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肌本来の美しさを活かすスキンケア

毎年人気のハンドクリーム

健康を意識されている方へ

ベネクス福袋 ローズドビオ福袋

お味噌福袋オーラ福袋 ドライフルーツ福袋

刺さない鍼

この1台で全身ケア

30％
OFF

しっかり保湿

皮脂に近いオレイン酸をたっぷり含
む「ハイブリッドヒマワリ油」が主成分。

全店で
120
セット

50％
OFF水素とシーベリーオイル配合の

美容オイル

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注目の「水素」。お肌
を整え同時に、植物オイルの豊富な保湿成分が
じんわり角質層へと浸透。フェイスマッサージ、
オイルパックやボディケアにも。

全店で
100個

イオンボディ
桑葉の青汁 乳酸菌プラス
3g×30包（平）本体2,760円

→本体1,656円 税込1,788.48円※お一人様
　5個まで

青汁のおいしい習慣 40％
OFF

スキンケア3点1ヶ月セット
（美容液＋化粧水＋マスク4枚）

（メ）本体 20,600円

→本体12,800円 税込14,080円

今話題の最新成分に
チャレンジ。新たな自分へ

〈ピュアキュア〉
ヒト幹細胞培養液配合化粧品

30％
OFF

ソマセプトL、Mini /ソマレゾンL、Mini
各100個入（平）本体10,000円

各→本体7,000円 税込7,700円

痛みの場所がはっきりしてい
る時。押した時に骨が触れやす
い所。強く押すと痛い場所に。

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

お手軽水素

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。

イオンボディ 水素サプリ 30粒
（平）本体 4,000円

→本体2,800円 税込3,024円

全店で
30
セット

51.4％
OFF特殊繊維PHTを使用

ソフトで軽く保湿性のあるチュニッ
クタイプのシャツと首ケアの2WAY
コンフォートがついたお得なセット。

ベネクス
レディースチュニックセット

（メ）本体 20,600円

→本体10,000円 税込11,000円

プロ業務用ハンドクリーム
 特別セット 60g（無香料）×2本

（平）本体2,400円

→本体1,945円 税込2,139.50円

●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。

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
最寄駅：東京臨海高速鉄道りんかい線 品川シーサイド駅

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
最寄駅：京王電鉄京王線　聖蹟桜ヶ丘駅

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
最寄駅：JR京葉線　海浜幕張駅よりバス

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
最寄駅：東武アーバンパークライン 新船橋駅 駅前

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
最寄駅：京成本線　ユーカリが丘駅より徒歩8分

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
最寄駅：JR常磐線　土浦駅西口よりバス10分

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三ノ宮駅　阪神神戸三宮駅

東京都

千葉県

茨城県

兵庫県

埼玉県

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
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
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㎡

紫外線によるダメージや
乾燥＆肌の代謝が気になる方へ

高機能オールインワン美容液と、角質までし
っかり浸透するオイル美容液のセット。

（メ）本体 17,000円

→本体15,300円 税込16,830円

全店で
80
セット

ローズドビオ 集中エイジングケアセット
ブラッディローズ ジェリー40ml+

ローズオブローズ35ｍl

おまもりプラスセット

冷えや不調から体を守る
フェムケアセット

（メ）本体9,300円

→本体6,500円 税込7,150円

全店で
30
セット

30.1％
OFF

①ほっとキルトミニ チョコ 1枚
②オーラおまもりパンツ ボルドー 1枚
　(オーバーパンツ)
③マルチサポーター グレー 1組

①

②

③ ドライフルーツセット（平）本体1,416円
→本体1,000円 税込1,080円

全店で
300
セット

29.3％
OFF 無添加味噌と即席お味噌汁素材の味をそのままに

ひかり味噌セット（メ）本体1,400円

→本体980円 税込1,058.40円

ひかり味噌／熟成赤みそ、白粉みそ、信州こうじみそ2個

全店で
336
セット

クランベリー、プルーン、しょうが糖、イチジク、あんず

※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。

九州産の有機桑葉にお米由来の植物性乳
酸菌K-1を1包あたり500億個以上をプ
ラス。乳化剤、砂糖、甘味料不使用。

37.8％
OFF

全店で
1000
個

ハリのあるお肌に

（メ）本体 31,637円

→本体9,000円 税込9,900円

EMSカッサ美顔器
Liftemis リフテミス

お顔のコリや血流改善、首筋・腕、ふくら
はぎに。お肌を引き締めるEMSと、肌内
部の巡りを良くするバイブレーション
付きカッサ。

全店で
20台

遠赤外線であたたまる。
αオーラにしかない、ぬくもり

※2022年8月31日（水）をもって、イオンボディ イオン東雲店は閉店いたしました。

全店で
20個

71.5％
OFF

全店で
50個

オンラインショップ アロマテラピースクール

※但し、お買物券付商品、3万円福袋企画、公式オンラインショップはプレゼント対象外
【お買物券利用期間】2022年10/21（金）～2022年11/16（水）お買上げ2,000円（税込）毎に1枚ご利用できます。

250円お買物券プレゼント!
期間中、店舗で1回のお買上げが2,000円（税込）毎に

より美しく 健やかに

ナチュラル／オーガニック／国産／植物由来
無添加（保存料等不使用）を中心に

●お客さまの声に沿った商品を取りそろえています。
　スキンケア　メイク　ボディケア　ヘアケア
　アロマテラピー　安眠グッズ　
　ボディメンテナンス　洗剤　フェムケア
　健康茶　ドリンク　ヘルシーフード　サプリメント

●商品知識が豊富な専門スタッフがご案内します。

こだわり

多彩な商品

●店舗で見つけた商品もオンラインショップで簡単注文
●掲載は7000点以上　随時更新しています。

●来店不要で楽々ショッピング。ご自宅までお届けします。
　税込5,500円以上で送料無料（北海道・九州・沖縄は除く）
●イオンボディアプリポイントカードで貯めたポイントは
オンラインショップでも店舗のどちらでも利用可能。

オンラインでもお得

アロマテラピー・ハーブ・資格 セミナー詳細・お問い合わせは

で検索少人数制でしっかり学べる! 通学とオンライン
お好みのスタイルでご受講いただけます。
アロマクラフト講座・アロマテラピー検定対策講座
など初めての方から資格取得まで楽しく学べます。

【資格取得講座】
AEAJ認定アロマテラピーインストラクター
JAMHA認定ハーバルセラピスト
AEAJアロマテラピーアドバイザー認定講習会

公益社団法人 日本アロマ環境協会（AEAJ）
アロマテラピーアドバイザー資格
アロマハンドセラピスト資格
アロマテラピーインストラクター資格  認定校
特定非営利活動法人 日本メディカルハーブ協会（JAMHA）
認定校

イオンボディ スクール

店舗情報

スペシャルプライス ※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

美と健康のライフスタイルショップ 2022

9/16
金

2022

10/20
木

大誕生祭 福袋

2022  イオンボディの大誕生祭2022  イオンボディの大誕生祭
ホームページ

オンラインショップ

取り扱い対象外商品は
     マークを掲載しております。

https://www.aeonbody.com/

イオンボディ

店舗でもオンラインでも“大誕生祭”開催中!

WEB
チラシ
掲載
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スキンケア

ナチュラルハンドソープ／ボディソープ

ランドリー オーラ・すぃーとこっとん

オーラルケア

スキンケアフルボ酸配合のアミノスパ

※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。

シラカバ樹液※で
潤いに満ちる化粧水

アムリターラ人気No.1の保湿力の
高い化粧水に濃厚な潤いでハリを
与えるクリーム付き。

（平）本体5,060円

→本体4,400円 税込4,840円

全店で
50
セット肌に残留しない優しい石けん

カドゥ
サヴォンドゥパルフェ 250ml＆

泡ポンプセット

顔はもちろん、体、髪まで全身これひとつ
でOK。真空窯で作ったオリーブ油だけの
液体石けんと、専用泡ポンプのセット。

（平）本体3,815円

→本体3,324円 税込3,656.40円

全店で
70
セット

ベルガモット 10ml （平）本体3,200円 税込3,520円
ティートゥリー 10ml （平）本体2,900円 税込3,190円

全店で
30
セット

（メ）本体7,200円

→本体4,000円 税込4,400円

トリロジー オリジナル キット
クレンジングクリーム 100ml ／エブリシングバーム 45ml

ハイドレーティングミストトナー 20ml（ミニ）×2本

日焼け後のお手入れに
オーガニック
認定ローズヒップオイルを贅
沢に使用したクレンジングの
定番と乾燥を防ぎツヤ肌を作
るバームのセット。

※在庫無くなり
　次第終了

プロポリンス
スペシャルセット
600ｍl＋150ｍl

お口の快適環境をゲット!

遠赤外線であたたまる やわらかな肌触りの
布ナプキン

（メ）本体1,280円

→本体900円 税込990円

全店で
150
セット

29.6％
OFF

ハミガキだけで安心できない、除去しに
くい汚れを固めて洗浄する新感覚のマウ
スウォッシュ。爽やかな洗浄感とともに
クリアな口腔内に。

オーラ ほっこりプラスセット
（メ）本体6,230円

→本体4,300円 税込4,730円

全身しっとり保湿

（メ）本体2,600円

→本体2,000円 税込2,200円

全店で
55
セット

水の代わりにEM水を使用し、プロポリスエキスとハーブエ
キスを配合した人気のEMクリームの大変お買い得なセッ
トです。

ハッピーエレファント
液体洗たく洗剤コンパクト本体＋替えセット
本体600ml×1個 詰替え540ml×2個（メ）本体1,994円

→本体1,396円 税込1,535.60円
ドクターエア リカバリーガンPRO
（平）本体 27,000円 税込29,700円

（平）本体 6,400円 税込7,040円
イオンドクター足首ウォーマー16

全店で
70
セット

30％
OFF

天然由来原料100％で肌に
やさしい洗い上がり。天然
精油ラベンダー＆ティーツ
リーの香り。

100％植物原料ででき
た石鹸泡ボディソープ。
低刺激で肌にやさしい
ので、ご家族みんなで
お使いいただけます。

アラウ泡ボディソープ

素肌スッキリすべすべ

本体550ml+詰替え450ml×2個（メ）本体1,700円

→本体1,200円 税込1,320円

イランイラン＆ラベンダー
精油配合で、洗うたびほのか
な香りが楽しめます。合成香
料は使用していません。

ウォシュボンハーバル
薬用ハンドソープセット

本体310ml+詰替え280ml×2個

ヤシの実からつくられた、
泡の薬用せっけん

（平）本体1,100円→本体800円 税込880円

※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。 20％OFF

〈一例〉

毎日使うものこそオーガニックを。スキンケアやボデ
ィケア、ベビーなど幅広いアイテムを取り揃えています。

エーデルワイスUVプロテクト 50ml （平）本体2,300円 税込2,530円
ワイルドローズ モイスチャーローション （平）本体3,800円 税込4,180円

ロットごとに生育地、蒸留地、蒸留年を管理。天然成分
を加工や混ぜる等していないこと、農薬等の有害物質
が含まれない等のデータを公開。含有成分を正しく知
り、より効果的にご使用いただけます。

7mm振幅でリカバリーガン以上のパワフルさ。3種類
のアタッチメントでトリガーポイントに合わせて付け
替え可能。しっかりした凹凸でストレッチロール以上
の筋膜リリース効果が期待できます。

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。

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

〈一例〉

植物の力で日々を健やかに彩る

世界50ヵ国以上で愛されているスイス発の
ナチュラル・オーガニックブランド

パイオニアメーカーの確かな精油品質と管理

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〈一例〉

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。

日本女性の髪も肌も心も熟知した
日本生まれ

12mmの大きなストロークと低速から高速までの4段
階スピードで筋肉にしっかりアプローチ（5種類のアタ
ッチメント付き）。アームを伸ばして背中や腰までピン
ポイントにセルフケアを。

タフなカラダのための
コンディショニングギア

ローズロールオンパフューム （平）本体3,000円 税込3,300円
ローズバリアローション （平）本体3,500円 税込3,850円〈一例〉

コスメのために開発した新品種のバラ「24」からロー
ズ水やローズエキスを抽出。国産の無農薬水耕栽培の
バラから作りました。

「食べられるバラ」を通して世界中の
人々を美しく、健康に、幸せにする

アミノスパA+3 シャンプー

電子の力で浮かせて落とす洗顔「泡パック」

NMN ウォームピールウォッシュ

エイジング成分のNMNやヒト幹細胞
培養液を配合。泡立てて約1分間パッ
クするだけで毛穴の奥の汚れも洗い
流します。

120g （平）本体3,000円

→本体2,400円 税込2,640円

〈一例〉

※船橋店は対象外

※一部店舗はお取り寄せ

グルリア アイマスク
（平）本体 5,400円 税込5,940円

グルリアを付けるだけで全身の血流促進の効果を発揮
し、疲労回復・不眠解消・ストレス軽減や免疫力がアッ
プします。しっかり包みこむワイドな32cm。

目を温める「血流ケア」アイマスク

毎日の生活での様々なシーンで活躍! 仕事中、ご家庭
内で家事の際やリラックスタイムにも。
また、旅行や出張の時にも乗り物内での足のむくみ、冷
えをケア。小さいので携帯用として持ち運びもできます。

足元の冷え・寒さをじんわり温めます

アムリターラ ホワイトバーチ
モイストウォーター 120ml＋

クリーム 2日分

全店で
50
セット

①ほっこりんショーツ さくら 1枚
②婦人ソックスワンポイトアソート 1足
③カイロみたいキルトアソート 1枚

① ②

③

αオーラにしかない、
ぬくもり。柔らかなカラーと心地よい
ぬくもりで、1日中ほっこりなセット。

すぃーとこっとん
アウトレットdシリーズ

4種セット
（メ）本体3,570円

→本体2,728円 税込3,000.80円

①ｄレギュラー
②ｄライナー
③ｄプレーンライト
④ｄコントロールパッドＭ

※保湿

シリーズ最軽量の220gで手のひらサイズ、
驚愕の小型化を実現

ドクターエアエクサガンハイパー 各色
（平）本体10,800円 税込11,880円

合成界面活性剤を使用しないなど独自の厳しい基準を
守り、大切に作られた真のオーガニックコスメです。

アムリターラ 3,000円（税抜）毎に
500円のお買物券プレゼント

ライス＆グレープ イノセントセラム 30ml （平）本体6,800円 税込7,480円
エイジソリューションクリーム 30g （平）本体9,900円 税込10,890円〈一例〉

いらないものはいれない!
ほしいものだけチャージ

全店で
26
セット

全店で
55
セット

全店で
80
セット

29.4％
OFF

23％
OFF

27.2％
OFF

プロハーブ ラッキーバッグ
EMクリームII140g＋ハンドクリーム35g＋ソックス

12.8％
OFF

香りを楽しむ

生活の木ラッキーバッグ

天然アロマの香りで
リラックス&リフレッシュ

（メ）本体4,450円

→本体3,000円 税込3,300円

全店で
30
セット

①優しく光る
　アロマディフューザー
②万能アロマ ラベンダー・
　人気のベルガモット
③アロマストーン

① ② ③ ④ ⑤

※一部店舗はお取寄せ

※一部店舗は
　お取寄せ

①ミントと檸檬のミストローショ
ン50g ②オレンジスイート精油
5ml ③ラベンダー &フランキンセ
ンスブレンド精油5ml ④アロマス
トーンl ⑤マスクスプレー (レモン
バーム)30ml

全店で
48
セット

フレーバライフ天然精油セット シトラス系セット3ml×5本
→本体2,600円 税込2,860円

アロマスターターセット（メ）本体6,060円

→本体4,800円 税込5,280円

20.7％
OFF

23.5％
OFF

ホームページ
オンラインショップ

取り扱い対象外商品は     マークを掲載しております。

https://www.aeonbody.com/

イオンボディ

店舗でもオンラインでも“大誕生祭”開催中! WEB
チラシ
掲載

300ml （平）本体6,000円

→本体4,800円 税込5,280円
500ml （詰替え）（平）本体8,500円

→本体6,800円 税込7,480円

アミノスパA+3
ヘアーセラム

150ml （詰替え）（平）本体7,000円

→本体5,600円 税込6,160円

フルボ酸エキス40％配合。頭皮環境を整えクレンジ
ング、トリートメントがこれ1本でOK!

44％
OFF

お家でも外出先でも天然
の香りを楽しめるセット。

天然製油100％濃縮タイプ

贅沢に配合した3つの天然成分（フ
ルボ酸エキス、モズク由来フコダイ
ン、センブリエキス）で、美しく活き
活きとした髪へ。

①
②

③

32.5％
OFF

30.9％
OFF

全店で
20足

①
②

③

④

アミノスパA+3 95
（全身用美養液）

150ml （平）本体3,000円

→本体2,400円 税込2,640円
500ml （詰替え）（平）本体7,000円

→本体5,600円 税込6,160円

フルボ酸エキス95％配合!。髪・顔・身体、全身へ
使用できるミスト。

ボディメンテナンス 500円のお買物券プレゼント ボディメンテナンス 1,000円のお買物券プレゼント

ボディメンテナンス 4,000円のお買物券プレゼント

超小型のボディケア 1,500円のお買物券プレゼント

ヴェレダ 3,000円（税抜）毎に
500円のお買物券プレゼント

プラナロム 精油を3,000円（税抜）毎に
500円のお買物券プレゼント

ラ・カスタ 3,000円（税抜）毎に
500円のお買物券プレゼント

ナチュラグラッセ 3,000円（税抜）毎に
500円のお買物券プレゼント

ローズラボ 3,000円（税抜）毎に
500円のお買物券プレゼント

13.0％
OFF

9/16
金

2022

10/20
木

2022

※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。 福 袋 お買物券プレゼント

※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11月16日（水）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  イオンボディの大誕生祭2022  イオンボディの大誕生祭

ポンプ画像要確認
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入浴剤

優しいシルクの肌ざわり アロマディフューザー

クレンジング シーラン

讃岐熟成黒にんにく 徳用600g
（平）本体5,000円

→本体4,250円 税込4,590円

添加物・調味料等不使用。遠赤外線で
じっくり加熱熟成。まるでフルーツ
のような甘さ。

インフルバリアのど飴

外出時のサプリメント

（平）本体600円

→本体510円 税込550.80円

中国料理で有名な食材、アナ燕の
巣から抽出したコロカリアに含
まれるシアル酸とビタミンCが
健康維持に大切な役割を果たし
ます。

香川県産のにんにくを使用

※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。

健康維持のための新習慣

健康茶／黒烏龍茶 ノンカフェイン ルイボスティ

みんなでみらいを
米ぬか酵素洗顔クレンジング

米ぬかと有益微生物の力

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

成分は米ぬかと小麦ふすまのみ。
酵素の力で洗顔とクレンジングを同時に。

シーラン 〈一例〉
美容液150ml （平）本体5,257円

→本体4,468円 税込4,914.80円
オールインワンシャンプー300ml （平）本体2,000円

→本体1,700円 税込1,870円

500g （平）本体1,700円

→本体1,445円 税込1,589.50円

肌の細胞レベルから向上させることを目指したブランド

デッドシー バスソルト ナチュラル

生活の木
リードディフューザー夜 100ml

1kg （平）本体3,000円

→本体2,550円 税込2,805円

洗顔のあとはこの1本でOKのオールイ
ンワン美容液。地肌を育てるノンシリコ
ンシャンプー。

古代より「癒しの地」「美の湖」といわれる死海（デ
ッドシー）。海水の約10倍のミネラルを含むとい
われるデッドシーウォーターの結晶。

マグネシウム豊富なバスソルト

※一部店舗は
　お取り寄せ

シルクは通気性にも優
れているので睡眠中も
息苦しくありません。

大判潤いシルクの
おやすみマスク

（ポーチ付）

唇、のどの乾燥対策に

（平）本体1,000円

→本体850円 税込935円

充電式コードレス。アロマ
オイルは水タンクに直接た
らすだけ。小さめサイズな
がらしっかりと香りを広げ
ます。

キシマ
アロマディフューザー

マルチに使えるポータブルタイプ 睡眠環境を整えておやすみモードへ

（平）本体3,480円

→本体2,958円 税込3,253.80円

絹（シルク）の中でも希少な
「絹紡糸」を贅沢に使用

肌側シルク腹巻
（平）本体1,500円

→本体1,275円 税込1,402.50円
※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

艶やかで滑らかな肌ざ
わり。全て国内生産で職
人が心を込めて作った
商品です。

（平）本体 2,200円

→本体1,870円 税込2,057円

合成香料不使用で、ラベンダー精
油とオレンジスイート精油をブ
レンドしたリードディフューザ
ー。くつろぎの空間づくりにぴっ
たりな香りです。

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

（平）本体 3,500円

→本体2,975円 税込3,213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。

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。

（平）本体1,000円

→本体850円 税込918円

有機JAS認定商品

イオンボディ
有機グリーンルイボスティー

2.2g×45包

非発酵茶葉のグリーンルイ
ボスに軽く焙煎を加えること
で、すっきりライトな味わい
に仕上げました。

有機栽培されたルイボスティ
ーの中でも高品質なスーペリ
アカット品を使用。内容量3g
ナイロン製三角テトラパック。

（平）本体 800円

→本体680円 税込734.40円

お湯だし、水出しでも

イオンボディ
有機ルイボスティー

3g×45包

強発酵強焙煎をすること
で渋味少なく飲みやすい
国産の黒烏龍茶に仕上げ
ました。

（平）本体 420円

→本体357円 税込385.56円

国産茶葉を100％使用

国産黒烏龍茶
ティーバック
3g×50包

華密恋
ナチュラルモイストクレンジング
120ml
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。 （平）本体2,500円
→本体2,125円　税込2,337.50円

濃密な国産カミツレエキスをたっぷり配
合。肌の水分密度を高め角質層を整える
華密恋の濃密化粧水。

乾燥肌、足りないのは油分ではなく肌を
潤わせてくれる“水”。

油分では叶わない新感覚の保水ケアが誕
生。潤い被膜効果を持続する美容成分を
配合の美容液。

記憶形状加圧製法を採用したミスト導入
液&化粧液。

米糀の甘酒「甘糀」配合スキンケア。肌の
バリア機能をサポートし“揺らぎない素
肌”へと導きます。

新製法「崩壊性ゲル構造」でセラムと乳
液の機能を最大限に引き出し、ミルク
のようにじっくり馴染んでいきます。

米糀の甘酒「甘糀」配合スキンケア。3つの
保湿成分でバランスの取れた潤いでつや
やかな肌に。

（平）本体3,800円
→本体3,230円　税込3,553円

（平）本体 3,700円
→本体3,145円　税込3,459.50円

（平）本体4,180円
→本体3,553円　税込3,908.30円

（平）本体3,200円
→本体2,720円　税込2,992円

（平）本体2,100円
→本体1,785円　税込1,963.50円

（平）本体2,300円
→本体1,955円　税込2,150.50円

華密恋
ナチュラルスキンローション  120ml

REISE
ブースターオイル ミスト化粧水
120ml

REISE
エッセンス セラム乳液 50g

オーブス
夢水肌スキンベースウォーター
200ml

オーブス
夢水肌パーフェクトエッセンス
150ml

アサンアムーン
アサンアムーン甘糀化粧水 150ml

アサンアムーン
アサンアムーン甘糀乳液 110ml

（平）本体 6,000円
→本体5,100円　税込5,610円

15％OFF

化粧品 よりどり2点で 15％OFF

9/16
金

2022

10/20
木

2022

※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。 お好きな組み合わせOK

取り扱い対象外商品は     マークを掲載しております。

https://www.aeonbody.com/

イオンボディ

店舗でもオンラインでも“大誕生祭”開催中! WEB
チラシ
掲載

ホームページ
オンラインショップ

2022  イオンボディの大誕生祭2022  イオンボディの大誕生祭
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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

1,078円（税込）

9/16
金

2022

10/20
木

2022
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