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最先端
テクノロジー
天然植物エキス
高保湿リペア

見るたびお得情報!!

入浴剤
15％OFF

洗剤
15％OFF

お茶
15％OFF

《イオンボディアプリ》

毎週届くいろいろクーポン
入会
無料
〈一例〉

健康・美容の新習慣 美味しい青汁
イオンボディ有機くわ青汁

2g×31包

健康・美容の新習慣。注目の素材「桑」
の青汁です。有機栽培熊本産の桑葉・
カワラケツメイを使用。

新発売!!イオンボディオリジナル
有機オレンジルイボスティ
2g×35包

（平）本体 800円

→本体560円 税込604.80円

有機ルイボスティに天然のオレンジ香料
を加えスッキリ飲みやすい味わいに仕上
げましたわいに仕上げました。健やかな
毎日のお茶にオススメです。
有機JAS認定商品。

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
ソマセプトL、Mini /ソマレゾンL、Mini

お手軽水素
イオンボディ 水素サプリ 30粒

特許製法により水素とサンゴカルシ
ウムを高温で焼成（水素還元焼成）し、
還元力を発生する食品です。沖縄県
産のサンゴカルシウムを100％使用。

美容と健康の維持に
富永貿易 マヌカヘルス
マヌカハニー MGO30+ ブレンド

500g（平）本体 4,500円

→本体2,700円 税込2,916円

250g（平）本体 2,500円

→本体1,500円 税込1,620円

ニュージーランド固有のマヌカの花から採集したマヌカハ
ニーにまろやかなニュージーランド産ハチミツをブレンド。

芦屋美整体
骨盤ベルトスリムニッパー2枚組
サイズ S～M/L～LL/3L 

（メ）本体 10,000円

→本体2,710円 税込2,981円

人気骨盤整体サロン・芦屋美整体の納富亜矢
子先生監修。薄く、よく伸びる生地を使用し、
通気性・伸縮性が抜群。型紙から立体裁断す
ることで、骨盤まわり・ウエストにやさしく
フィットし、サポートするベルトです。

オブジェのように美しい、
超音波式アロマディフューザーです
アロマディフューザー「デコール」 全店で

30台

（平）本体 5,800円

→本体3,800円 税込4,180円

木目のスリットがさらに柔らかい印象
を醸し出し、どんなインテリアにも馴
染むような作りをしています。アロマ
での癒し空間をお楽しみください。

天然エキスで地肌からキレイな髪を
アラウ 泡せっけん
シャンプーセット/コンディショナーセット
各 本体500ml+詰替450ml

全店で
120
セット

各（平）本体 997円

→本体570円 税込627円

ラベンダー＆ライムのさわ
やかな香り（天然精油配合）。 

赤ちゃんから大人まで使える
ラロッシュポゼ
ターマルウォーター
150g 2本セット

全店で
50
セット

（メ）本体 4,400円

→本体2,200円 税込2,420円

皮膚科医が採用する敏感肌のためのスキン
ケアブランド。
ミスト状化粧水のお得なセットです。

皮脂汚れに強く、ヤシの実由来の洗浄成分
ヤシノミ洗たく洗剤セット
本体600ml+詰替1050ml 2個

（メ）本体 2,098円

→本体1,298円 税込1,427.80円

水に溶けやすく繊維に付着し
にくい洗浄成分のため、すすぎ
1回でもOK、お得な限定セット。

全店合計
500名様
限定

※1回のご精算で、お1人さま
　1回限りとなります。イベント情報

1回のお買い上げ3,500円（税込）以上で
「アルコールスプレー」1本プレゼント
人気商品「アルコール75」250ｍl（アルコール75％・
エコサート認証ティツリーオイル配合）

2022年4月28日（木）～各店舗にて

（メ）本体 3,800円

→本体2,660円 税込2,926円

全店で
100個

30％
OFF

50％
OFF

PureCure美容液とのセット使いがおすすめ！
PureCureブーストローション
　　　　               120ml

特許取得の高浸透型電子水をベースに、ヒト幹細胞
培養液とヒアルロン酸を配合した導入化粧水。皮膚
の隅々まで浸透し、ハリ、ツヤ、潤いを与えます。防
腐剤フリーのシンプル処方。エイジングケアローシ
ョンとして、ピュアキュア美容液とのセット使いが
特におすすめです。

ヒト幹細胞培養液配合
Pure Cure（ピュアキュア）
バイオセルロースマスク 1枚入

（メ）本体 1,200円→本体600円 税込660円

ヤシ由来の食物繊維を使用したマス
クに、ヒト幹細胞培養液、プラセンタ
エキス、EGF、KGF、ヒアルロン酸な
どを配合。

（平）本体 2,000円

→本体1,000円 税込1,080円※お一人様5個まで

全店で
400
個

50％
OFF

50％
OFF

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

（平）本体 3,800円

→本体1,900円 税込2,090円

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。

30粒 （平）本体 4,000円

→本体2,800円 税込3,024円

1粒で400ml ヨーグルト約50個分の乳酸菌
シャンピニオンゼリー｢ニットー｣エル
30粒

毎日一粒。美味しい梅ゼリーの中に乳酸菌
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、気になるニオイすっきりにします。

→本体2,450円 税込2,646円

（平）本体 3,500円 各100個入（平）本体10,000円

→本体7,000円　税込7,700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。

ソマセプト

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。

ソマレゾン

30％
OFF

34.4％
OFF

38％
OFF

72.9％
OFF

骨盤まわりはもちろん、ウエストまわりもサポート

全店で
100個

全店で
180個

全店で
90個

新発売

シャンプーセット コンディショナー
セット

全店で
53
セット

全店で
150個

ヒト幹細胞培養液配合美容液
ヒアルロン酸4%追加配合で保湿力が更にUP
PureCure（ピュアキュア）美容液 20ml

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し、効果的に成
分をお肌に届けます。 1本 （メ）本体12,000円

→本体9,600円 税込10,560円
4本で （メ）本体48,000円

→本体28,800円 税込31,680円

4本
40％
OFF

1本
20％
OFF

全店で
100
セット

●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。
（取り扱い対象外商品は     マークを掲載しております。）　　AEONBODYオンラインSHOP　https://www.aeonbody.com/

●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。

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4-72
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6-12-3
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

最寄駅：JR武蔵野線　越谷レイクタウン駅
超大型店　売場面積：1,500㎡

最寄駅：東京メトロ有楽町線　豊洲駅から徒歩10分
中型店　売場面積：360㎡

最寄駅：東京臨海高速鉄道りんかい線　品川シーサイド駅
小型店　売場面積：110㎡

最寄駅：京成本線　ユーカリが丘駅
大型店　売場面積：370㎡

最寄駅：JR常磐線　土浦駅よりバス
中型店　売場面積：170㎡

最寄駅：JR三ノ宮駅　阪神神戸三宮駅
大型店　売場面積：560㎡

最寄駅：京王電鉄京王線　聖蹟桜ヶ丘駅
小型店　売場面積：95㎡

最寄駅：JR京葉線　海浜幕張駅よりバス
中型店　売場面積：250㎡

最寄駅：東武アーバンパークライン　新船橋駅
中型店　売場面積：250㎡

店舗情報

イオンボディ最大のフラグシップ店舗
500坪に約1万3千点の商品を品揃え

スペシャルプライス

美と健康のライフスタイルショップ

スプリング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。
※（平）→当店平常価格、（メ）→メーカー希望小売価格となります。

ラッキーバッグ ※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。

ゴールデンウィークフェスタ2022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20222022

2022

4/28
木

2022

5/25
水
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2 1対

昼用アロマ
ローズマリーと
レモンを

の割合で
ブレンド

2 1対

夜用アロマ
ラベンダーと
オレンジを

の割合で
ブレンド

※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 。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
※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。

※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。15％OFF

※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

ローズドビオ
アクアクレンジングジェリー 150ml
+ホワイトウォッシュパックミニ15g
    

100％自然由来、COSMOS認定の
オーガニック化粧品

→本体4,000円 税込4,400円
（平）本体4,800円

優しくときほぐす、ラベンダー
調のブレンド。

マスクにシュッ！と、
瞬間リフレッシュ !

リラックスタイムにおすすめ
D+S各種

（平）本体4,500円
→本体3,500円 税込3,850円

（平）本体1,200円

→本体1,020円 税込1,122円

（平）本体1,600円

→本体1,360円 税込1,496円

暮らしっく村
モリンガ香草蒸留水
ベーシック200ml

（平）本体1,173円
→本体997円 税込1096.70円

無農薬栽培の沖縄県産モリンガ
を蒸留。肌を健やかに保ち、トラ
ブルフリーなお肌に導きます。

ネイチャーズフォー
ヒーリングローション 120ml

（平）本体 2,950円
→本体2,507円 税込2,757.70円

伝統のヘチマ水+日本のハーブ
で、健やかに肌を整えます。

HANAオーガニック
HANAウェアルーUV
ピンクベージュ、イエローベージュ 各30ml

各（平）本体4,000円
→本体3,400円 税込3,740円

軽やかな塗り心地とSPF30を実
現した天然100％の日焼け止め。
通常の洗顔料で簡単に落とせます。

HANAオーガニック
HANAホワイトジェリー
30ml

（平）本体5,500円
→本体4,675円 税込5,142.50円

肌へのやさしさと透明感こだわ
ったホワイトケア美容液。和漢
の力で健康な肌へと導きます。

華密恋
ナチュラルモイスト
クレンジング 120ml

（平）本体2,500円
→本体2,125円 税込2,337.50円

カミツレと天然オイルの保湿力
で肌に負担なくメイクを落とす、
天然成分でできたクレンジング。

オーブス
エスケアウォーター 250ml

（平）本体3,000円
→本体2,550円 税込2,805円

紫外線トラブルから水の潤い力で
お肌を守る、日中用・日焼け対策化
粧水。敏感なお肌の方もご使用頂
けます。

1枚1枚丁寧に加工した
「天然わかめ」を原料に使用

（平）本体498円
→本体423円 税込456.84円

島根県産
天然茎わかめと野菜の
スープ 40g(4g×10p)

（平）本体298円
→本体253円 税込273.24円

Thursday Plantation
ティーツリーターゲット
ジェル 25g

（平）本体1,800円
→本体1,530円 税込1,683円

アルテ
オールインワンジェル
オイルプラス 50ml

（平）本体3,000円
→本体2,550円 税込2,805円

米ヌカエキスは、肌に油分を与
え、肌本来の保湿力も高めます。

アルテ
ローズモイスチャークリーム 40g

（平）本体3,000円
→本体2,550円 税込2,805円

水だけのブラッシングでツルツルになる！
ソラデーセット
本体＋替えブラシ4点
＋携帯ケース
＋タンクリーナー

全店で
40
セット

全店で
40
セット アルビスヴェール

ヘアケアお買い得限定セット
シャンプー500ml＋トリートメント500g
＋へアミスト200ml

ナチュラルなホワイトフローラルティの
香りで幸せなバスタイムを演出

→本体2,800円 税込3,080円
（メ）本体4,100円

プロポリンス
（平）1,280円 29.6％OFF

→本体900円 税込990円

ホワイト・柚子

お口の汚れが目で見て分かる新感覚マウスウォッシュ!
プロポリンス
限定スペシャルセット各種

各600ｍl+150ｍl

全店で
合計150
セット

全店で
40
セット

31.7％
OFF

RUHAKU
月桃限定セット
ローション120ｍl+クリーム30g

月桃ポリフェノールとアロマのやさしい香り

→本体5,040円 税込5,544円
（平）本体7,200円 （メ）本体4,885円

→本体3,000円 税込3,300円

おすすめのお得なセットです
ESTEBAN
ラッキーバッグ

全店で
30
セット

カビやニオイの気になる所に吊るすだ
け！カビ菌や雑菌の繁殖を抑制し、気に
なるニオイとカビの発生を防止します。

お得に試せるスターターセット
オールマイティ・洗濯槽用・お風呂用

きになるニオイトリ

→本体2,164円 税込2,380.40円
（メ）本体2,706円

数量限定のセットです
アウトレット
オーガニックコットン
布ナプキンセット

全店で
30
セット

全店で
50
セット

20％
OFF

30％
OFF

20％
OFF

ドライフルーツセット
お買い得な

→本体1,000円 税込1,080円
（平）本体1,416円 （メ）本体1,900円

→本体1,000円 税込1,080円

自然の恵みとおいしさを
ひかり味噌セット

お買い得なひかり味噌の「発酵調味料セット」。

全店で
120
セット

全店で
276
セット

北海道大地ヒロビロとうもろこし茶／水出し
がおいしいもち麦茶／有機レモングラスルイ
ボスティー／国産はとむぎグラノーラ プレーン

小川生薬セット
お茶とグラノーラ

→本体1,000円税込1,080円
（平）本体1,750円

全店で
120
セット

毎日に香りのきらめきを！
ユヌフルール

ラベンダー 100ml

（平）本体900円

→本体765円 税込841.50円

ラベンダー
（平）本体2,000円

→本体1,700円 税込1,870円

ノンカフェイン 100%国産
国産ごぼう茶 1.5g×50包

つぶれ梅 よりどり2個 （平）本体800円⇒本体700円 税込756円

悠久のクランベリー 7袋
ニルギリベースでほどよい酸味がよくあいます。

朝もやのブルーベリー 7袋
甘酸っぱい香りがいっぱいに広がります。

心をなごませたい時に 7袋
カモミール・レモングラスを中心とした定番のブ
レンドハーブティーをアレンジ。

眠れる森のラベンダー 7袋
ラベンダーとレモングラスをベースにブレンド。
お休み前にくつろぎながらどうぞ。

テラヘルツ波搭
載で、肌も頭皮も
元気に。ハンズフ
リーでもお使い
いただけます。

Dr.Beau KAZE nice Dryer
Premium

ダブルの遠赤外線の大風量で超速乾！

→本体12,218円
税込13,439.80円

（平）15,273円

ピッタリとお顔に
密着するため、メガ
ネが曇りにくい！
立体構造で口元に
空間ができるため、
口紅がつきにくい
マスクです。

立体構造不織布マスク各種
（ホワイト、ブラック、ピンク）普通・小さめ 30枚

口元快適空間、4層不織布マスク

→各本体560円 税込616円
各（平）700円

ビタブリッドC 
長時間浸透ビタミンC配合の人気ブランド

→本体4,960円 税込5,456円

フェイス 3g
（平）本体6,200円

→本体6,960円 税込7,656円

ヘアートニックセットEX
ヘアパウダー1.5g＋ヘアトニック110ml 

（平）本体8,700円

化粧水等に混ぜるだけで、ビタ
ミンC12時間パック。

ネットで話題の毛髪用。

医薬部外品の薬用入浴剤。5
つの生薬と温泉成分が、新
陳代謝を高めます。

松田医薬品生薬のめぐり湯
疲労回復や冷えなどにオススメです

分包 （平）本体231円→本体184円 税込202.40円
→本体2,400円 税込2,640円

15包（平）本体 3,000円

15包

分包

創業70年余の製薬会社が作った国産
ハーブの入浴剤。

（平）本体500円→本体400円 税込440円

松田医薬品国産ハーブの入浴剤
20g×5包

熱、光、UVに安定して使える中性ph
値のビタミンC誘導体を贅沢に配合
した美容液です。敏感肌の方にもや
さしい使い心地です。

newtra vcピュアニュートラセラム10

フェイシャルマスク
ピュアニュートラ5 1枚(25ml)×4枚入

使い続ける程にクリアな美肌へ

→本体4,800円 税込5,280円
30ml（平）本体6,000円

→本体1,600円 税込1,760円
（平）本体2,000円

→本体2,560円 税込2,816円

15ml（平）本体 3,200円

洗顔・パック・角質ケアに！
スウィーツスキンケアシュクレ 各種

香川県産のにんにくを
使用。遠赤外線でじっく
り加熱熟成しました。箱
無しの徳用タイプです。

讃岐熟成黒にんにく 600g
お得な600g!!

→本体4,000円 税込4,320円
（平）本体5,000円

アクティブに活動
したい昼に最適な
ブレンド。

夜のリラックスタ
イムに最適。

※商品写真はイメージです。

昼用・夜用ブレンドオイル各種
100%天然のアロマ精油

→本体2,128円
税込2,340.80円

〈一例〉各20ml（平）本体2,660円

12.5％
OFF

イオンボディ 紀州産南高梅
つぶれ梅 はちみつ つぶれ梅 しそ

紀州南高梅を使用した梅干し
です。皮が破れていたりつぶれ
ているものがありますが美味
しさには変わりありません。そ
のままでも美味しくお召し上
がりいただけます。

はちみつ、しそ各200g

各（平）本体400円 税込432円 各（平）本体400円 税込432円

本場フィリピンのモ
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。
溶けやすく美味しい。

シーベリーにはビタ
ミンACE、アミノ酸、
オメガ７が豊富。

シーベリージュース 900ml
生命力が強い奇跡の実

シーベリー＋ゆず
（平）本体4,056円

→本体3,447円
税込3,722.76円

シーベリー
（平）本体3,686円

→本体3,133円
税込3,383.64円

100ml （平）本体3,500円
→本体2,975円

税込3,272.50円

20ml（平）本体 1,000円

→本体850円
税込935円

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
入浴剤として、下駄箱の
におい取りとして、芳香・
消臭剤としてご使用でき
ます。

有機モリンガパウダー
200g

有機JAS認証品
まろやかなおしいさ

（平）本体2,800円

→本体2,380円
税込2,570.40円

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。

米ぬか酵素洗顔クレンジング 70g
みんなでみらいを100%無添加

本体70g（平）本体2,100円

→本体1,785円
税込1,963.50円

詰替え70g
（平）本体1,800円

→本体1,530円
税込1,683円

腰用

肩用

火を使わないお灸
火を使わずはるだけで気持ちよい温熱効果

肩用30個入
（平）本体2,420円

→本体2,057円
税込2,262.70円

腰用12枚入
（平）本体2,090円

→本体1,776円
税込1,953.60円

じんわりポカポカ、毎日の温めケアに
オーラからだの内側
あたためパッド 各種

体温を蓄えて、岩盤浴
のような心地よさで体
の内側まで温めます。

1枚入（平）本体2,800円
→本体2,380円 税込2,618円

毎日あたためセット3枚入（平）本体7,500円
→本体6,375円 税込7,012.50円
ずっとあたためセット5枚入（平）本体11,200円
→本体9,520円 税込10,472円

肌に優しく、火をつ
けずにツボをじんわ
りあたためます。

自宅で手軽に本格水素入浴。お肌もしっとり
ナノ水素スパ入浴剤

ナノ水素スパは、
お湯に溶かすだけ
で高濃度水素バス
が楽しめます。体
の芯から温まり、
全身美肌へ！

分包50g （平）本体 325円

→本体276円 税込303.60円

1kg

（平）本体 3,800円

→本体3,230円 税込3,553円

1kg

50g

（平）本体 934円

→本体793円 税込872.30円

3億年前の海からの恵み
ローズソルトロック 2kg

ミネラル分が多
く含まれる、天然
のバラ色ソルト。
天然ミネラルが
18種類含まれ、ア
ルカリ性の栄養
素が高い天然岩
塩です。

国産の天然生はちみつです
富士山麓の
生はちみつ 各種

花束
90g

《木の花ファミリー》各種

（平）本体510円

→本体433円 税込467.64円

天然循環法
畑のお肉 100g

国産大豆100％
農薬不使用

〈一例〉花束 各90g （平）本体750円

→本体637円 税込687.96円

＜一例＞

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、テレビや雑誌
にも多く紹介される
Aランク岩塩。

1kg （平）本体7,000円

→本体5,950円
税込6,426円

粉状100g
（平）本体960円

→本体816円
税込881.28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

（平）本体2,477円

→本体2,105円
税込2,273.40円

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。

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。

（平）本体1,410円

→本体1,198円
税込1,293.84円

①アンバー イニシャルラタンブーケ ②レーヴブラ
ンスプレー 50ml ③スーオリビエ インテリアフレ
グランスオイル15ml ④エスプリドナチュール プ
ラム エアフレッシュナー 88ml ⑤カードフレグラ
ンス サンタル1枚入

①

②
③

④ ⑤

パパイヤ、メロン、マンゴー、プルーン、パイン

スポットケアができる美容ジェル。
オーストラリア産の高品質ティー
ツリーオイルがお肌を守ります。

（平）本体 2,950円
→本体2,507円 税込2,757.70円

ネイチャーズフォー
モイストクレンジングオイル
             180ml

→本体2,400円 税込2,640円
フェイス＆ボディ200g （平）本体3,000円

→本体960円 税込1,056円
マッサージ＆パック35g （平）本体1,200円
〈一例〉

ブレンドオイルサイレントムーン 5ml

アロマスプレーノーズクリア 30ml

＜一例＞

22.2％
OFF

ホワイト
柚子

フリーチェブレンドティ、フレーバーティよりどり2点で15％OFF
本体680円 税込734.40円

75.4％
OFF

42.9％
OFF

47.4％
OFF

のど黒島根県産
天然わかめと海藻の
スープ 60g

つける味噌痺れるうま辛麻辣/つける味噌味わい梅/
味噌屋のマスターブレンドチキンレモンのもと/味噌屋の
マスターブレンドしょうが焼きのもと/生塩こうじ麹の花

※一部店舗はお取り寄せ

2点で（平）本体800円⇒

29.4％
OFF

※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。ラッキーバッグ

20％OFF ※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。

光触媒の技術を応用し、
ダブルの電子で歯垢を
除去。リニューアルして
さらに磨きやすくなっ
た替えブラシ付き。

（平）1,480円 39.1％OFF

→本体900円 税込990円

メイク・汚れをしっかり
落とす、お肌に優しいク
レンジング。洗顔＆パッ
クのミニサイズがついた
お得なセット。

生命力あふれる植物
の恵みで、髪にいき
いきとした輝きを与
えます。

肌馴染みのいい海洋深層水
と月桃葉水をベースに海ブ
ドウエキスを配合した化粧
水と、みずみずしい月桃保
湿クリームのお得なセット。
天然由来成分100％。

炭八セット

「湿気」や「臭い」が気になる場所に
ポンと置くだけ

→本体2,600円 税込2,860円
（メ）本体3,060円

全店で
60
セット

15％
OFF

湿度の高い出雲地方で作られた繰り返し
使える湿気取り。タンスや収納ケースの
中に使用。●スマート小袋2袋 ●炭八ミニ（ネ
イビー）1袋 

※一部店舗はお取り寄せ ※一部店舗はお取り寄せ

→本体3,908円 税込4,298.80円

布ナプキンが各サイズ入
ったお得なセット。（アウ
トレット品のため形にば
らつきがありますが品質
には問題ありません）

＜一例＞

＜一例＞

北海道産てんさい
糖使用の無添加ス
キンケア。防腐剤、
合成香料、着色料
などは不使用です。

鉱物油不使用、植物美容オイルを
ベースにメイクはすっきり落とし、
肌の潤いを保ちます。

全店で
40
セット

＜一例＞

乳化方法にもこだわった天然成
分100％のモイスチャークリー
ム。無農薬ローズを使い、香りは
すべてオーガニック精油。

● ●

植物由来100％発酵エタノール使
用。自然派フレグランスオイルです。

天然のスティックがフレグランス
オイルを吸い上げ、香りを広げます。

＜一例＞

オイル100ml、1000ml

リードディフューザー

AEONBODYオンラインSHOP https://www.aeonbody.com/
●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。
　（取り扱い対象外商品は　　マークを掲載しております。）   

2022

5/25
水

2022

木
4/28

※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。

ゴールデンウィークフェスタ2022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20222022
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フランスの湧水、ラロッシュポゼターマルウォーターを配合

※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。※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。

1,000円のお買物券プレゼント

3,000円のお買物券プレゼント

UVカットサングラス

サロン技術を再現した自宅で手軽にできる本格ヘッドスパ
NIPLUX ヘッドスパ
4つのアタッチメントの内部に振動モータ
ーを搭載。防水仕様で、お風呂でもご使用し
ていただけます。乾いた髪にもお使いいただけるの
で、テレビを見ながらや、就寝前などにもおすすめ。

UVイデアXL
プロテクショントーンアップローズ 30ml

（平）本体 3,400円 税込3,740円

UVイデアXLプロテクション
BBクリーム各色 各30ml

（平）本体 3,400円 税込3,740円

＜一例＞

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

日本女性の髪も肌も心も熟知した日本生まれ
ラ・カスタ
植物の生命と癒しをテーマに
した上質ナチュラルヒーリン
グブランド。天然アロマとオー
ガニック原料を使い、ヘアケア
を中心に取り揃えております。

ヘアマスク48 230g

（平）本体 2,000円　税込2,200円
ヘアソープ48 300ml

（平）本体 2,000円　税込2,200円

※船橋店は対象外
〈一例〉

サヴォンドゥパルフェ250ｍl

（平）本体 3,324円　税込3,656.40円

ミストパルフェ（美容液） 30ml

（平）本体 8,500円　税込9,350円

〈一例〉

ジュンコカヤヌマ商品3,000円（税抜）お買い上げ毎に
500円のお買物券プレゼント

ニキビ・肌トラブルの方、敏感肌の方も安心して使えます
ジュンコカヤヌマ
敏感なお肌の方でも安心でき
るシンプルな素材を使ったコ
スメ。素肌からきれいにします。

ジュエルアップミスト 100ml

各（平）本体 4,900円　税込5,390円
ブラッディローズジェリー 40ml

各（平）本体 7,000円　税込7,700円

〈一例〉

ローズドビオ商品3,000円（税抜）お買い上げ毎に
500円のお買物券プレゼント

肌理論と植物学に基づき開発されたオーガニック化粧品
ローズドビオ
オーガニックのローズは
もちろんの事、オーガニッ
ク原料、野生原料をたっぷ
り用いた100％自然由来
の国産自然化粧品です。

＜一例＞

UVプロテクションベースN 30ml

（平）本体 3,200円 税込3,520円

メイクアップクリームカラープラスLP 30g

（平）本体 2,800円 税込3,080円

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

ナチュラグラッセ
植物の力で日々を健やかに彩る

100％自然由来原料。スキンケア
発想のコスメだから、メイクをし
ているのに軽やかで心地いい。毎
日に、幸せのひとツヤを。

ラロッシュポゼ商品3,000円（税抜）お買い上げ毎に
500円のお買物券プレゼント

カイカ商品2,000円（税抜）お買い上げ毎に
300円のお買物券プレゼント

ラロッシュポゼ
敏感肌のためのスキンケアブラ
ンド - 世界で25,000人以上の皮
膚科医が採用するブランドです。

8,000円のお買物券プレゼント

エクササイズを効果的にサポート！
3Dスーパーブレード S

30段階の振動スピードで、好きな音楽を楽しみながらエ
クササイズ。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。

（平）本体 55,371円　税込60,908.10円※こちらの商品は
　お取寄せ

※一部店舗はお取寄せ

全店で
5台

マルラオイル配合で傷んだ髪に艶を与える、最上級のしっとり感
カイカヘアケア
南アフリカで『神の木』と呼ばれ高い保湿力
と抗酸化力があるマルラの木から採れる、
マルラオイルを配合。リッチローズにより
極上の香りのヘアケア。

カイカグロス＆リペアヘアマスク 180g

（平）本体 1,680円 税込1,848円

カイカモイストリペアトリートメント 100ml

（平）本体 1,980円 税込2,178円

※こちらの商品は
　お取寄せ

5,000円のお買物券プレゼント

お部屋が本格エクササイズジムに。コンパクトなボディ
から発せられるパワフル振動で、気になる部位はもちろ
ん、全身スタイルアップをサポートします。

軽量＆コンパクト！ 
ドクターエア 3Dスーパーブレード
スマート ブラック

（平）本体 36,852円　税込40,537.20円

全店で
5台

美美Pink ノーマルタイプ／オーバーグラスタイプ

（平）本体 12,800円　税込14,080円

（平）本体 12,800円　税込14,080円

心冴ブルー ノーマル・オーバーグラス共用

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、オーバー
グラスの2種類あります。

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。

（平）本体 9,000円　税込9,900円

いつでもどこでも手軽にリカバリ
ーケア。小型軽量（約620g）。コン
パクトな設計で外出先でもボディ
ケアができます。

かわいい見た目でも、パワーは本格派！
リカバリーガン RG-01 各色

※一部店舗はお取り寄せ

全店で
20台

1,000円のお買物券プレゼント

（平）本体 8,909円　税込9,800円

全店で
20台

全店で
30台

ソファーや椅子の上、床に置いても使える
芦屋美整体
骨盤スリムスタイリーエアー
チェリーピンク、ダークブラウン
6ヶ所14枚のエアーバッグが背中から腰、そして
骨盤まわりまでの筋肉にアプローチ。

※一部店舗はお取寄せ

2,000円のお買物券プレゼント

（平）本体 15,273円　税込16,800.30円

6枚の電流パットにより首・肩下にEMSと温熱で同時アプローチ
NIPLUX ネックリラックス ワンエス
6枚のパッドが6カ所の接触点となり、幅広
く肩や首の違和感の元になるトリガーポイ
ントを攻め込みます。強さレベルを調整することに
より、振動を与える範囲も調整できます。

（平）本体 12,600円　税込13,860円※一部店舗はお取寄せ

全店で
20台

2,000円のお買物券プレゼント

AEONBODYオンラインSHOP　https://www.aeonbody.com/
●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。
　（取り扱い対象外商品は    マークを掲載しております。）　

お買物券プレゼント
スプリング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2022年6月28日（火）まで。

イオンボディオンラインショップでお買物券プレゼント対象商品を
お買い上げの場合は「オンライン限定クーポン券」をプレゼントいたします。
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2022

4/28
木

2022
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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

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2022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20222022
2022

4/28
木

2022

5/25
水


