん、アカシア、そば蜜 各230g
（平）本体価格1,629円

→本体価格1,745円 税込1,884.60円

花束、みかん、アカシア、そば蜜 各300g
 （平）本体価格2,053円

→本体価格2,770円 税込2,991.60円

花束、みかん、アカシア、そば蜜 各500g
（平）本体価格3,259円

花束100g みかん100g アカシア100g

くろがねもち100g そば蜜100g

（平）本体価格1,700円
→本体価格1,445円 税込1,589.50円

天然成分のみの安心と手軽さそ
して美容効果がひとつになった
オールインワンジェルです。

目元のくすみやシミ
のケアにおすすめUV
対策。

天然成分100％のスキンケア
アルテオールインワンジェル
50ml

水も無添加100％
ネイチャーズフォー
ヒーリングローション
120ml
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。

天然ミネラルとアミノ酸がたっ
ぷりの自然派ジェル 無添加。

美肌作りと若返りの栄養素
「ビタミンC・E」が豊富。

（平）本体価格2,950円
→本体価格2,507円 税込2,757.70円

（平）本体価格2,600円
→本体価格2,210円 税込2,431円

（平）本体価格3,300円
→本体価格2,805円 税込3,085.50円

（平）本体価格4,280円
→本体価格3,638円 税込4,001.80円

マルラの木の実から
取れたオイル
マルラオイル 25ml

肌を健やかに保ち、トラブルフリー
なお肌に導きます。

各（平）本体価格1,173円
→本体価格997円 税込1,096.70円

無農薬栽培の沖縄県産
モリンガを蒸留した蒸留水
モリンガ香草蒸留水200ｍl各種

お肌に栄養タップリでエイジレ
ス肌へ!敏感肌の方にも最適。

（平）本体価格2,800円
→本体価格2,380円 税込2,618円

毎日の簡単なケアで
うるおい素肌に
フルボ酸ufufu
ローション 150ml

ボージョレ―ヌーボーのように、
その年に収穫した新鮮で貴重な
特許取得のローズヒップだけを
使用したエイジングケアオイル。

お湯に溶けたソルトは、イオン化
したミネラルとして肌から浸透圧
作用により素早く吸収され、お肌
にうるおいを与えます。

（平）本体価格10,000円
→本体価格8,500円 税込9.350円

国産オーガニック化粧品
ローズオブローズ 35ml

〈一例〉500g（平）本体価格1,600円
→本体価格1,360円 税込1,496円

天然死海塩100％のバスソルト
ミネラリア デッドシーバス
ソルト 1kg、500g各種

お肌をやさしく保護する苺色のクリーム
漠萌紫草クリーム 9.5g

フルボ酸で理想のお肌を!
あのころの肌
オールインワンゲル 50g

ローズドビオ
ホワイトウォッシュパック 150g

ローズドビオ
アクアクレンジングジェリー 150ml

15%OFF→本体価格3,400円
税込3,740円

（平）本体価格4,000円

15%OFF→本体価格3,400円
税込3,740円

（平）本体価格4,000円

クレンジングとホワイトウォッシュ
パックでクスミのないクリアな肌に。

（平）本体価格1,780円
15%OFF→本体価格1,513円

税込1,634.04円

飲む日焼け止め
ヘリオベール
飲む美容サプリ。シダ植物エ
キス由来のPLエキス（日本
国内製造）に、うるおい・美容
成分も配合。

（平）本体価格1,500円
15%OFF→本体価格1,275円

税込1,377円

15%OFF
→本体価格2,057円

税込2,262.70円

肩用30個入  　　　　
（平）本体価格2,420円

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

※在庫無くなり次第終了

ベーシック・ラベンダー・レモンティー

ローズのみ（平）本体価格1,364円
→本体価格1,159円 税込1,274.90円

2020 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/

オンライン
ショップ

※本チラシ掲載品は他の割引との併用は出来ません。
※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。 


