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1kg
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＋

全店合計
500名  
限定

※1回のご精算で、お1人さま
　1回限りとなります。

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7月22日（金）～各店舗にて

20％
OFF

40％
OFF

20％
OFF

20％
OFF

20％
OFF

リニューアルしました

全店で
150
セット

ヒト幹細胞培養液エキス
を中心とした美容成分が、
長時間保湿。肌にハリと弾
力を与えます。

美容液の前に使う導入化
粧水。皮膚の隅々まで浸
透し、ハリ、ツヤ、潤いを
与えます。

こだわりの美容液を配
合したUVケアも保湿ケ
アもできる多機能CCク
リーム。

1枚に30mlの美容液を
配合。高密着シートで、
気になる目元や口元も
集中保湿。

年齢肌にこの1滴！
エッセンス（美容液） 20ml

1本 （平）本体12,000円

→本体8,400円　税込9,240円

べたつきや大人のニキビに
ブーストローション（化粧水） 120ml

1本 （平）本体3,800円

→本体2,660円　税込2,926円

朝の洗顔後にこれ1本！
CCクリーム（化粧下地） 30g
SPF50＋、PA＋＋＋＋

1本 （平）本体3,800円

→本体2,660円　税込2,926円

週に１回のスペシャルケア
バイオセルロースマスク 1枚

1枚 （平）本体1,200円

→本体840円　税込924円

ビタブリッドC
長時間持続ビタミンC配合の人気ブランド

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

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。

イオンボディ有機桑葉の青汁
1.5g×31包

九州産の有機桑葉で作った青汁。1
日1包を目安に水やお湯に溶かし
てお飲みください。食前や食中が
オススメ。アイスや料理に混ぜて
も美味しくお召し上がりいただけ
ます。

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640円　税込691.20円

有機ルイボスティにオレンジピー
ル、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。有機JAS認定商品。

（平）本体 2,000円

→本体1,200円　税込1,296円

1kg （平）本体 3,800円

→本体3,040円　税込3,344円
分包50g （平）本体325円

→本体260円　税込286円
（平）本体3,500円

→本体2,800円　税込3,080円

（平）本体 8,700円

→本体6,960円　税込7,656円

フェイス 3g（平）本体 6,200円

→本体4,960円　税込5,456円

※お一人様5個まで

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

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！

アラウ ハンドソープセット
300ml+詰替え500ml×２

たくさん洗っても手肌なめらか

（平）本体1,397円→本体898円　税込987.80円

植物性のきめ細や
かな泡が、やさしく
洗います。合成香料、
着色料、保存料無添
加。さわやかなラベ
ンダー＆ライムの
香り。

ひかり味噌セット
無添加味噌と即席お味噌汁

（メ）本体1,940円

→本体1,080円　税込1,166.40円

無添加円熟こうじみそ、VEGE MISO SOUPあげなすと
野菜・オクラと海藻、栄養クリニック監修減塩みそ汁、
和だしを味わうお米のめん 野菜

αオーラ繊維と遠赤外線チップ
（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! 

フェイスマスク S-LABO 30ｍl 5枚入り
肌にやさしい国産コットン100％のシートを使用

CICA フェイスマスク （平）本体500円

→本体300円　税込330円

NMN フェイスマスク （平）本体750円

→本体450円　税込495円

ビタミンフェイスマスク5P （平）本体600円

→本体360円　税込396円

エタノール、パラベンフリー。

※一部店舗はお取寄せ

全店で
50
セットクールブランケット3点セット

接触冷感、高通気、夏限定シリーズ

（メ）本体15,000円

→本体10,500円　税込11,550円

汗をかいてもサラっと
夏にぴったり。

よりどり2点で よりどり2点で よりどり2点で よりどり2点で

35.7％
OFF

全店で
300
セット

44.3％
OFF

※マクラは付きません。

①

②

さ
ま

ホームページ
オンラインショップ

①クールブランケット
　（65×175cm）
②アイマスク（ノベルティ）
③スリープカバー（ノベルティ）

③

30％
OFF

全店で1,000個限定

40％OFFお試し
セール

取り扱い対象外商品は     マークを掲載しております。

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　ユーカリが丘駅より徒歩8分
大型店　売場面積：370㎡

最寄駅：JR常磐線　土浦駅西口よりバス10分
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 駅前
中型店　売場面積：250㎡

●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。
●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。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 サマ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しています。複数ご購入の場合、小数点以下の端数も合計して消
費税を計算します。※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ことがございます。 　※本チラシ掲載品は他の割引との併用はできません。
※（平）→当店平常価格、（メ）→メーカー希望小売価格

※商品は店舗により後日お取り寄せとなることがございます。 　※本チラシ掲載品は他の割引との併用はできません。
※（平）→当店平常価格、（メ）→メーカー希望小売価格

ピュアキュアよりどり2点で 30％OFF
※商品は店舗により後日お取り寄せとなることがございます。 
　※本チラシ掲載品は他の割引との併用はできません。
※（平）→当店平常価格、（メ）→メーカー希望小売価格

美と健康のライフスタイルショップ 2022

7/22
金

2022

8/25
木

2022 イオンボディの夏祭り2022 イオンボディの夏祭り

夏祭り福袋

ヒト幹細胞培養液配合化粧品　　　お好きな組み合わせでOK!イオンボディ
開発商品

https://www.aeonbody.com/

イオンボディ

店舗でもオンラインでも“夏祭り”開催中!
WEB
チラシ
掲載
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※セール品・3万円書籍除く

※商品画像はイメージです。

※商品は店舗により後日お取り寄せとなることがございます。※本チラシ掲載品は他の割引との併用はできません。※価格の相当表記は、グラムまたは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
※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しています。複数ご購入の場合、小数点以下の端数も合計して消費税を計算します。※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。

くすみのないクリアな肌へ

高いエイジングケアの実感力で人気の
国産オーガニックコスメ。
乾燥せずに、しっかりメイクを落とす
クレンジングと毛穴やくすみのお悩み
におすすめのクレイパックのセット。

全店で
60
セット

全店で
40
セット

全店で
30
セット

全店で
30
セット

全店で
30
セット

輝くような明るい肌へ
プロハーブホワイトニングキット
120ｍl+40ｍl+サンプルパウチ

遠赤外線であたたまる。
αオーラにしかない、ぬくもり
オーラ 夏の冷えケアセット

夏のあせも、日焼け後の肌に
華密恋薬用入浴剤
40th記念セット
入浴剤400ｍl+スキンケアソープ17g+
ハンドタオル1枚

ナイス&クイックセット シュガーボディースクラブ
200g×2個

約20種の美容成分を配合したシュガー
スクラブ。天然精油100％でリフレッシ
ュできる香りです。

敏感肌の方
におすすめ。
家族で使え
る国産ボタ
ニカル処方。

非加熱でじっくり有
効成分を抽出した独
自の国産カモミール
エキスの入浴剤とス
キンケアソープ、手
ぬぐいのセット。

人気のプラセンタエキ
ス原液がさらにパワー
アップ! ディーププラ
センタ原液に、1枚に
22mlの美容液を染み
込ませたフェイスマス
クのお得なセット。

フラコラ
ディーププラセンタエキス原液セット
30ｍl+マスク2枚

すすぎ1回で、節水・節電・時短に。

全店で
30
セット

全店で
30
セット

全店で
48
セット

濃密泡で汗・べたつきもスッキリ 香りを楽しみながら全身スッキリ！

とろりと濃厚！リッチな使い心地

ノニ果汁エキスで地肌すこやか
ティアレア特別セット
シャンプー本体450ｍl＋詰替400ｍl
＋トリートメント450ｍl

笑顔あふれる！輝く白い歯へ
薬用ホワイトニング強化セット
40g+10ｍl+1本

天然製油100％の香り

皮脂汚れに強く、繊維に残りにくい

（平）本体8,000円

→本体7,200円　税込7,920円

プロポリスエキス
と12種類の植物エ
キスを配合。薬用美
白美容液と保湿力
の高い化粧水のお
得なセット。

（平）本体4,600円

→本体3,220円　税込3,542円

夏こそ無自覚に体を冷やしてし
まい不調に繋がることも。夏にお
すすめなオーラのセットで冷え
ケアを。

（メ）本体8,530円

→本体5,800円　税込6,380円

→本体2,200円　税込2,420円 →本体1,040円　税込1,144円
（平）本体3,600円

→本体3,000円　税込3,300円

（メ）本体4,369円相当

→本体3,819円　税込4,200.90円

累計発売数130万本を超える
歯の美白美容液と、ホワイト
ニング用歯磨き粉、ホワイト
ニング専用歯ブラシのお得な
セット。

確かな洗浄力
とすばやい泡
切れの野菜・食
器用洗剤です。

（平）本体4,305円

→本体3,013円　税込3,314.30円

グレープフルーツの香り （メ）本体1,196円

→本体790円 税込869円

頭皮のニオイや
べたつき、髪の
ハリコシが気に
なる方におすす
めです。

（平）本体4,250円

→本体3,000円 税込3,300円

お買い得な
ドライフルーツセット

お茶とグラノーラ
小川生薬セット

果汁100％チューハイ飲み比べ！
素滴しぼり4種
飲み比べセット

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

（平）本体1,416円

→本体1,000円 税込1,080円
（平）本体1,750円

→本体1,000円 税込1,080円

医療用水と同じレベルの
無菌水なので赤ちゃんや
敏感肌の方にもおすすめ。
スプレー後8時間保水力
をキープします。

（平）本体1,400円

→本体891円 税込980円

ファン式ディフューザーと
精油のセット
夏のアロマ3点セット

（メ）本体4,236円

→本体2,836円 税込3,119.60円

頭皮と髪の美容液! 自宅で簡単ヘッドスパ
ティアレラ
ヘアスカルプディープマスク
150g×3本

限りなく不純物0の超純水
オリゼ
オリゼピュアウォーター
150ml×2本

頭皮クレンジングと
ヘアトリートメント
が同時にできる。た
っぷり使って良さを
実感できるお得な3
本セットです。

（平）本体5,400円

→本体3,600円 税込3,930円
（メ）本体 2,098円

→本体1,600円 税込1,760円

揉みごこちサロン級
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。

※一部店舗はお取寄せ

（平）本体8,909円　税込9,799.90円

15,000円のお買物券プレゼント 8,000円のお買物券プレゼント

（平）本体198,000円　税込217,800円

デンキバリブラシ2.0
＋BODY

1秒間に約1,000回振動させる低周波
美容業界で話題騒然！電気の刺激が頭皮をやわらかく

先端から発する低周波ケアはヘッドだけ
ではなくフェイス・ネック・デコルテ・腰
など全身に使えます。
お会計後のお取り寄せとなります。

5,000円のお買物券プレゼント

（平）本体27,273円　税込30,000.30円

ReFa BEAUTECH EPI 

光を放つ。輝きを増す。
ムダ毛の目立たない、なめらかな肌へ

サロンでも人気のIPL脱毛を自宅で簡単に。
使い続けることでムダ毛が目立たなくなる
だけでなく、素肌そのものが美しく輝きを
増していきます。

（平）本体12,600円　税込13,860円

NIPLUX ネックリラックスワンエス
気になる肩と首下同時にケア

毎日頑張ってるあなたに自宅
でも堪能できるプロレベルの
ネックEMSケア。お好きな強
度や気持ち良いレベルを16段
階調整可能。

エステティックサロン
「ボディズケア限定販売」

光脱毛機、楽天家電年間ランキング
6年連続1位（2012～ 2017）

家庭用脱毛器ケノン
各色（美顔カートリッジ付）
痛くない、広範囲の脱毛が可能。

各 （平）本体63,455円　税込69,800.50円

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）

※但し、商品は後日お客様ご自
　宅へのお届けとなります。

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。

修復の樹脂として知られる
フランキンセンスを配合し
た製品で数々の賞を受賞。植
物の力で健やかな肌へ。

すべては自然の力で
ニールズヤード 化粧品限定

（平）本体 3,000円　税込3,300円

（平）本体 3,500円　税込3,850円

LPLP ヘアカラートリートメント各色
200g

ヘアカラーは頭皮にやさしい物を選びたい

ムラなく染めやすいジアミンフリー

LPLP ヘアカラーフォーム各色 80g

※パウチ・シャンプーは除きます

ライゼ商品3,000円（税抜）お買い上げ毎に
500円のお買物券プレゼント

95.3％の医療関係者が推奨する保湿化粧品！
REISE（ライゼ）

＜一例＞

エッセンスセラム乳液 50g （平）本体4,180円 税込4,598円

ブースターオイルミスト 120ml （平）本体3,700円 税込4,070円

〈一例〉

NYRビューティバーム ワイルドローズ 50g （平）本体8,700円 税込9,570円
フランキンセンスウォーター200ml （平）本体3,600円 税込3,960円

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

休養専用リカバリーウェア
ベネクス

おうちインナーボディコンフォート各種

（平）本体3,800円 税込4,180円

レディ－スリフレッシュ8分丈テーパードパンツ

（平）本体10,000円 税込11,000円

メンズリフレッシュロングテーパードパンツ

（平）本体10,000円 税込11,000円

リフレッシュTシャツロングスリーブ

（平）本体10,000円 税込11,000円

＜一例＞

皮膚科専門医が監修

津田コスメ

肌悩みを抱える多くの
方に「レスキューコス
メ」と呼ばれ、支持され
ているブランド。

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

UVカラーバーム（各色）各18g （平）本体5,600円 税込6,160円

 スキンバリアバーム 18g （平）本体5,400円 税込5,940円＜一例＞

（平）本体3,612円　税込3,973.20円

スカルプDシリーズ商品3,000円（税抜）お買上げ毎に
500円のお買物券プレゼント

ドクター共同開発のヘアケアブランド

スカルプＤ 薬用スカルプシャンプー オイリー 350ｍl

毛髪ホールド力増強により、抜けにくい
頭皮を育みます。

（平）本体3,612円　税込3,973.20円
Ｄボーテ 薬用スカルプシャンプー ボリューム 350ｍl

女性に嬉しい日本唯一のソイセラム(豆
乳発酵液)を配合。

＜一例＞

自然葉シャンプー 300ml

（平）本体3,000円　税込3,300円

オーガニータ（ディープブラウン）100g

（平）本体2,300円　税込2,530円

グリーンノートヘアケア商品3,000円（税抜）
お買い上げ毎に500円のお買物券プレゼント

ニールズヤード化粧品商品3,000円（税抜）
お買い上げ毎に500円のお買物券プレゼント

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

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。

植物成分100％体と地球にやさしい白髪染め
グリーンノート ヘナ

〈一例〉※レイクタウン店・東雲店・品川シーサイ
ド店・土浦店・ユーカリが丘店・三宮店
限定

全店で
10台

2,000円のお買物券プレゼント
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。

（平）本体15,273円　税込16,800.30円

※一部店舗はお取り寄せ

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

1,000円のお買物券プレゼント
かわいい見た目でも、パワーは本格派！

全店で
20台リカバリーガン RG-01 各色

（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。

※一部店舗はお取り寄せ※一部店舗はお取り寄せ

ヤシノミ洗たく洗剤セット
本体600ml＋詰替1050ml 2個 

ハッピーエレファント
野菜・食器用洗剤セット
本体300ml 1個＋詰替500ml 2個

①ほっと腹巻 レース無 ボルドー 1枚
②足スパふわふわウォーマー キナリ 1組
③カイロみたいキルト 1枚

全店で
30
セット

ひのきのチップに
エッセンシャルオイルをたらして
森の香りを楽しむアロマセット

（メ）本体3,400円

→本体2,800円　税込3,080円

①四万十ひのきチップ
②カーミングツリー 5ml
③カームシー 5ml
④スプレーボトル〈ブルー〉

①

② ③

④

ローズドビオ
毛穴お掃除クリア肌セット

→本体価格480円　税込528円
各350ml 4本セット （平）本体640円

パイン、ピンクグレープフルーツ、
白ぶどう、フルーツミックス

96個

レイク
タウン
限定

これは
お酒です

パパイヤ、メロン、マンゴー、トマト、パイン

全店で
300
セット

全店で
120
セット

42.9％
OFF

ボディウォッシュ
フルーティーシャインの香り

全店で
60
セット 全店で

45
セット

全店で
80
セット

全店で
20
セット

①sparoom コスモポータブルウッドグレイン
②リフレッシュガーデン 5ml
③オレンジ 10ml

① ② ③

全店で
70
セット

香彩堂商品3,000円（税抜）お買い上げ毎に
500円のお買物券プレゼント

百楽香 各種

（平）本体1,300円　税込1,430円

香彩堂 お香各種
暮らしに香りで、彩と癒しと潤いを

厳選された原料を調合し
た上質なお香です。ここち
良い時間と空間づくりに
おすすめ。

〈一例〉

全店で
20台

全店で
70
セット

32％
OFF

①

②
③

10％
OFF

30％
OFF

30％
OFF

16.7％
OFF

29.4％
OFF

全店で
20台

本体500ｍl＋詰替400ｍl
＋サンプルパウチ（スキンケア）

※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

セット内容
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 150g

33.3％
OFF

36.4％
OFF 23.7％

OFF

33.9％
OFF

29.4％
OFF

7/22
金

2022

8/25
木

2022

公式オンラインショップ　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。）　

※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ことがあります。

※本チラシ掲載品は他の割引との併用はできません。
※商品は店舗により後日お取り寄せとなることがございます。 夏祭り福袋 お買物券プレゼント

サマ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。※本チラシ掲載品は他の割引との併用
はできません。※商品は店舗により後日お取り寄せとなることがございます。 ※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9月25日（日）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。

2022 イオンボディの夏祭り2022 イオンボディの夏祭り
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腰用

肩用

抹茶
きな粉

カカオ コーヒー

エッセンシャルオイル2,000円（税抜）お買い上げ毎に
300円のお買物券プレゼント

沖縄の恵みを贅沢に配合した
国産オーガニックコスメ

琉白

ディフューザー
生活の木・フレーバーライフ・デイリーアロマジャパン
エッセンシャルオイル

100％植物性のやさしいプロテイン
九州アミノシェイク 各300g

生命力が強い奇跡の実
シーベリージュース 1000ml

クチコミで話題。しっとりやわらかで大人気
池田屋 生ハムのような鰹節 食べる削り節 70g

ノンカフェイン 100%国産
国産ごぼう茶 1.5g×50包

アメリカ育ちの菌活飲料
ハーブアブソリュート
コンブッカ 720ml

ココナッツ由来のMCTオイル
仙台勝山館 MCTオイル 360g

「ぬか床」から東京大学薬学部が
発見し研究
11-1（イチイチ-イチ） 30包入り

さわやかなヒノキの香り
桧水・入浴剤 500ml

毎日使うものだから、お肌への優しさにこだわりました じんわりポカポカ、毎日の温めケアに
スウィーツ スキンケア シュクレ

皮膚科医と共同開発した
敏感肌用日焼け止め
MAM&BABY UV MILK 50g

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

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

塩のチカラで快適快眠をサポート
ソルトアイピロー
抗菌ポーチ付　各種 

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

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

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

45菌種の複数菌を発酵培養させた
発酵食品
IMPBIOMAX
アイエムピーバイオマックス 30g
（0.2g×150粒）

ローズドビオ
ジュエルアップミスト 100ml

ただ筋肉を付けるためではなく、美容や健康に特化した
ソフトプロテインです。九州産のきな粉を中心に植物性
のみを使用。

各（平）本体1,833円

→本体1,558円　税込1,682.64円

シーベリーにはビタミンACE、アミノ酸、オメガ７が豊富。

（平）本体5,500円

→本体4,675円
税込5,049円

保存料・化学調味料無添加の生ハ
ムのような鰹節。鹿児島県枕崎産
の厳選されたかつおを特製タレに
漬け込み、培乾を重ね中厚削り節
に仕上げました。 ほんのり和風醤
油味。 ビール、日本酒のおつまみ
はもちろん、チーズを添えてワイ
ンのおつまみにもピッタリです。

（平）本体700円

→本体595円　税込642.60円

お風呂用天然抗菌入浴剤 
です。合成界面活性剤、 合
成香料、合成色素は一 切使
用していません。

（平）本体1,800円

→本体1,530円　税込1,683円

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。

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

北海道産てんさい糖を使った無添加スキン
ケア用品。防腐剤、合成香料、着色料無使用。

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個入
（平）本体2,090円

→本体1,776円
税込1,953.60円

高い保湿効果とUV防御力
を も つ 天 然 由 来 成 分
“MAAs”を配合。乳液や
ナイトクリームとしても
お使いいただけます。

（平）本体4,500円

→本体3,825円　税込4,207.50円

AEAJ認定の精油使用

リラックスタイムやお
やすみの前に優しい香
りにいやされる。
ヒアルロン酸配合で身
体にも使えます。

グレープフルーツ・
ペパーミント・ラベンダー・
ゼラニウム・オレンジ

各（平）本体1,091円

→本体927円　税込1,019.70円

顔・髪・身体に使える
ネクタローム
オーガニック・アルガンオイル
45ml

（平）本体3,800円

→本体3,230円　税込3,553円

スマホやパソコン
で疲れた目を優し
くケア。
抗菌ポーチ付き。

水を入れて精油を
2、3滴。超音波で作
られたきめの細か
いミスト。

精油ボトルを直接取り付け
可能。6畳～ 40畳対応。

（平）本体1,300円

→本体1,105円
税込1,215.50円

肌を健やかに保ち、トラブル
フリーなお肌に導きます。

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
（平）本体4,800円

→本体4,080円 税込4,406.40円

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。

（平）本体1,780円

→本体 1,513円 税込1,634.04円

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。

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。

（平）本体1,890円

→本体1,606円 税込1,734.48円
（平）本体 3,500円

→本体2,975円 税込3,213円

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。

（平）本体2,204円

→本体1,873円 税込2,022.84円
（平）本体8,900円

→本体7,565円 税込8,170.20円

毎日1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。

東京大学薬学部
が１万種類以上
の物質の免疫活
性率を調査し、も
っとも免疫活性
率が高かった新
種乳酸菌。

枯草菌が多く体内で繊維
を分解し、短鎖脂肪酸を
作り腸内を微酸性（善玉
菌の活躍しやすい環境）
に変化させていきます。

（平）本体13,500円

→本体11,475円 税込12,393円

正常な肌と同じ電位バランスに
なるように処理したプラチナ配
合のローズウォーターミスト。

（平）本体4,900円

→本体4,165円　税込4,581.50円

ネイチャーズフォー
モイストクレンジングオイル
180ml
植物成分100％。肌の潤いは残
しながらメイクも毛穴もスッ
キリ！

（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
ヒーリングローション 120ml
伝統のヘチマ水+日本のハー
ブで、健やかに肌を整えます。

（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
UVスキンケアミルク30ml
植物エキスで肌を整えながら、
肌にやさしい紫外線反射剤で
UVカットするノンケミカルUV
ミルク。

フラコラ
プラセンタエキス原液 30ml

アルマード AMF
エクストラエッセンス 18ml

透明感、うるおい、ツヤ美しく
なれる力を引出し、素肌力を磨
くプラセンタ原液100%美容
液。

マスティハ
100%ピュア
マスティハウォーター 220ml
すっと染み込んで肌荒れを防
ぐ。天然マスティハ樹脂のブー
スター化粧水。

（平）本体2,680円

→本体2,278円　税込2,505.80円
（平）本体2,600円

→本体2,210円　税込2,431円

オーブス
エスケアォーター 250ml
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。

（平）本体3,000円

→本体2,550円　税込2,805円

オーブス
アトピッタリうぉーたー
250ml

異物を水の器で包んで除去し、
肌の清浄効果を高めます。

（平）本体 3,000円

→本体2,550円　税込2,805円

フラコラ
プロテオグリカン
エクストラクト 30ml
贅沢な原液美容液。いつもの
スキンケアにプラスするだけ
でワンランク上の贅沢ケアを
実感！

（平）本体3,334円

→本体2,833円　税込3,116.30円
（平）本体3,334円

→本体2,833円　税込3,116.30円

高濃度卵殻膜エキスで効果を
実感！洗顔後すぐに使う新し
い美容液。キメの整った潤い満
ちる透明美肌に導きます。

（平）本体4,500円

→本体3,825円　税込4,207.50円

シーベリー
＋ゆず

（平）本体5,000円

→本体4,250円
税込4,590円

シーベリー

天然甘味料と天皇杯受
賞緑茶粉末で味付け

天然甘味料とカカオパ
ウダーで味付け

天然甘味料とコーヒー
のみで味付け

※一部商品はお取寄せ

F&Bスクラブ
ハッカ 200g （平）本体3,000円

→本体2,550円 税込2,805円

 シトラス＋ 100g （平）本体3,000円

→本体2,550円 税込2,805円

マッサージ＆パック
 シトラス 35g （平）本体1,200円

→本体1,020円 税込1,122円

ずっとあたためセット
5枚入り （平）本体11,200円

→本体9,520円 税込10,472円

 毎日あたためセット
3枚入り （平）本体7,500円

→本体6,375円 税込7,012.50円

 1枚入り （平）本体2,800円

→本体2,380円 税込2,618円

ベーシック・ラベンダー・
レモンティーツリー
各（平）本体1,173円

→本体997円　税込1,096.70円

デイリーアロマ ゼラニウム 2ml

（平）本体600円　税込660円

カレード ライティング
アロマディフューザー 各種

（平）本体4,500円

→本体3,825円　税込4,207.50円

アロモアミニ 各種
（平）本体6,300円

→本体5,355円　税込5,890.50円

アロモアウッド

（平）本体10,000円

→本体8,500円　税込9,350円 フレーバーライフ ベルガモット 10ml

（平）本体1,500円　税込1,650円

生活の木 ラベンダー（フランス産） 10ml

（平）本体2,000円　税込2,200円

シークワーサーブライトニング
ミルク 30g （平）本体3,600円

→本体3,060円　税込3,366円

シークワーサー UVヴェール 30ml
（平）本体3,150円

→本体2,677円　税込2,944.70円

シークワーサーブライトニング エッセンス 30ml
（平）本体4,500円

→本体3,825円　税込4,207.50円

〈一例〉

「日本オーガニックコスメ協会」が
立ち上げた国産オーガニックコスメ

アルテ 15％
OFF

全品

倭国の美容液 50ml
（平）本体3,600円

→本体3,060円　税込3,366円

オーガニック クレンジング 150ml
（平）本体2,500円

→本体2,125円　税込2,337.50円

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

〈一例〉

※一部店舗はお取り寄せ

※一部店舗はお取り寄せ ※一部店舗はお取り寄せ

オーラからだの内側あたためパッド 各種
岩盤浴のような心地よさで体の内側ま
で温めます。

サリアベル フレグランスミスト
30ml 各種

肌にも環境にも優しい
サステナブルなクレンジングバー

天然由来成分
のみを使用。W
洗顔不要。しっ
かりメイクも
落ちます。

（平）本体1,800円

→本体1,530円　税込1,683円

Koharubiyori
フェイシャルクレンジングバー 65g

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。

newtra vc ピュアニュートラセラム10
使い続ける程にクリアな美肌へ

15ml （平）本体 3,200円

→本体2,720円　税込2,992円
30ml （平）本体6,000円

→本体5,100円　税込5,610円

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。

15％
OFF

全品

自然の酵母飲料
コーボンマーベルN525 525ml
酵母に着目し60年以上人気を集めるブランド。美味しく続
けられる、大ロングセラーアイテム。

（平）本体4,800円 →本体4,320円 税込4,665.60円

紙パックに
かわりました

〈一例〉

※商品画像は一例です。

お買物券
プレゼント15％

OFF

15％
OFF

サマ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2022年9月25日（日）まで。

〈一例〉

※一部店舗はお取り寄せ

※商品は店舗により後日お取り寄せとなることがございます。※本チラシ掲載品は他の割引との併用はできません。※価格の相当表記は、グラムまたは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
※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しています。複数ご購入の場合、小数点以下の端数も合計して消費税を計算します。※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。

※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ことがあります。

※本チラシ掲載品は他の割引との併用はできません。
※商品は店舗により後日お取り寄せとなることがございます。 

公式オンラインショップ　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。）　

化粧品 雑貨 15％OFF 食品 15％OFF

化粧水・美容液・オイルなど よりどり2点で15％OFF

各 （平）本体350円 税込375円

7/22
金

2022

8/25
木

2022

10％OFF よりどり2点で（平）本体700円
→本体600円 税込648円

カルシウムたっぷり、4種の魚の風味と味わい

※本チラシ掲載品は他の割引との併用はできません。
※商品は店舗により後日お取り寄せとなることがござ
います。 

※本チラシ掲載品は他の割引との併用はできません。
※商品は店舗により後日お取り寄せとなることがございます。
※表示価格は1本あたりの価格となります。

お好きな組み合わせでOK

魚の骨撰べい 64g
やわらか魚の炙り焼 64g

アロマでリフレッシュ

※本チラシ掲載品は他の割引との併用はできません。
※商品は店舗により後日お取り寄せとなることがございます。 

※本チラシ掲載品は他の割引との併用はできません。
※商品は店舗により後日お取り寄せとなることがございます。 

2022 イオンボディの夏祭り2022 イオンボディの夏祭り
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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

3種類の高濃度※ビタミンC誘導体（ア
スコルビルグルコシド・アスコルビル
リン酸Na・パルミチン酸アスコルビル
リン酸3Na）配合で透き通るほどなめ
らかなお肌に。
化粧水、乳液、美容液、パックの4役がマ
スク1枚に凝縮されたオールインワン
タイプ。
※当社比

紫外線や乾燥による毛穴のダメージを集中ケア

(メ)本体900円　税込990円

MDSKIN LABO VC-100プレミアムケアマスク

ガミラシークレットのソ
ープは20種類ものハー
ブと植物オイルからつく
られた、美容クリームの
ようなスキンケアソープ。
レモンのような爽やかな
香りのレモングラスは夏
におススメの香りです。
すっきりとした洗いあが
りでお肌と心をいきいき
とリフレッシュ。

美と健康のライフスタイルショップ

7/22
金

2022

8/25
木

2022

2022 イオンボディの夏祭り2022 イオンボディの夏祭り
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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

7/22
金

2022

8/25
木

2022

2022 イオンボディの夏祭り2022 イオンボディの夏祭り
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