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●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㎡

※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。

無添加・非加熱

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。

多数ご用意しています、中面もご覧ください。

①

②

③

④

健康を意識されている方へ

みその初物を味わう

2点購入で1点プレゼント
青汁のおいしい習慣

3g×30包（平）本体 2,760円

→本体1,656円 税込1,788.48円

イオンボディ
桑の葉の青汁 乳酸菌プラス

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
500億個以上プラス。乳化剤、砂
糖、甘味料不使用。

40％
OFF

全店で
1000
個

※お一人様
　5個まで

全店で
400個

43％
OFF

フレッシュな香りと
やさしい旨味が特
長の12割麹みそ。国
産大豆「トヨハルカ」
と国産米「コシヒカ
リ」を使用。

肌の引き締めに人気のホワ
イトバーチオイル、乾燥や
肌荒れを防ぐボディバター
とフレッシュなミント風味
歯磨き粉のセットです。

（平）本体 698円

→本体398円税込429.84円

2022年
味噌ヌーボー初熟

にしき食品 添加物不使用

（平）本体389円
税込420.12円

レトルトシリーズよりどり2点で
〈一例〉

プレゼント
対象品
（全店で先着各100個）

新発売 ルイボスティ

天然MGO含有のはちみつ 卵殻膜とこだわりの美容成分

フルーティな
マスカットの香り

2g×35包（平）本体 800円

→本体640円 税込691.20円

イオンボディ
有機マスカット ルイボスティ

ルイボスとマスカットのさわやかな
味わいをお楽しみください。
有機JAS認定商品。

空気の乾燥が気になる時期に

（平）本体 1,900円

→本体1,200円 税込1,296円

マヌカヘルス
マヌカハニーMGO115+ 50g

マヌカハニーレモンキャンディ80gセット

ニュージーランド固有の
マヌカ植物から採集した
蜂蜜。濃厚な色合いとク
リーミーな甘さが特徴。

美しく健康な毎日をサポート

（平）本体 5,800円

→本体2,900円
税込3,132円

Ⅲ型サプリメント
美・肝・動 70粒入

（平）本体 3,500円

→本体1,750円
税込1,890円

Ⅲ型
ビューティードリンク

50ml 10本入り

卵殻膜を
使った天然
由来のアミノ酸アルマ
ード（ALMADO)
III型コラーゲンサプ
リメント。

Ⅲ型コラーゲ
ンの生成をサ
ポートする「卵殻膜」
を配合した、全身美容
＆健康ドリンクです。

20％
OFF

全店で
180
セット

炭八ミニと小袋の3点セットです。

半袖シャツ・長袖シャ
ツ・ロ ン グ パ ン ツ・
2WAYコンフォート
の4点セット

各（メ）本体 32,600円

→本体20,000円 税込22,000円

お得なベネクス福袋
メンズ／レディース

（メ）本体 3,750円

→本体3,000円 税込3,300円

炭八スマート小袋
5個セット

（メ）本体 3,870円

→本体3,100円 税込3,410円
炭八セット

（メ）本体 8,600円

→本体4,500円 税込4,950円

ヴェレダ
ハッピーバッグ2023

人気のリフレッシュシリーズ 38.6％
OFF

「炭の力」で気になる湿気、ニオイ対策

19.8％
OFF

ヴェレダの人気アイテムで
オーガニックボディケア

全店で
60個

47.6％
OFF

全店で
合計150
セット

全店で
60
セット

①ホワイトバーチ 100ｍl
②スキンフードボディバターN 150ｍl
③歯磨きハーブ 75ｍl
④ざくろヘアシャンプー＆
　コンディショナーお試し1回分

全店で
50個

全店で
25個

（平）本体 4,500円

→本体2,250円
税込2,475円

AMFエクストラ
エッセンス 18ml

高濃度卵殻膜
エキスで、目元、
口元、ハリ弾力が気に
なるところに。

全店で
60個

50％
OFF

メンズ
（Dネイビー）

レディース
（コーラル）

気になるときに コツコツ続けたい方

●オーガニックスーペリア茶葉使用
●ノンカフェイン
●お湯だし、水だしOK

着るだけで極上の休養 半永久的に使える調湿木炭 オーガニックコスメのパイオニアブランド

全店で
先着300
個

（平）本体417円
税込450.36円

ガーリック
シュリンプカレー

36.8％
OFF

20％
OFF

全店で
40
セット

お好きな1点お選びください。
●牛すじカレー
●グリーンカレー
●じゃが豚カレー

レモンクリーム
チキンカレー

12100

集中ケア美容液

旧パッケージにつきお買得

美と健康のライフスタイルショップ

より美しく 健やかに
毎日の暮らしの中で
お肌や髪につけるもの、食べるもの、
体調をととのえるモノ・コトにこだわりたい

品揃えのこだわり
ナチュラル/オーガニック/植物由来/天然素材
国産/ノンカフェイン/グルテンフリー/など

店舗情報 ニューイヤースペシャルプライスニューイヤー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

新春福袋新春福袋

美と健康のライフスタイルショップ 2022

12/28
水

2023

1/18
水

取り扱い対象外商品は　　 マークを掲載しています。
https://www.aeonbody.com/ イオンボディ公式オンラインショップのご案内 WEB

チラシ
掲載

2023  イオンボディの

ニューイヤーセール
2023  イオンボディの

ニューイヤーセール

※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。 



54

51.1％
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。※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。

エイジング保湿で
もっちり美肌へ

ローズドビオ
ブラッディ ローズジェリー

人気のオールインワン美
容液ブラッディローズジェ
リーのお得な3本セット。

40ml×3本セット （メ）本体21,000円

→本体16,800円 税込18,480円

プロハーブ限定セット

プロポリスエキス+天
然ハーブ配合の全身保
湿クリームと、輝く歯へ
導くプロポリスやEM
配合の歯磨き粉です。

EMクリームⅡ140g +薬用ゲル歯みがき138g 

（メ）本体2,780円

→本体2,000円 税込2,200円

オーラ あったかセット

めぐりポイントの首・手
首・足首の温めができる
セット。冷えが気になる
部分をαオーラ繊維が
優しく包みこみ、じんわ
りとしたあたたかさ。

（メ）本体14,330円

→本体7,000円 税込7,700円

アラウ 泡ボディ
ソープ本体550ml＋詰替450ml 2個 

（メ）本体1,700円

→本体1,200円 税込1,320円

チャントアチャーム
モイストスキンケア＆UVセット

（メ）本体8,800円

→本体4,400円 税込4,840円
エステバン おうち時間セット

（メ）本体9,800円

→本体3,000円 税込3,300円
生活の木 ラッキーバック

（メ）本体6,580円

→本体3,400円 税込3,740円

でん六豆 5種食べ比べセット
（平）本体500円

→本体400円 税込432円

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
（メ）本体1,620円

→本体1,059円 税込1,143.72円

各350ml 4本セット （平）本体640円

→本体480円 税込528円

はちみつ、しそ 各200g

→各本体400円 税込432円

魚の骨撰べい 64g
やわらか魚の炙り焼 64g

→各本体350円 税込378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

→本体6,960円 税込7,656円

エコサート認証のフムスエキスにCBDが加わり
パワーアップ! シャンプー 1本に、40％

のフムスエキスを配合。
さらにCBDエキスを配
合し、フムスエキスとの
相乗効果で頭皮環境を
健やかに導きます。

絹の中でも希少な「絹紡糸」を贅沢に使用

肌側シルク腹巻
（平）本体1,500円

→本体1,200円 税込1,320円

国産NMN使用

イオンボディ
NMN12000

純度99％以上の国内製
造NMN原料を使用。1
袋 で12000mgのNMN
を配合しています。

120カプセル （平）本体14,000円

→本体11,200円 税込12,096円

インカ帝国の聖なる樹として
有名なPALO SANTO

PALO SANTO パック（香木）

そのままインテリアとして飾
っておくのもOK。火を着けて、
お香代わりに癒されたり、ヨ
ガなどをする時に部屋の片隅
で焚くのもおすすめ！ 

（平）本体1,000円

→本体800円 税込880円

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“ニューイヤーセール”開催中! WEB
チラシ
掲載

20％
OFF

全店で
120
個

日本初のプロポリスコスメ 28％
OFF

遠赤外線であたたまる
αオーラにしかないぬくもり

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く、
家族みんなでお使いい
ただけます。

しっかり洗えて素肌スッキリ
全店で
100
セット

しっとりお肌を潤す

ふっくらと弾むようなキ
メ密肌へ導く美容液、べた
つかない高保湿ハンドク
リーム、赤ちゃんから使え
る日焼け止めのセット。 インテリアフレグランスブランド。エステ

バンのお得なラッキーバック。
リラックスとリフレッシュができる香り
の4点セットです。

華やかな香りで
上質なライフスタイルを

全店で
15
セット

香りを楽しむ
おすすめセット

一粒食べたら
やめられない

揚げピーナッツ、海味鮮
ポリッピー（スパイス、塩、チョコ）

クランベリー、プルーン、
しょうが糖、イチジク、あんず

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

素材の味そのまま ひかり味噌
元気プラス味噌汁セット

果汁100％
チューハイ

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。

カルシウムたっぷり。個性がそ
れぞれ際立った、4種の魚の風
味と味わい。魚ごとに違う食感
をお楽しみください。

全店で
500
セット

20％
OFF

ヒト幹細胞培養液配合化粧品　お好きな組み合わせでOK!

①洗たく洗剤1本 ②柔軟剤1本 ③台所用洗剤本体1個
④台所用洗剤詰替1個 ⑤ハンドクリーム1個

① ② ③ ④ ⑤

ヤシノミシリーズセット
（メ）本体2,287円

→本体1,689円 税込1,857.90円

洗浄成分は、人と地
球にやさしいヤシ
の実由来の植物性。
香料や着色料など
は一切不使用。

ヤシノミシリーズの
お得なセット

全店で
60
セット

よりどり2個（平）本体800円⇒本体700円 税込756円よりどり2個（平）本体800円⇒本体700円 税込756円

つぶれ梅 はちみつ つぶれ梅 しそ

よりどり2点で（平）本体700円→本体600円 税込648円よりどり2点で（平）本体700円→本体600円 税込648円

長時間持続ビタミンC配合 フルボ酸配合のアミノスパ 優しいシルクの肌ざわり

顔・髪・身体に使える
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。

45ml （平）本体3,800円

→本体3,040円 税込3,344円

豊富な美容成分がお肌を集中ケア

無漂白ティーバック使用

国産菊芋茶
75g（1.5ｇ×50包）

北米のネイティブアメリカ
ンが食し、その後ヨーロッパ
でも広まった菊芋（国産）の
水溶性食物繊維「イヌリン」
が豊富に含まれている、美容
と健康にうれしいノンカフ
ェイン茶です。

（平）本体1,200円

→本体960円 税込1,036.80円

イヌリンが豊富

ソマニクス

各100個入（平）本体10,000円

各→本体8,000円 税込8,800円

刺さない鍼

ソマセプトL、Mini/ソマレゾンL、Mini

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

全店で
20個

唇、のどの乾燥対策に

大判潤いシルクの
おやすみマスク（ポーチ付）

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。

（平）本体1,000円

→本体800円 税込880円

1粒でヨーグルト（400ml）×
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
をきれいにすっきり。

（平）本体 3,500円

→本体2,800円 税込3,024円

健康維持のための新習慣話題の注目成分

国産の厳選素材

オリジナル厳選素材だし
イオンボディ天然だしパック

鹿児島県産かつお節をベ
ースに、国産の厳選素材を
6種類配合。食塩、砂糖、添
加物等不使用で、素材の旨
みを味わえ、身体にもやさ
しい本格派だしパック。

8g×20包入 （平）本体1,518円

→本体1,214.40円 税込1,311.55円

煮だし、お湯＆水だしOK

イオンボディ
国産黒烏龍茶ティーバック

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。

3g×50袋 （平）本体420円

→本体336円 税込362.88円

イオンボディ
開発商品

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。

年齢肌にこの1滴！

1本 （平）本体12,000円
よりどり2点で

→本体8,400円　税込9,240円

べたつきや大人のニキビに 週に１回のスペシャルケア

1本 （平）本体3,800円
よりどり2点で

→本体2,660円　税込2,926円

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。

1枚 （平）本体1,200円
よりどり2点で

→本体840円　税込924円

ビタブリッドC
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。

フェイス 3g（平）本体 6,200円
→本体4,960円 税込5,456円

AMINOSPA
A+3シャンプー

300ml （平）本体8,000円

→本体6,400円 税込7,040円

青森ひばから抽出した
国産100％のヒバ油

入浴剤、下駄箱のにおい取りな
ど、芳香・消臭剤としてご使用で
きます。

天然の芳香

20ml （平）本体1,000円

→本体800円 税込880円
100ml （平）本体3,500円

→本体2,800円 税込3,080円

青森ヒバ精油

赤ちゃんから使えるお砂糖スクラブ
洗顔・パック・角質ケアに

（平）本体1,200円

→本体960円 税込1,056円
（平）本体3,000円

→本体2,400円 税込2,640円

スウィーツスキンケア
シュクレ各種

マッサージ＆パック 35g

フェイス＆ボディ200g

（平）本体1,000円

→本体800円 税込880円

※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。

肌側シルク足首ウォーマー

※一部店舗は
　お取り寄せ

〈一例〉

全店で
30
セット

ネクタローム
オーガニック・アルガンオイル

45ml

やわらか魚の炙り焼魚の骨撰べい

全店で
12
セット

29.6％
OFF

ユーカリ効果で
お掃除・消臭・除菌

全店で
50
セット

ユーカリプタススプレー
お買得セット 330ml+600ml+600ml

（メ）本体3,724円

→本体2,800円 税込3,080円

天然ユーカリオイル
とオーブス純水のハ
ウスケアスプレー。

24.8％
OFF

26.1％
OFF

48.3％
OFF

全店で
70
セット

全店で
40
セット

①オーラ岩盤浴あったかスヌード
②婦人二重編みソックス（モカ茶）
③カラーリストバンド（アソート）
④ひざサポーター ロング
⑤カイロみたいキルト（アソート）

①

④③

⑤
②

25％
OFF 96

セット

レイク
タウン限定

これは
お酒です

29.4％
OFF

魚の骨撰べい、やわらか魚の炙り焼イオンボディ 紀州産南高梅「つぶれ梅」

アカラン
モイスチャーローション
150ml×2本 （メ）本体4,000円

→本体2,000円 税込2,200円

まるで美容液のような
とろ～り化粧水

エーデルワイスエキスを主体
にした11種類の美容成分で、
毛穴対策や、あきらめかけて
いた素肌の透明感を引き出す
サポートをしてくれます。

50％
OFF

全店で
70
セット

夢水肌
スキンベースウォーター

200ｍl×3本セット （メ）本体9,600円

→本体8,160円 税込8,976円

乾燥肌で足りないのは、
油分ではなく肌を潤わせ
てくれる水分。肌のキメ
を整え、透明感に満ちた
素肌へ導きます。

シンプルケアで
肌を整えたい方に

15％
OFF

全店で
30
セット

フリーフィールウォーム
クルーネックシャツ・オ
リジナルクロス・2WAY
コンフォート・ループネッ
クカバーの4点セット。

ベネクス メンズ福袋
（メ）本体30,500円

→本体10,000円 税込11,000円

着るだけで極上の休養
独自のPHT繊維使用

全店で
69
セット

自宅で手軽に本格水素入浴
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
ります。

1kg （平）本体 3,800円

→本体3,040円 税込3,344円
ナノ水素スパ

香川県産のにんにくを使用

讃岐熟成黒にんにく
徳用サイズ600g

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。

（平）本体5,000円

→本体4,000円 税込4,320円

お客様のご要望にお応えして開発した こだわりの逸品

30ml

40g

80ml

50％
OFF

スキンケア福袋 リラックス福袋

ホームケアの福袋

食品福袋

香りの福袋

ボディソープ福袋
全店で
300
セット

67.2％
OFF

69.3％
OFF

※一部店舗は
　お取り寄せ

※一部店舗は
　お取り寄せ

全店で
180
セット

34.6％
OFF

しじみ、生姜、ほうれん草

素滴しぼり4種 飲み比べセット

国産茶葉を100％使用

いつものバスタイムで全身美肌へ

ピュアキュアエッセンス（美容液） 20ml ブーストローション（化粧水） 120ml バイオセルロースマスク 1枚

※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。 

※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。 ピュアキュアよりどり2個で30％OFF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。

※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％OFF20％OFF

2022

12/28
水

2023

1/18
水

2023  イオンボディのニューイヤーセール2023  イオンボディのニューイヤーセール

新春福袋新春福袋
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※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。

NIPLUX ネックリラックスワンエス
（平）本体 12,600円 税込13,860円

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。

気になる肩と首下同時にケア

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＆グレープラディエンスクリーム 30g （平）本体5,500円 税込6,050円
エイジソリューションクリーム 30g （平）本体10,500円 税込11,550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 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。

ルースパウダー 7g（平）本体4,200円 税込4,620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

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。

ヘアエマルジョン 80ml （平）本体 2,500円 税込2,750円
ヘアソープ48 300ml、ヘアマスク48 230g 各（平）本体 2,000円 税込2,200円〈一例〉

日本女性の髪も肌も心も熟知した
日本生まれのブランド 毛髪ホールド力増強により、抜けにくい頭皮を育みます。

Ｄボーテ薬用スカルプシャンプー ボリューム 350ｍl

（平）本体3,612円 税込3,973.20円

〈一例〉
ドクター共同開発のヘアケアブランド

EMS温熱 2,000円の
お買物券プレゼント

NIPLUX ヘッドスパ
（平）本体8,909円 税込9,799.90円

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。

揉みごこちサロン級

やみつきの心地よさ 1,500円の
お買物券プレゼント

シェイプエアープレミアム
ダークブラウン・ローズピンク

（平）本体 27,091円 税込29,800.10円

座面や側面、背面に計24枚のエアーバッ
グを配置し、素早く多彩な動きで背中か
ら腰、そして骨盤まわりまで座ったまま
心地よくスタイルアップを目指せます。

サロン施術の再現を目指した
プログラムを搭載

芦屋美整体 4,000円の
お買物券プレゼント

ボディメンテナンス 2,000円の
お買物券プレゼント

家庭用脱毛器ケノン各色（美顔カートリッジ付）
各 （平）本体63,455円 税込69,800.50円

痛くない、広範囲の脱毛が可能。
※但し、商品は後日お客様ご自宅へ
のお届けとなります。

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 8,000円の
お買物券プレゼント

デンキバリブラシ2.0＋BODY
（平）本体 198,000円 税込217,800円

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。エステティックサロン「ボディズ
ケア限定販売」

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

ホームエステ 32,000円の
お買物券プレゼント

MGT スタイル スマート 各色
（平）本体 16,800円 税込18.480円

独自の姿勢ケアと長時間座っても
快適な座り心地を両立。ほどよい
弾力性と優れた圧吸収性をもつウ
レタンが、身体のラインにやさし
くフィットします。

心地よく正しい姿勢へ 

姿勢サポートシート 2,000円の
お買物券プレゼント

MGT スタイル スタンダード ファブリック 各色
（平）本体 9,800円 税込10.780０円

カイロプラクティックのメソッドを応
用した独自のシステムにより、座るこ
とで本格的な姿勢ケアを実現。

座るだけで腰の負担を軽減

姿勢ケア 1,500円の
お買物券プレゼント

イオンドクター
LOCレッグウォーマー 各色

（平）本体 15,200円 税込16,720円

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。やわら
かく肌あたりなめらかなオーガニッ
クコットンを裏地にたっぷり使用。

足元の冷え・寒さをじんわり温めます

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

ラ・カスタ 3,000円（税抜）毎に
500円のお買物券プレゼント

スカルプDシリーズ 3,000円（税抜）毎に
500円のお買物券プレゼント

クレンジング

身体の内側からぽかぽか、「温活」はじめませんか全身化粧水

頭皮と髪のために開発された

寝る前に枕にシュッ!

アロマテラピーで いやしのひととき

《木の花ファミリー》 各種 商品一例

毎日のみたい ノンカフェイン健康茶

米ぬかと有益微生物の力

みんなでみらいを
米ぬか酵素洗顔クレンジング

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。

詰め替え70g （平）本体1,800円

→本体1,530円 税込1,683円

本体70g （平）本体2,100円

→本体1,785円 税込1,963.50円 カレードアロマデュフューザー

香りを広げるディフューザー
と幻想的な輝きのモザイクラ
イトが1つに。音が静かでミス
トが細かい超音波式。

（平）本体5,400円

→本体4,590円 税込5,049円

モザイクガラスの灯りが美しい 100%天然のアロマ精油

10ml（平）本体1,620円

→本体1,377円 税込1514.70円
昼用アロマ・夜用アロマ

20ml（平）本体2,660円

→本体2,261円 税込2487.10円

ヒマラヤ山脈の天然岩塩

天然ミネラルが豊富

90種類以上とも言われる栄養素

モンゴル産シーベリー果汁100％
風味豊かな味わい リピーター多数

マグマ塩

テレビや雑誌で多くと取り上
げられ 塩図鑑でも紹介。
塩ソムリエもおすすめのAラ
ンク岩塩。

1kg （平）本体7,000円

→本体5,950円 税込6,426円

粉100g （平）本体1,100円

→本体935円 税込1,009.80円

ヒマラヤ山脈で自然結晶したバラ色岩塩

ローズソルトロック

不足しがちな天然ミネラル、
鉄分・カリウム・カルシウム・
マグネシウムが含まれる、
栄養素が高い天然岩塩です。

2kg （平）本体934円

→本体793円 税込856.44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

本場フィリピンのモリンガ
を、農薬、化学肥料を一切与
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。

50g （平）本体1,180円

→本体1,003円 税込1,083.24円

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
3,6,7,9が豊富。

シーベリー＋ゆず（平）本体5,500円

→本体4,675円 税込5,049円

和漢植物26種類配合

ユリシー
キレイのための和漢百草茶

漢方薬局の専門的知識にも
とづく、健康と美容のため
のこだわりブレンド。 香ば
しく、飲みやすいお味です。

5g×40包 （平）本体2,477円

→本体2,105円 税込2,273.40円

100%国産ごぼう使用

小川生薬
国産ごぼう茶

低温熟成で、甘みやうまみ
を引き出しました。 イヌリ
ンやサポニンが豊富。

1.5g×50包 （平）本体1,410円

→本体1,198円 税込1,293.84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。 15％OFF15％OFF

※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。 化粧品よりどり2点で15％OFF化粧品よりどり2点で15％OFF

〈一例〉

衣服の下でも安心、外出中も使える便利なお灸

火を使わないお灸

枕にスプレーするだけで心地よ
いアロマの香りを楽しめます。
枕だけではなく掛け布団やシー
ツ、パジャマのえり元などの香
り付けにもおすすめ

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

肌を健やかに保ち、トラブルフ
リーなお肌に導きます。

ベーシック （平）本体1,173円

→本体997円 税込1,096.70円

全成分天然由来100％
無香料・弱酸性

300ml （平）本体3,000円

→本体2,550円 税込2,805円

体にやさしい植物由来のピローミスト

ぴろま
枕用フレグランス

グリーンノート
自然葉シャンプー

こだわりの天然アミノ酸の力
で、優しく洗いながらトリート
メントも出来るシャンプー。

20ml （平）本体1,600円

→本体1,360円 税込1,496円

優れた遠赤外線効果
αオーラにしかないぬくもり

Aura からだの内側
あたためパッド

オーガニック綿（茶ガーゼ
側）を肌側にして、羽根の部
分でショーツをはさみスナ
ップで固定し使用します。

はるだけで気持
ちよい温熱効果

1枚入り （平）本体2,800円

→本体2,380円 税込2,618円

シーベリージュース 1000ml
シーベリー（平）本体5,000円

→本体4,250円 税込4,590円

紙パックに
なりました

シー
ベリー
＋ゆず

シーベリー

国産の天然生はちみつです
富士山麓の生はちみつ 各種

（平）本体1,000円

→本体850円 税込918円

天然循環法
富士山麓のれんこん
パウダー

50g （平）本体620円

→本体527円 税込569.16円

花束
90g

（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

玄米珈琲 5g×15包
ノンカフェイン ティーバッグ

お好きな
組み合わせOK

ローズドビオ
ホワイトウォッシュパック 150g
汚れ、皮脂、不要な角質を吸着除去し、
水分とミネラルを肌に与えるクレイペ
ーストのパック。

（平）本体 4,000円

→本体3,400円 税込3,740円

ガミラシークレット
ワイルドローズフェイスオイル
50ｍl
植物が持つビタミン・ミネラルが肌にハ
リ・ツヤを与えるダマスクローズを贅沢
に使ったオイル。

（平）本体 9,500円

→本体8,075円 税込8882.50円

ローズドビオ
ジュエルアップミスト 100ml
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
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 3,270円

→本体2,779円 税込3,056.90円

琉白
月桃モイストクリームS 30g
肌なじみのよい6種類 の上質な植物由
来オイ ルを配合。天然由来成分100％
のみずみずしい月桃保湿クリーム。

（平）本体 3,800円

→本体3,230円 税込3,553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3,350円

→本体2,847円 税込3,131.70円

琉白
月桃バランスローション120ml
沖縄海洋深層水と月桃葉水に海ぶどう
エキスを配合したオーガニック保湿化
粧水。天然由来成分100%

（平）本体3,800円

→本体3,230円 税込3,553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

※船橋店は対象外

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）

全店で
15台

全店で
20足

全店で
20個

※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

全店で
15台

スカルプＤ 薬用スカルプシャンプー オイリー350ｍl

（平）本体3,612円 税込3,973.20円
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

全店で
15台

全店で
10台

全店で
10台

腰用 肩用

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枚入 （平）本体2,090円

→本体1,776円 税込1,953.60円

ボディメンテナンス 1,000円の
お買物券プレゼント

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

2 1対

昼用アロマ
ローズマリーと
レモンを

の割合で

2 1対

夜用アロマ
ラベンダーと
オレンジを

の割合で

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。

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2023年2月14日(火)まで。※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。

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。

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“ニューイヤーセール”開催中! WEB
チラシ
掲載

※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。

2022

12/28
水

2023

1/18
水

2023  イオンボディのニューイヤーセール2023  イオンボディのニューイヤーセール
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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

2,675.16円（税込）2,675.16円（税込）

2023  イオンボディのニューイヤーセール2023  イオンボディのニューイヤーセール 12/28
水

2022

1/18
水

2023
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毎日の健康・美容に♡

イオンボディ オンラインショップ

12/28
水

2022

1/18
水

2023

2023 イオンボディのニューイヤーセール2023 イオンボディのニューイヤーセール


