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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

ニューイヤー 福袋＆スペシャルプライス
ウインターフェスタでお渡しした250円お買物券はご利用いただけません。

※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。

※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。

。すまりなと格価売小望希ーカーメ→）メ（、格価常平店当→）平（※

→各 本体価格20,000円 税込22,000円
各（メ）本体価格 48,800円

上質な休養がとれるベネクスのリカバリーウェア
ベネクスメンズ・レディス ラッキーバッグ

メンズ ①コンフォートウォームロングスリーブクルーネッ
ク②コンフォートウォームロングパンツ③ネックコンフォ
ート④ループネックカバー⑤リカバリークロス＋ウォーム

59％
OFF

全店で
合計200
セット

肌本来の美しさを活かすスキンケア
イオンボディHクリアオイル
20ml 2本セット

オンライン
ショップ

オンライン
ショップ

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。

へ人す指目を”肌美“、で気本
ヒト幹細胞培養液配合美容液、AEONBODY 限定!!

オンライン
ショップ

ヒト幹細胞培養液エキスに加えサイタイエキス・ビ
タミンC・4種のヒアルロン酸、スクワラン等で年齢
肌の悩みに対応。新技術ナノソームを採用する事で、
より効果的に成分をお肌に届けます。

4本
40％
OFF

全店で
80
セット

美味しい青汁
乳酸菌入りくわ青汁
90g（3g×30包）

オンライン
ショップ

健康・美容のための新習慣。1包
あたり500億個以上の植物性乳
酸菌が入っており、腸内環境を
気にする方にオススメ。

50％
OFF

→本体価格5,000円 税込5,500円
（メ）本体価格 14,600円

65％
OFF

ハーブアブソリュート
    コンブッカ 720ml

ブロメライン、パパインと
いった消化酵素をはじめ、
お腹に優しい乳酸菌、女性
の美容にうれしいポリフ
ェノール、ビタミンB郡、
ビタミンCが含まれた、ま
さに女性のための美容発
酵ドリンク。

（平）本体価格 4,000円（平）本体価格 4,800円 （平）本体価格 4,000円 （平）本体価格 3,800円（平）本体価格 3,980円

イオンボディ
水素サプリ 30粒

イオンボディお手軽
水素。疲労がたまっ
ている方には、食事
の前に。寝る前に飲
んでいただくと翌朝
スッキリ。

リンクス
ウモプラス 50ml

人体にとって重要な
珪素をお手軽に。純度
99.9％の水晶から作
られたアモルファス
（非結晶）水溶性珪素
の濃縮溶液。普段の飲
料にプラスしてお召
し上がりください。

ヴェーダヴィ
マヌカハニーMG100＋
250g

ジョージオリバー 新谷酵素
夜遅いごはんでも GOLD 30包

活きてる酵素に6種
のウコンと5種のシ
ョウガを配合のダ
イエットサポート
酵素サプリ。食事が
不規則、ダイエット
したい、お酒も楽し
みたい、気にせず食
べたい、健康もスマ
ートも目指したい
方ヘおすすめ。

身体の芯から暖かく、快適に過ごす オーララッキーバッグ4種

①ぐぅぐぅまくらカバー ②オーラ疲れほぐ
しアイマスク/限定ぬくぬくま ③カラーリストバ
ンド/薄手④三陰交あたためサポーター /キナリ
⑤くつろぎマット 38×50cm

→本体価格5,000円 税込5,500円
（メ）本体価格 14,800円

66％
OFF

①足スパサポーターロング/ブラック ②婦人ソ
ックス リブパイル ③足スパぬくぬくソックス
④婦人ハイソックス リンクス柄/ネイビー
⑤シルク混5指ソックス

→本体価格7,000円 税込7,700円
（メ）本体価格 21,530円

66％
OFF

①からだの内側あたためパッド/2種 ②肩甲骨
ゆるめキルト/ピスタチオ ③裏起毛アンダーベ
スト/ラベンダー ④5分丈オーバーパンツ/ラベ
ンダー ⑤カイロみたいキルト

→本体価格5,000円 税込5,500円
（メ）本体価格 15,200円

67％
OFF

①インナーベスト ②5本指つま先ソックス/
2足組 ③婦人二重編みソックス

オンライン
ショップ

→本体価格3,800円 税込4,180円
2本で（平）本体価格 7,600円

PureCure（ピュアキュア）美容液 20ml

→本体価格9,600円 税込10,560円
1本20％OFF 格価体本）メ（ 12,000円

→本体価格28,800円 税込31,680円
4本セット40％OFF 格価体本）メ（ 48,000円

最先端テクノロジー
×

天然植物エキス
×

高保湿リペア

→本体価格1,380円 税込1,490.40円
（平）本体価格 2,760円

全店で
150
セット

※お一人様5個まで

■青汁＋乳酸菌
■国産抹茶をブレンド
■桑の葉が持つ美容健康パワー

メンズ レディス
① ②

③

④

⑤

① ② ③

④

⑤

分包タイプ
(丸型タブレット入り)

ニュージーランド原産
のマヌカの花から採れ
る貴重なはちみつ。独自
の温度コントロールに
よる、酵素を失活させな
い製法で製造。グレード
はMG100＋。

オーラ冬冷え対策セット

① ②

③

オーラ足元ぬくぬくセット

①

② ③④

⑤

オーラぽかぽか温活セット
②

③

① ④

⑤

②

③

①

④
⑤

オーラあたたか安眠セット

レディス ①コンフォートウォームラグランスリーブ②コンフォー
トウォームロングパンツ③ネックコンフォート④ループネックカ
バー⑤リカバリークロス＋ウォーム

※カラーは一例です。※色・サイズは各店在庫限り。
※お1人様2点限り。

※こちらの商品は、1セットお買上げ
 につきおひとり様1点まで

●営業日や営業時間は予告もなく変更となる場合がございます。ご了承ください。
●各店の営業日、営業時間は各ショッピングセンター、イオンボディホームページをご覧ください。

全店で
40
セット

全店で
60
セット

全店で
60
セット

全店で
40
セット

イオンボディネット販売第1位クリアな肌、元気な髪を
VitabridC12 ビタブリッドC 

フェイス 3g×2個
•ヘアトニック
 110ml
•ヘアパウダーEX
 1.5g

化粧水等に混
ぜるだけで、
ビタミンC12
時間パック。

（平）本体価格8,700円
→本体価格6,960円

税込7,656円

2個で（平）本体価格12,400円
→本体価格9,920円

税込10,912円

ネットで話題
の毛髪用。

20％
OFF

50％
OFF

全店で
800個

ヘアトニックセットEX

※  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/

美と健康のライフスタイルショップ 2020

12/26
土

2021

1/19
火

オンライン
ショップ

ウインターフェスタでお渡しした250円お買物券はご利用いただけません。
※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。 
※本チラシ掲載品は他の割引との併用は出来ません。

。すまりなと格価売小望希ーカーメ→）メ（、格価常平店当→）平（※
今話題の健康食品 お好きな3点で9,999円（税別）よりど

り
選べ
る

2021 Happy New Year Sale
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①
②

③

④

⑤
⑥

シュシュ

マヌカハニーMGO115+/UMF6+ 50g
マヌカハニーキャンディ 30g

※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 。すまりなと格価売小望希ーカーメ→）メ（、格価常平店当→）平（※。すまり承てに料有はグンピッラ※。すでのもたし算換で格価のりたあlmは又ムラグ、は記表当相
※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。

まつげが伸びると話
題のマスカラをお得
に試せるアイメイク
セットになります。

アイメイクスペシャルセット
アクアアクア

全店で
50
セット

アカランのジェル250g
に乾燥小じわを目立た
なくさせるクリーム「ハ
リだしクリーム30g」の
セット。

エッセンシャル
ウォータージェルBIGセット

アカラン

全店で
80
セット

全店で
20
セット

全店で
70
セット

全店で
80
セット

全店で
120
セット

全店で
150
セット

全店で
60
セット

全店で
120
セット

全店で
30
セット

プロハーブ売筋商品の「①EMクリー
ムII-140g」と「②薬用ハミガキ-138g」、
「③リップクリーム約4g」と非売品「無
農薬綿花を使用した「④お休みソック
ス-22～24cm」の4点セット。

スペシャルセット
プロハーブ

シュッとひと吹
きうるおい補給。
数量限定今だけ
40％OFF。

スパークリングVC
ミスト 2本セット

ラフラ

集中ブライトニングセット
ローズドビオ

ブラッディローズジェリー
お買い得セット 40ml×3本

ローズドビオ

ホットクレンジングゲル
増量セット

マナラチャントアチャーム
炭酸ムースセラム
スペシャルセット

ハリフトローラースペシャルセット

刺さない美容鍼で手に届かない
部分まで効率的にアプローチ

肌ナチュール ウィンターセット

炭酸泡洗顔、炭酸ハリ美容液が全部
入った超お得なセット

「白」が似合う肌を目
指すブライトニング
ケアセット。毛穴ケア
のクレイとうるおい
ケアのプラチナでお
得に！

化粧水、美容液、乳液、
クリーム、化粧下地の
効果があるオールイ
ンワンタイプの美容
液、お得な３本セット。

数量限定！定番ホット
ク レ ン ジ ン グ ゲ ル
（200g）に、利便性の高
いミニサイズ（30g）が
ついてくるお得な限定
セットです。

炭酸ムースセラムの価格
のまま、オーガニックコッ
トンマスク（ 1 枚 600 円）、
クレンジングミニ（約 380 
円相当）＆ローションR ミ
ニ（約 300 円相当）がセット
になってお買得。

ハリとキメを整え
る新美容習慣。肌
悩みにアプローチ
するフェイスマス
クのセット。

①シアバターボディーミルク さくら200ml ②ネムリラ バスビーズ 
ラベンダー 10個入 ③ネムリラピロースプレー ラベンダー 30ml
④WSエッセンシャルオイル ユーカリ5ml ⑤WSエッセンシャルオ
イル オレンジスイート5ml ⑥アロマストーン・ラウンド

生活の木ラッキーバッグ
使う用途やシーンに合わせた癒しの香り

全店で
30
セット

マヌカハニー
トライアルセット

美容と健康においしい習慣

《国産》
北海道大地ヒロビロとうもろこし茶／有機
黒豆むぎ茶／もち麦グラノーラ／有機玄
米ほうじ茶

小川生薬セット
お得なセット 全店で

120
セット

ドライフルーツ
セット

お買い得な 全店で
372
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 全店で
240
セット

クランベリー、プルーン、しょうが糖、
いちじく、あんず

カシューナッツ、クルミ増量
ピスタチオ、マカダミアナッツ

→本体価格1,000円 税込1,080円
（平）本体価格1,416円

→本体価格1,000円 税込1,080円
（平）本体価格1,800円

→本体価格4,200円 税込4,620円→本体価格8,000円 税込8,800円
（メ）本体価格8,900円

→本体価格3,600円 税込3,960円

→本体価格5,000円 税込5,500円
（メ）本体価格7,150円

→本体価格16,800円
税込18,480円

（メ）本体価格21,000円

→本体価格5,000円 税込5,500円
（メ）本体価格7,750円

→本体価格5,000円 税込5,500円
（メ）本体価格9,940円

→本体価格3,800円 税込4,180円

→本体価格2,500円
税込2,750円

@コスメ1位獲得! 
ハイドロキシアパ
タイト、ポリリン酸
ナトリウム配合。薬
用の力で、より白く、
より健康的な歯に。

薬用パールホワイト
プロシャインセット
120g＋40g

今だけ限定、お得な商品！

→本体価格1,899円
税込2,088.90円

（メ）本体価格2,714円

保湿成分ビワ葉エキス配合。合成
化学物質不使用のボディソープ
本体と詰替えにハンドクリーム
20gがついたお得なセット。

パックスナチュロン
ボディケアセット

ボディケアおすすめアイテムのセット

→本体価格1,800円
税込1,980円

（平）本体価格2,150円

→本体価格900円 税込972円
（平）本体価格1,400円

→本体価格4,000円 税込4,400円

→本体価格2,160円
税込2,376円

2本で（メ）本体価格3,600円

→本体価格1,000円 税込1,080円
（平）本体価格1,512円

30％
OFF

①炭酸クレンジング
②モイストエッセンス
③クリーミーホイップ

44％
OFF

※聖蹟桜ヶ丘店は対象外

ラ・カスタ
日本女性の髪も肌も心も熟知した日本生まれ

ラ・カスタ商品3,000円（税抜）お買い上げ毎に
500円のお買物券プレゼント

プロハーブ商品1,500円（税抜）お買い上げ毎に
300円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）お買い上げ毎に
500円のお買物券プレゼント

REISE商品3,000円（税抜）お買い上げ毎に
500円のお買物券プレゼント

モンゴ流商品3,000円（税抜）お買い上げ毎に
500円のお買物券プレゼント

ナチュラグラッセ
植物の力で日々を健やかに彩る

モンゴ流シリーズ
モンゴル人やインディアンの豊かな髪の秘密

洗う＋ハリコシボリュームを与える。
頭皮環境を健やかに保つことをを1本
に凝縮し、黒密度の高い、ボリューム
感のある髪を実現する、結果にこだわ
った本格派スカルプケアシリーズ。

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。

各（平）本体価格1,800円 税込1,980円

プロハーブ
みつばちからの贈り物

500円のお買物券プレゼント

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。

（平）本体価格36,000円
税込39,600円

シェイプアップボード
揺らして鍛える全身トレーニング

5,000円のお買物券プレゼント 5,000円のお買物券プレゼント 2,000円のお買物券プレゼント 1,000円のお買物券プレゼント

（平）本体価格9,000円
税込9,900円

リカバリーガン
コンパクトでも本格派の強振動

コンパクトでも1分
間に最大3500 回の
本格的な振動を実現。
アタッチメントも部
位別に4種類付属。

コンパクトサイズで
ありながらも、パワフ
ルなモーターを搭載。
トレーニング効果を
高める専用パワーベ
ルト・リモコン付。

（平）本体価格32,500円
税込35,750円

TORマッサージスツール
足全体をパワフルにもみほぐす

（平）本体価格15,273円
税込16,800.30円

骨盤スリムスタイリーエアー
ピンク・ブラウン

ソファーや椅子の上、床に置いても使える

6 ヶ所14枚のエアー
バッグが背中から腰、
骨盤まわりの筋肉に
アプローチ。

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。

アロマエステへアマスク 230g

各（平）本体価格2,000円
税込2,200円

アロマエステへアソープ 300ml

各（平）本体価格2,000円
税込2,200円

※船橋店は対象外＜一例＞

＜一例＞

※一部店舗はお取寄せ ※一部店舗はお取寄せ

ルージュモイスト

各（平）本体価格3,200円
税込3,520円

スキントリートメントファンデーション

各（平）本体価格4,000円
税込4,400円

配合オイルが肌にベールをかけ、スッキリなのにつっ
ぱらない! 顔、ひじ、ひざ、かかとなど全身に使えます。

うるおい、ハリを与える洗顔料! 拭き取り洗顔で、くす
みやゴワつきも解消!

（平）本体価格3,200円 税込3,520円

（平）本体価格3,200円 税込3,520円

マナラ ツルリナウォッシュ（洗顔）
角栓をほぐして落とす新感覚のパウダー洗顔

美容液成分98.8%配合! 
マナラ モイストウォッシュゲル

※一部店舗はお取寄せ ※一部店舗はお取寄せ

プロハーブEMクリームⅡ 140g
プロハーブEMヘアシャンプー 500ml

REISE（ライゼ）
95.3％の医療関係者が推奨する保湿化粧品！

卵殻膜化粧品リピート
率NO1 24時 間、継 続
保湿。肌の再生力を育む
自然派スキンケアです。

＜一例＞
＜一例＞

※一部商品はお取寄せ

（平）本体価格4,000円 税込4,400円
モンゴ流シャンプーキオティル
350ｍl

モンゴ流シャンプーEX 350ml

（平）本体価格4,000円 税込4,400円
〈毛髪用クレンジング〉
ゼロリムーバー 240g （平）本体価格2,000円 税込2,200円

〈一例〉

全店で
10台 全店で

10台

全店で
20台全店で

10台

格価体本）平（ 各 63,455円 税込69,800円

家庭用脱毛器ケノンセット 各色
（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）

（メ）本体価格180,000円 税込198,000円

デンキバリブラシ
エレクトロン エブリワン

美容業界で話題騒然！
電気の刺激が頭皮をやわらかく

●スーパープレミアムカートリッジ（付属）

※但し、商品は後日お客様ご自宅へのお届けとなります。

※商品お取り寄せになります。※ご購入希望の方は、スタッフまでお声がけください。

カラー／パールホワイト・シャンパンゴールド・
    ピンクゴールド（ローズ系）・
    マットブラック（艶消し）

8,000円のお買い物券プレゼント イオンボディのエステティックサロン「ボディズケア」にて販売
サロン限定発売、新商品のご紹介

18,000円のお買い物券プレゼント

10,000円のお買い物券プレゼント

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。

先端から発する低周波ケアはヘッドケアだけでなく
フェイス・ネック・デコルテ・腰など全身に使えます。

（メ）本体価格68,000円 税込74,800円

PYR-KNIGHT パイラナイト（マルチビューティーゲル付）

「1日10秒で360度 隙無し美人」2つの機能を持つ新技術
「SLACK KILLER方式」で顔と体、両方の造形美を作り上げます

余分を斬り、上げる部分は上げる、を
実現させる為に2つの最新機能をを
搭載。さらに使いやすさと効率的に
効果を出すための形状にもこだわり
抜いて開発された最新美容機器。

① ② ③

※一部店舗はお取寄せ
※一部店舗は
 お取寄せ

保湿エッセンスセラム乳液（メ）本体価格4,180円 税込4,598円
3層導入オイル化粧水（メ）本体価格3,700円 税込4,070円

※一部店舗はお取寄せ

全店で
50
セット

20,000円のお買い物券プレゼント

（メ）本体価格288,000円 税込316,800円

ミラバス
わが家のお風呂がエステルームに!

つややかな肌本来のチカラが目覚
めます。
身体をゴシゴシこすらなくても､た
だお湯に身を委ねているだけで､ミ
クロの泡がお肌の老廃物を取り除
き､健康的でつややかな美肌にして
くれます。

※別途設置工事が必要な商品です。
※事前に設置できる浴槽かの確認が
 必ず必要となります。
ご希望の方はスタッフまでお声かけください。

全店で
30台

（平）本体価格40,900円 税込44,990円

ウルトラファインミストミラブルプラス
今話題のシャワーヘッド

ウルトラファインバブル
を含んだ水流は、まるでシ
ルクに包み込まれるよう
な上質な肌感覚を実現。

全店で
10台

（平）本体価格29,800円 税込32,780円

ReFa 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

5,000円のお買物券プレゼント5,000円のお買物券プレゼント

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。

各（平）本体価格18,800円 税込20,680円

ReFa ACTIVE DIGIT
（アクティブ ディジット）
各色

ダブルドレナージュ
ローラーで血流を促進

3,000円のお買物券プレゼント

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。

全店で
各10台

〈ボディズケア〉
レイクタウン店
幕張新都心店
のみ取り扱い

30％
OFF ①

③

②

④

※一部店舗はお取寄せ※一部店舗はお取寄せ

ハリフトローラー（3,800円）＋
JMアンプルマスク5枚（1,000円相当）

全店で
50
セット

全店で
72
セット

イオンボディはミラブル
正規取扱販売店

販売店 ID-03M102411E05

※別途設置工事費60,000円（税別）が必要です。

10％
OFF 20％

OFF

40％
OFF

35％
OFF

49％
OFF

※  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/

2020

12/26
土

2021

1/19
火

※限定数や予定数を販売出来なかった場合は、セール期間を終了しても同価格を継続する事があります。

※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。ニューイヤー 福袋

2021 Happy New Year Sale
※ウィンターフェスタでお渡しした250円お買物券はご利用いただけません。
※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2021年2月14日（日）まで。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。お買物券プレゼントお年玉

イオンボディはミラブル正規取扱販売店
販売店 ID-03M102411E05
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※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 。すまりなと格価売小望希ーカーメ→）メ（、格価常平店当→）平（※。すまり承てに料有はグンピッラ※。ん
※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。

ホホバオイル×ヘンプCBDオイル
CBDレスキューロールオン 8ml

ストレスを感じリフレ
ッシュを行う時に、オイ
ルをうなじ、こめかみ、
肩筋や手首などにつけ
てご利用ください。

無漂白ネルを使用
お買い得ネルライナーセット
各3枚入

肌に当たる部分は無漂白・無蛍光ネル生地使用。

黄金のスーパーフード入り
プロテイングアマラル
シーベリープロテイン 270g

若さの脂肪酸と言
われるオメガ7、鉄
分、天然ビタミン、
ミネラルなど200
種類以上の栄養素
を含むシーベリー
に、ダイエットにか
かせないソイプロ
テインをプラス。

→本体価格1,198円
税込1,293.84円

（平）本体価格1,410円

→本体価格1,530円 税込1,683円
（平）本体価格1,800円

→本体価格2,105円
税込2,273.40円

（平）本体価格2,477円

→本体価格1,020円 税込1,122円
（平）本体価格1,200円

→本体価格3,230円
税込3,488.46円

（平）本体価格3,800円

和漢植物を配合の健康茶
ユリシーキレイのための
和漢百草茶 5g×40包

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。ほ
んのり香ばしい
お味です。

ヒマラヤ山脈標高5,000m
から採取
マグマ塩

塩図鑑で1番最初に
紹介されている、食育、
フ ァ ス テ ィ ン グ、
Yogなど意識や波動
レベルの高い方のフ
ァンが多く、テレビや
雑誌にも多く紹介さ
れるＡランク岩塩。

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。

米ぬかの力で洗顔とクレンジングを同時に!
米ぬか酵素洗顔クレンジング

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。

本体85g（平）本体価格2,130円
→本体価格1,810円 税込1,991円

詰替え70g（平）本体価格1,800円
→本体価格1,530円 税込1,683円

季節の変わりめの様々な不調に
ナリンハーブオイル 33+7

「肌に直接塗れるア
ロマオイル」自身の
コンディションにあ
わせてお使いいただ
けます。

【美容サロン専売】の商品で発売以来
36万本を超えるシャンプー
アミノスパA+3シャンプー

10秒でしっとり、つやつや
フェールプラス遠赤外線
ドライヤー 1,250w

身体の芯からあたたまる水素入浴剤
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。体
の芯から温まり、全身美肌へ! 酸化還元電
位-300 ～ -350mv。 

→本体価格3,040円 税込3,344円

薄手なのにしっかりあったかい
オーラ あったか手袋 女性用
フリーサイズ ナイトグレー

冬の寒さから手や指先
を守ります。手首部分は
ゆったりと編み上げ、締
め付けにくい優しい着
け心地です。

→本体価格2,040円 税込2,244円

オーラ 
からだの内側あたためパッド

お得な600g!!
讃岐熟成黒にんにく 600g

国内産（香川県産）の
にんにくを使用し、遠
赤外線を利用してじ
っくりと加熱熟成し
て仕上げました。箱無
しの徳用タイプです。

→本体価格4,000円 税込4,320円

有機JAS認証品 まろやかなおしいさ
有機モリンガパウダー 50g

本場フィリピンの在来
種モリンガを、農薬、化
学肥料、一切与えず自然
栽培。国内で瞬間蒸気殺
菌パウダー化。枝は入れ
ず葉のみ使用。溶けやす
く美味しい。

→本体価格1,003円 税込1,083.24円

顔・髪・身体に使える高保質
ネクタローム
オーガニック・アルガンオイル

オーガニック認証エコサー
ト及びUSDA取得。アルガ
ンオイルの本家本元「ネク
タローム」は、8段階あるラ
ンクの中で、最も品質が高
いアルガンオイルを採用。

普通に乾かすだけ
で髪しっとり、温
度調整、風量調整
機能付きでBODY
にも使用できます。

→本体価格14,400円
税込15,840円

（平）本体価格18,000円

全店で
30台

※一部店舗はお取寄せ

各（平）本体価格2,900円

→本体価格2,465円
税込2,711.50円

ナリンハーブオイル33+7
15ml

センシュアオイル 15ml
リラックスオイル 15ml

ナリンハーブオイル33+7 50ml
（平）本体価格6,000円

→本体価格5,100円
税込5,610円→本体価格7,225円 税込7,947.50円

格価体本）平（ lm005え替詰 8,500円

→本体価格5,100円 税込5,610円
格価体本）平（ lm003体本 6,000円

天然成分である【フルボ酸エキス】が
水より多く40％も配合しているお
すすめのエイジングシャンプーです。

→本体価格2,380円
税込2,570.40円

（平）本体価格2,800円

生命力が強い奇跡の実
シーベリージュース
720ml

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

体温を蓄えて、まる
で岩盤浴のような
心地よさで体の内
側まで温めます。

格価体本）平（ g001状粉 960円
→本体価格816円 税込881.28円

円000,7格価体本）平（ gk1
→本体価格5,950円 税込6,426円

（平）本体価格3,800円

（平）本体価格2,400円

青森ひば100%の天然精油
青森ひば精油

入浴用として入浴時に
2～ 4滴浴槽にたらし
てください。青森ひば
の香りが楽しめます。

→本体価格2,975円 税込3,272.50円
100ml 各（平）本体価格3,500円

→本体価格850円 税込935円
格価体本）平（ lm02 1,000円

20ml 100ml

1枚入（平）本体価格2,800円
→本体価格2,380円 税込2,618円

毎日あたためセット3枚入（平）7,500円
→本体価格6,375円 税込7,012.50円

ずっとあたためセット5枚入（平）11,200円
→本体価格9,520円 税込10,472円

各（平）本体価格5,000円

これ1枚でお手入れ完了の美容マスク
大容量フェイスマスク
各30枚入り

たっぷりと美容液成
分を含んだシートマ
スク。紫外線や乾燥
によるお肌のダメー
ジを集中ケア。

→各本体価格480円 税込528円

エタノール濃度75％のスプレー
アルコール
スプレー75
250ml 

ティ－ツリーオイル配合
（オーストラリア産※エコ
サート認証）で独特なアル
コール臭を軽減しつつ爽
やかな香り。グリセリン
も配合でやさしい。

→本体価格779円
税込856.90円

各（平）本体価格1,299円

アルコール濃度：約56～59％
ハンドジェル
500ml

手にすり込むだけで水
いらず、速乾性があり。
ジェルなのにさっぱり
ベトつかない!アルコー
ルでしっかり洗浄し手
指を汚れから守ります。

→本体価格278円
税込305.80円

各（平）本体価格398円

雑誌LDKで話題！
プロステージ各種

肌に刺激になる成
分はほぼ含まれて
おらず、美肌成分
はたっぷり！容量
たっぷり入ってい
るので、惜しみな
く使えます。

→各 本体価格880円 税込968円
各（メ）本体価格980円

カラダの内側からコンディション
を整えます
Suppor+ (サポータス）

カラダに巻くだけで
ポカポカがカラダを
めぐり、装着するほどにカラダ
を健やかな状態に導きます！

→本体価格3,400円
税込3,740円

〈一例〉 婦人タンクトップ
（平）本体価格6,800円

ながら使用で腰すっきり
腸腰筋ストレッチベルト
ラクナール S・M・Lサイズ

おもだる腰、骨盤バランスが気にな
る方に。腰椎・背骨・骨盤の3ヵ所同
時補整。

→本体価格6,475円
税込7,122.50円

（メ）本体価格9,250円

生産数量限定販売
有機青パパイヤ酵素
3g×30包

有機農園で栽培した酵
素溢れる青パパイヤを、
皮・実・種を丸ごと独自
酵母で発酵。京都のブ
ランドSOU・SOU限定
オリジナル巾着セット。

→本体価格4,900円
税込5,292円

各（平）本体価格7,000円

各（平）本体価格1,180円

ミント系のすっきりし
た香りのなかにほのか
に甘み広がる香り 。首
元など気になるところ
に1-2回プッシュ、マス
クスプレー・アルコー
ルスプレーとしてお使
いいただくのもおすす
めです。

人気のハーブオイル33+7
すっきりうるおいボディミスト
ボディミスト 75ml

（平）本体価格1,500円
→本体価格1,275円

税込1,402.50円

天然塩をたっぷりと配合した
「本格塩石けん」です
塩石鹸30 90g(泡立てネット付き)

ミネラル豊富な海塩を
たっぷりと30％も配合
した、低刺激な無添加石
鹸です。お塩の力でお肌
がツルツルになり、毛穴
ケアにもおすすめです。

→本体価格1,275円 税込1402.50円
（平）本体価格1,500円

愛すべきすべての女性のための
開運ボディヘアミスト
アミュレタージュ 予祝ミスト 各種

願いを叶えたいときはもちろん、気分転換した
いときやデートにも携帯しやすい手のひらサ
イズ。 カードタイプのボディヘアミストです。
全て植物由来成分100％。

→各 本体価格1,275円 税込1,402.50円
各（平）本体価格1,500円

→本体価格2,677円 税込2,944.70円
格価体本）平（ lm54 3,150円

→本体価格1,530円 税込1,683円
格価体本）平（ lm02 1,800円20ml 45ml

※写真は一例です。
※店舗により取り扱い
 商品は異なります。

※在庫限り
※一部店舗はお取り寄せ

※在庫限り
※一部店舗はお取り寄せ※一部店舗はお取り寄せ

●ハトムギフェイスマスクl●
高濃度ビタミンCマスク●ゴ
ールドマスク●プラチナマス
ク●ブラックパールマスク

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

格価体本）平（  入個03用肩 2,420円
→本体価格2,057円 税込2,262.70円

格価体本）平（ 入枚21：用腰 2,090円
→本体価格1,776円 税込1,953.60円

腰用

国産の天然生はちみつです
富士山麓の生はちみつ

格価体本）平（ g001各 750円→本体価格637円 税込687.96円

（平）本体価格1,629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2,053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3,259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

花束100g みかん100g アカシア100g そば蜜100g

30％
OFF

30％
OFF

30％
OFF

50％
OFF

40％
OFF

エッセンシャルオイルの香り

→本体価格600円 税込660円
（平）本体価格 1,200円→本体価格20,160円

税込22,176円

各（平）本体価格28,800円

連続的に、つまみ流す。 ダブルのインパクトで、 
表情、全身、軽やかに艶めく

ReFa 4 CARAT
（リファフォーカラット）

顔はもちろんネック、
ヒップ、ウエストなど
全身のゆるみやすい肌
を効率的に引きよせ広
く、深く、引き締めます。

ファブリックウォーター
250ml 各種

全成分の99%以上が「天
然由来成分」のファブリッ
ク＆エアフッレシュナー。

全店で
380本

→本体価格700円 税込770円

愛され受け継がれて1000年…
アレッポの石鹸ライト
アウトレット品 2個セット

皮膚にトラブルのある人でも安心し
てご使用いただけ、乾燥肌や敏感肌、
赤ちゃんからお年寄りまでご使用い
ただけます。

全店で
400個

※手作りのため、重量 形、色、
に多少のバラツキがあ
ります。

●ラベンダー
●エレガントローズ
●ユーカリミント
●レモンライム

50％
OFF

肩用

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。

（平）本体価格2,950円
→本体価格2,507円

税込2,757.70円

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

優しさ、機能性、使い心地を
兼ね揃えたクレンジング。

（平）本体価格2,950円
→本体価格2,507円

税込2757.70円

自然由来成分100％なのに
メイク落ちを実感
モイストクレンジングオイル 180ml

針状に結晶化したヒアルロン
酸が肌の内側で溶解・浸透。保
湿成分を角質に届けます。

（平）本体価格7,000円
→本体価格5,950円

税込6,545円

年齢肌が気になる目もとや口まわりに
ダーマフィラー
（マイクロニードル） 4枚セット

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

ピュアビタミンC+ビタミン
C誘導体のWのビタミンで
肌の奥深くに浸透します。天
然由来100％。

（平）本体価格3,800円
→本体価格3,230円

税込3,553円

高濃度ビタミンC美容液
CC LABOプレミアムセラム
20ml

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。

（平）本体価格10,000円
→本体価格8,500円

税込9.350円

全成分は7種類。洗うだけで
素肌を育む天然成分だけの
パウダー洗顔。

シーラン
エンハンシャル洗顔粉 50g

マスティハの蒸留プロセスに
由来する天然水性抽出物。お
肌を健やかに保ちます。

（平）本体価格2,600円
→本体価格2,210円

税込2,431円

マスティハ
100%ピュアマスティハ
ウォーター 220ml

乾燥しがちな唇を滑らかに
整え、奇麗な色を甦らせる。

（平）本体価格1,500円
→本体価格1,275円

税込1,402.50円

お肌を保水し、皮膚表面に水
の皮膜をつくりさわやかに
潤いのある健康なお肌に導
きます。

アレルギー肌でお困りの方にも
アトピッタリうぉーたー 250ml

様々な肌トラブルを予防する
「ドクダミ」エキスを敏感肌の
方にも安心して使えるように
ソフトに仕上げました。

トラブル肌を優しくケア
アルテ倭国化粧水敏感肌 100ml

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。

（平）本体価格2,600円
→本体価格2,210円

税込2,431円

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

アルテ
紫草リップクリーム 4g

肌荒れ目元のくすみやシ
ミのケアに。毎日のフェ
イスクリーム、メイクの
下地クリームとしても。

（平）本体価格1,700円
→本体価格1,445円

税込1,589.50円

顔、唇、目元に。UV効果もある万能クリーム
アルテ 紫草クリーム

（平）本体価格3,200円
→本体価格2,720円

税込2,992円

各（平）本体価格1,173円
→本体価格997円
税込1,096.70円

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

（平）本体価格3,000円
→本体価格2,550円

税込2,805円

（平）本体価格2,000円
→本体価格1,700円

税込1,870円

国産オーガニック化粧品
ローズオブローズ 35ml

※在庫無くなり次第終了

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

（平）本体価格5,257円
→本体価格4,468円

税込4,914.80円

贅沢なコクのある、濃厚でリッチな使用感
エンハンシャル 美容液 150ml

潤いをしっかり届け、ふっく
らもっちりとしたお肌を仕上
げます。

紳士Ｔシャツ・婦人タンクトッ
プ・腹巻・ふくらはぎサポーター
当店平常価格の半額

〈一例〉

※商品パッケージは変更となることがございます。

αオーラわたと遠赤外線チップ
（オーラセラミックス）を使ったアイマスク
オーラ 疲れほぐしアイマスク

目元をじんわり包んで、目の疲れをほぐし
ます。リラックスして眠りの質もアップ!
マスクによる目の乾燥も温めてほぐします。

本体価格2,975円 税込3,272.50円
（メ）本体価格3,500円

30％
OFF

※一部店舗はお取寄せ

パンツ下やレギンスとして
オーラ ロングスパッツ ブラック・グレー

お腹やお尻はもちろん、
足首までしっかりぽか
ぽかなロングタイプ。
よく伸びるので快適。

→本体価格8,000円 税込8,800円
（平）本体価格10,000円

※在庫限り
※一部店舗はお取り寄せ

※  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

※限定数や予定数を販売出来なかった場合は、セール期間を終了しても同価格を継続する事があります。

※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。 

※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。 

※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。 特別価格

※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。 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 

レジにて レジにて15％OFF15％OFF 20％OFF20％OFF

2020

12/26
土

2021

1/19
火

2021 Happy New Year Sale

お買い得!お買い得!
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・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

カニダノミ商品1,500円（税抜）お買い上げ毎に
300円のお買物券プレゼント

ベネクス商品3,000円（税抜）お買い上げ毎に
500円のお買物券プレゼント

カニダノミ

カニ殻から生まれた、
新発想ナノバイオスキンケア

鳥取県産のカニ殻を使ったスキンケアシ
リーズ。キチンナノファイバーが、肌にす
っとなじんでいき、潤いをもたらします。

ハンドクリーム 50g
（平）本体価格2,800円 税込3,080円

リップクリーム 10g
（平）本体価格1,850円 税込2,035円

〈一例〉 スタンダードドライロングスリーブ
（平）本体価格15,000円 税込16,500円

〈一例〉 ネックレスクレスト
（平）本体価格8,800円 税込9,680円

ベネクスリカバリーウエア
休養専用リカバリーウェア

ベネクス リカバリーウェアの
特殊素材「PHT」が、カラダを優
しく包み込み、心身の休養をサ
ポートします。

コラントッテ商品3,000円（税抜）お買い上げ毎に
500円のお買物券プレゼント

コラントッテ

磁気の効果により、装着部位の血行を改善、
つらいコリから解放されます

コラントッテの磁石は、N極S極
交互配列により広範囲に働きか
けるので、点ではなく面で磁力
の効果を得ることができます。

※選べる3万円企画・ラッキーバッグ・
　書籍は除く

対象店舗：レイクタウン店、三宮店
　　　　　店在庫限り

美と健康のライフスタイルショップ 2020

12/26
土

2021

1/19
火

2021 Happy New Year Sale
※ウィンターフェスタでお渡しした250円お買物券はご利用いただけません。
※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2021年2月14日（日）まで。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。お買物券プレゼント




