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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。

貼るヒアルロン酸、驚きのハリ感を実感
ダーマフィラー（マイクロニードル）

針状に結晶化したヒア
ルロン酸が肌の内側で
溶解・浸透。肌に必要な
保湿成分を直接角質層
の奥まで届けます。

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。

肌荒れでお悩みの方に
アドソーブ ACシリーズ

pHバランスを整え、さらに潤いに
満ちた肌へと導くことで根本から
美肌を実現する新しいアプローチ。

→本体価格850円 税込918円
（平）本体価格1,000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。
健やかな毎日のお茶
にオススメです。

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。

玄米のイメージを覆す、もちもち感
寝かせ玄米各種 180g

オンライン
ショップ

→本体価格833円
税込899.64円

（平）本体価格980円

→本体価格1,088円
税込1,175.04円

（平）本体価格1,280円

お得な大容量瓶タイプ
フラットクラフト
イタリア産アマニ油 360g

イタリア産、「安心」「低価
格」のあまに油。低温圧搾
（コールドプレス製法）を
使用して、丁寧に搾油。

オーラ
からだの内側あたため
パッド

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。

オンライン
ショップ

オンライン
ショップ

オンライン
ショップ

オンライン
ショップ

→本体価格680円
税込734.40円

（平）本体価格800円

→本体価格5,100円
税込5,508円

（平）本体価格6,000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

オンライン
ショップ

→本体価格2,105円
税込2,273.40円

（平）本体価格2,477円

オンライン
ショップ

オンライン
ショップ

オンライン
ショップ

オンライン
ショップ

マヌカハニー 250g
美容と健康の維持に

※お1人様5個まで。

MGO573+/UMF16+（平）本体価格10,000円
→本体価格8,500円税込9,180円

MGO400+/UMF13+（平）本体価格6,500円
→本体価格5,525円税込5,967円

MGO30+ブレンド（平）本体価格2,500円
→本体価格2,125円税込2,295円

北海道産てんさい糖を使
った無添加スキンケアア
イテム。防腐剤、合成香料、
着色料などは一切無使用。
砂糖自体の防腐力が防腐
剤の役割を果たします。

スウィーツ スキンケア シュクレ

毎日使うものだから、お肌への優しさに
こだわりました

フェイス＆ボディ200g （平）本体価格3,000円

マッサージ＆パック 100g （平）本体価格3,000円

→本体価格2,550円 税込2,805円

※一部商品は
　お取寄せ

→本体価格2,550円 税込2,805円

アドソーブ ACスポットトリートメント30g
（平）本体価格5,800円

アドソーブ ACクリアリングクリーム30g
（平）本体価格6,500円

→本体価格5,525円 税込6077.50円

アドソーブ ACクリアリングセラム40g
 （平）本体価格7,500円

→本体価格6,375円 税込7012.50円

→本体価格4,930円 税込5,423円
詰替用180g （平）本体価格1,204円

本体180g （平）本体価格1,389円

→本体価格1,180円 税込1,298円

→本体価格1,023円 税込1,125.30円

（平）本体価格3,800円
→本体価格3,040円 税込3,344円

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 

無香料・無着色・自然派・植物性
プロハーブ〈EM〉
クリームII
140g

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。 

各（平）本体価格500円
→本体価格400円 税込440円

天然ハーブを使用したタオル地のサブピロー
1週間のハーブ枕 各種

枕と枕カバーの間に入れて
ご利用ください。最後はバ
スハーブとしてもご利用い
ただけます。

小豆ブレンド 黒米ブレンド もち麦ブレンド

小豆ブレンド、大豆ブレンド 各（平）本体価格265円

→本体価格225円 税込243円
はと麦ブレンド、黒米ブレンド、もち麦ブレンド

各（平）本体価格274円
→本体価格232円 税込250.56円

→本体価格255円 税込275.40円
十五穀米ブレンド （平）本体価格301円

ユリシーキレイのための
和漢百草茶5g×40包

和漢植物を配合の健康茶

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。

シャンピニオンゼリー
「ニットー」エル 30粒

1粒で400ml ヨーグルト
約50個分の乳酸菌

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。

オンライン
ショップ

→本体価格2,975円
税込3,213円

（平）本体価格3,500円

健康オイルとして大注目
GHEE EASY 100g

オランダで育った牛
から採取されるグラ
スフェッド・バター
が原料の上質なギー
（バターオイル）。

「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。

ナリンハーブオイル33+7
季節の変わりめの様々な不調に

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

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

1セット（平）本体価格2,000円
→本体価格1,700円 税込1,870円

4セット（平）本体価格7,000円

→本体価格5,950円 税込6,545円
8セット（平）本体価格12190円

→本体価格10,361円 税込11,397.10円

（平）本体価格3,000円
→本体価格2,550円

税込2,805円

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

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。

正常な肌細胞と同じ電位バラ
ンスになるよう、特別な方法
で処理したプラチナを配合。

（平）本体価格4,900円
→本体価格4,165円

税込4,581.50円

電位に着目したプラチナとローズウォーターのミスト
ジュエルアップミスト
　　　　　　　化粧水＆美容液100ml

（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。

（平）本体価格3,000円
→本体価格2,550円

税込2,805円

敏感なお肌の方にもお使い頂けます
オーブスエスケアウォーター 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）本体価格4,500円
→本体価格3,825円

税込4,207.50円

卵殻膜のチカラで美肌革命！
AMF エクストラエッセンス 18ml

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
アが実感！

（平）本体価格3,334円
→本体価格2,833円

税込3,116.30円

高品質な国産サケ軟骨原料を使用
フラコラプロテオグリカンエクストラクト 30ml

低刺激の化粧品しか使えな
い敏感肌・繊細肌の方、敏感
トラブルから抜け出したい
方に。

（平）本体価格3,519円
→本体価格2,991円

税込3290.1円

敏感肌用を選ばなくていい肌を目指して
LPS原液 30ml

【透明感強化アップグレー
ド】＝エンリッチ／【エイジ
ングケアへのアップグレー
ド】＝プラサイタイエキス。

（平）本体価格4,167円
→本体価格3,541円

税込3,895.10円

速攻実感を高めたハイブリッド原液
プラサイタイエキス原液 30ml

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。

（平）本体価格3,334円
→本体価格2,833円

税込3,116.30円

プラセンタ売上No.1お得な増量キット
White'stプラセンタエキス原液 30ml

日本オーガニックコスメ協
会が立ち上げたブランド。自
然界にあるものだけで作り、
化学合成成分は一切不使用。

（平）本体価格2,200円
→本体価格1,870円

税込2,057円

「ドクダミ（十薬）」配合
アルテ倭国の化粧水普通肌用 100ml

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。

（平）本体価格2,000円
→本体価格1,700円

税込1,870円

トラブル肌を優しくケア
アルテ倭国化粧水敏感肌 100ml

純度100%プラセンタ原液
の美容液です。洗顔直後にお
肌になじませるだけで、極上
のうるおい、透明感を実感。

（平）本体価格4,167円
→本体価格3,541円

税込3,895.10円

当社従来品の2倍の濃度
White'stプラセンタエキス原液ER 30ml

日本オーガニックコスメ協
会が立ち上げたブランド。自
然界にあるものだけで作り、
化学合成成分は一切不使用。

（平）本体価格3,600円
→本体価格3,060円

税込3,366円

「ドクダミ（十薬）」配合
アルテ倭国の美容液 50ml

20％
OFF

20％
OFF

※レイクタウン限定

ジンスト15高麗人蔘茶3g×50包
冬のおすすめ!!

韓国産高麗人蔘を
発酵させた「本格
派高麗人参茶」
「生干人参」4～6年
根を原料とした高
麗人参エキスを使

用。生のまま干し、皮付きを丸ごと使用す
る事でサポニンが豊富。

米ぬか酵素洗剤
人にも環境にも優しい洗剤

米ぬかと小麦ふすま
に含まれる有益微生
物の力で食器・キッチ
ン・お部屋などの汚れ
を分解。

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、肌に潤いをも
たらします。

カニ殻から生まれた、
新発想ナノバイオスキンケア

カニダノミ

リップクリーム 10g （平）本体価格1,850円

ハンドクリーム 50g （平）本体価格2,800円

→本体価格2,380円 税込2,618円

→本体価格1,572円 税込1,729.20円

担担麺 酸辣湯麺

醤油

プレーン、紫いも＆かぼちゃ、紅茶＆ココア

→本体価格400円 税込432円
（平）本体価格600円

→本体価格560円 税込604.80円
（平）本体価格840円

→本体価格2,880円 税込3,168円
（メ）本体価格3,200円

3種のお得なセットです
ビーガンヌードルセット

こだわりのクッキー
おからクッキー3種セット

国産カモミールを使用

100％植物原料でできたせっけん泡ボディソープ
アラウ 泡ボディソープ
本体（550ml）＋詰替2個（450ml×2）

全店で
24
セット

全店で
40
セット

全店で
250
セット

プルーン、あんず、いちじく、
生姜糖、クランベリー

ドライフルーツセット
お買い得な

食塩無添加ナッツセット
素材の美味しさそのまま

アーモンド、カシューナッツ、
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1,512円

素滴しぼり4種飲み比べセット
果汁100％チューハイ飲み比べ！

→本体価格480円 税込528円
（平）本体価格640円

全店で
408
セット

全店で
240
セット

人気のハンドクリーム
プロ業務用ハンドクリーム
2本セット（60g×2）

無香料2本セット
（メ）本体価格2,400円
→本体価格1,945円

税込2,139.5円

のばらの香り2本セット
（メ）本体価格2,400円
→本体価格1,945円

税込2,139.5円

ヴィーガンの方に
も安心して召し上
がっていただける、
動物性食材・化学調
味料・アルコール不
使用のカップ麺。

無添加にこだわった十二堂のおからクッキ
ー。素材にこだわっているからこその味や
香りをお楽しみください。

各350ml 4本セット。

これは
お酒です

レイク
タウン店
限定72
セット

全店で
400
セット

全店で
50
セット

全店で
120
セット

昆布とめかぶたっぷり
がごめ昆布入り
和風とろろスープ 75g

あさりの旨味と海藻のとろみ
あさり入り
和風とろろスープ 70g

がごめ昆布を
バランスよく
ミックスした海
藻スープです。

がごめ昆布、
めかぶ、わかめ、
ねぎに、アサリ
を加えた贅沢
な即席スープ
の素。

1個（平）本体価格500円
税込540円

1個（平）本体価格500円
税込540円

特別の製法によ
り、お湯を注ぐ
だけ。手軽に作
れ、晩ご飯には
もちろん、忙し
い朝食やお弁当
にもぴったり。

1個（平）本体価格500円
税込540円

しじみ独特のうま味エキス
しじみスープ 80g

スープ よりどり2個 　830円 税込896.4円

素肌本来のチカラを感じる!本釜焚き製
法で仕上げた無添加せっけんの泡で、古
くなった角質や皮脂汚れをサッパリ落と
すボディソープです。

本体価格3,800円 税込4,180円 本体価格1,200円 税込1,320円

高級エステサロンから生まれた本気のスキンケア
ビオニスト 限定フルセット

ローション100ml3,990円+エッセンス
30ml 3,800円の価格で洗顔60g 2,980
円がついてくるお買い得なセット。

本体価格7,790円 税込8,569円

メイクも毛穴汚れも
すっきりオフ。
美容液成分でふっく
ら美肌に。

マナラホットクレンジングゲル
増量セット 200g+30g

クレンジングなのにまるで美容液

全店で
100
セット

上質のオイルやスクワラン
を配合。全身や髪にも使える
万能美容オイル。

（平）本体価格3,800円
→本体価格3,230円

税込3,553円

シーラン
エンハンシャルクレンジングオイル
　　　　　　　　　　　　 150ｍl

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。

（平）本体価格3,200円
→本体価格2,720円

税込2,992円

シーラン
エンハンシャル洗顔粉 50g

白ぶどう・りんご・ピンクグレープフルーツ・
オレンジ

華密恋 周年祭限定セット

肌本来のチカラを
引き出し、自活肌に
導きます。

華密恋薬用入浴剤
deleteC限定ボトル 400mL
有機カモミールハーブティ 1.5g×6包

長野県にある自社
有機JAS農園で
大切に育てたカモ
ミールをお届け！

みつばちが生ん
だ神秘の成分と
自然派植物成分
を配合した、プロ
ハーブシリーズ。

アレルギーの一因と
なるハウスダストを
吸着し無害化する、
抗ハウスダスト抗体
成分を配合したルー
ムスプレーです。

→本体価格1,440円
税込1,584円

（平）本体価格1,800円

→本体価格1,920円
税込2,112円

（平）本体価格2,400円

20％
OFF

ダチョウ抗体成分配合
アレプロテクト

20％
OFF

本体
価格

オンライン
ショップ

オンライン
ショップ

オンライン
ショップ

オンライン
ショップ

※　　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。 

9/18
金

2020

10/19
月

2020

2020 大誕生祭
Anniversary SPECIAL SALE

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 

SALE 20％OFF20％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。 

SALE 「お買い得」「よりどり」15％OFF15％OFF


