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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

真珠 ローヤルゼリー オレンジ

全店合計300名様限定

スペシャルプライス 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。

●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。

※アミノスパA+3シャンプー、バイオノーマライザーのサンプルは、
　お1人様いずれか1点となります。

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

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。

ヒト幹細胞培養液高配合美容液
ヒアルロン酸4%追加配合で、保湿力が更にUP

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
を採用する事で、より効果的に成分をお肌に届
けます。

4本
40％
OFF全店で

80
セット

美味しい青汁
乳酸菌入りくわ青汁
90g（3g×30包）

乳酸菌入りくわ青汁：健康・美容の為
の新習慣。注目の素材「桑」の青汁です。
1包あたり500億以上の乳酸菌が入っ
ております。国産抹茶入りで飲みやす
い味に仕上げました。

→本体1,900円　税込2,090円
（平）本体 3,800円

PureCure（ピュアキュア）美容液 20ml

→本体28,800円　税込31,680円

1本 （メ）本体12,000円
4本で （メ）本体48,000円

最先端テクノロジー×
天然植物エキス ×高保湿リペア

→本体1,380円　税込1,490.40円
（平）本体 2,760円

全店で
150個

※お一人様5個まで

■青汁＋乳酸菌　■国産抹茶をブレンド
■桑の葉が持つ美容健康パワー

全店で
800個

3層構造、普通サイズ、50枚入
カラー不織布マスク
ホワイト・ピンク・ブラック・グレー・ベージュ

高機能99％カットフィ
ルター使用。オシャレな
カラーの不織布マスクで
いつでも清潔に飛沫対策。

→本体504円　税込554.40円
各（平）本体 630円

首にかけてどこでも涼しくUSB充電式
首掛け扇風機 Fans Free 白／黒

熱中症対策に。インドアでもアウトド
アでも。両手が使えるUSB充電式の首
かけ扇風機。フレキシブルアーム、180
度回転する送風ファンで風を当てたい
位置に調整可能です。

→本体1,584円　税込1,742.40円
各（平）本体 1,980円

数量限定 3分間で濃密プレミアムケア
ピュアスマイルプレミアムセラムマスク 5枚入

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

お疲れの夜や、特別
な日の朝にうるおい
３役で贅沢保湿。

各（メ）本体 780円→本体500円　税込550円

（メ）本体 1,200円→本体600円　税込660円

アクティブに活動したい
昼に最適なブレンドです。

夜のリラックスタイムに
最適です。

ReFa
FINE BUBBLEと
S CARAT RAYのお買得セット

自宅での時間を充実させたい方や
母の日のプレゼントに！
数量限定、お得なセット。

→本体20,727円　税込22,799.70円
（メ）本体36,300円

100%天然のアロマ精油
昼用・夜用ブレンドオイル各種

※商品写真は
　イメージです。 →本体1,862円　税込2,048.20円

各20ml （平）本体2,660円

30％
OFF

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㎡

ラッキーバッグ

店舗情報
50％
OFF

「塗る」と「飲む」で素肌美人
ヘリオベール 21粒

太陽に負けない、飲む美容サプリ。シ
ダ植物エキス由来の成分PLエキス
（日本国内製造）に、うるおい・美容成
分（ビタミンC、ハトムギエキス、コラ
ーゲン）も配合。

→本体750円　税込810円
（平）本体 1,500円

50％
OFF

50％
OFF

20％
OFF

20％
OFF

20％
OFF

30％
OFF

35％
OFF

全店で
41
セット

イベント情報
1回のお買い上げ3,500円（税込）
毎に「アルコールスプレー」
プレゼント

イオンボディ売上No.1美容液
「ピュアキュア美容液」
アルミパウチセット（0.5ml×6個）

特別価格：本体500円
　　　　  税込550円

1回のお買い上げ2,000円（税込）以上で
「バイオノーマライザー」
顆粒＆ダブレットお試しサンプル
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）

1回のお買い上げ2,500円（税込）以上で
「アミノスパA+3シャンプー」
お試しサンプル20ｍl
プレゼント
イオンボディ一押し。
おすすめのエイジング
ヘアケア。オールイン
ワンシャンプー。

人気のパパイヤ酵素
サプリメント。

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。

貼るだけでヒアルロン酸翌朝驚きのハリ肌を実感!

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。年齢肌が気にな
る目もとや口まわりに使用!

ダーマフィラー（マイクロニードル）

50％
OFF

イオンボディネット販売第1位クリアな肌、
元気な髪を
VitabridC12 ビタブリッドC 

フェイス 3g

•ヘアトニック 110ml
•ヘアパウダーEX 1.5g

化粧水等に混
ぜるだけで、
ビタミンC12
時間パック。

8セット
（平）本体12,190円

→本体8,533円
税込9,386.30円

4セット
（平）本体7,000円

→本体4,900円
税込5,390円

（平）本体6,200円

→本体4,960円
税込5,456円

（平）本体8,700円

→本体6,960円
税込7,656円

ネットで話題の
毛髪用。

ヘアトニックセット
EX

※アプリクーポン配信

全店合計先着500名様全店合計先着100名様
お一人様1セット限り
全店合計300名様限定

イオンボディアプリ 会員限定

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

2021年4月28日（水）～各店舗にて

全店で
各20個

〈一例〉

●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/

美と健康のライフスタイルショップ 2021

4/28
水

2021

5/24
月

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20212021
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＋

琉白
月桃UVボディヴェール 60ml

→本体3,060円
税込3,366円

（平）本体3,600円

※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。

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2 0212 021

《国産》
もち麦杜仲茶／有機黒豆むぎ茶／北海道大地ヒロビ
ロとうもろこし茶／国産はとむぎグラノーラ

小川生薬セット
お得なセット 全店で

120
セット

ドライフルーツセット
お買い得な

全店で
296
セット

食塩無添加ナッツ
セット

素材の美味しさそのまま 全店で
240
セット

パパイヤ、メロン、マンゴー、プルーン、
パイン

カシューナッツ、クルミ
ピスタチオ、ミックスナッツ

天然素材が肌の疲れをほぐしすべすべ肌に。

（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 洗うだけで素肌を育む天然成分だけの

パウダー洗顔。

シーラン エンハンシャル洗顔粉 50g

肌荒れ、目元のくすみやシミのケア
に。フェイスクリーム、クリームと
しても。

顔、唇、目元に。UV効果もある万能クリーム
アルテ 紫草クリーム

（平）本体3,600円

→本体3,060円
税込3,366円

（平）本体2,130円

→本体1,810円
税込1,991円

各（平）本体4,000円

→各本体3,400円
税込3,740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 

肌表面に水の潤い皮膜を形成
エスケアウォーター
250ml、100ml 

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。 

使うほど肌がしっかりと保水。
その優れた潤い皮膜効果で、強
い日差しからお肌を守ります。 

高級爪楊枝に使われるクロ
モジ。その葉と枝から抽出さ
れます。

→本体3,230円
税込3,553円

お得な600g!!
讃岐熟成黒にんにく 600g

国内産（香川県産）のに
んにくを使用し、遠赤
外線を利用してじっく
りと加熱熟成して仕上
げました。箱無しの徳
用タイプです。

→本体4,250円
税込4,590円

（平）本体3,800円

→本体1,275円
税込1,402.50円

100ml （平）本体1,500円

→本体2,550円
税込2,805円

250ml （平）本体3,000円

（平）本体5,000円

季節の変わりめの様々な不調に
ナリンハーブオイル 33+7

「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。

各（平）本体2,900円

→本体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

ミント系のなかにほのかに
甘み広がる香り 。首元など
に1-2回プッシュやマスク
スプレーとしてもおすすめ
です。

人気のハーブオイル33+7
すっきりうるおいボディミスト

ボディミスト 75ml

（平）本体1,500円

→本体1,275円
税込1,402.50円

国産の天然生はちみつです
富士山麓の生はちみつ
各種

各90g （平）本体750円

→本体637円
税込687.96円

天然循環法
黄金茶ティーバッグ

玄米珈琲 5g×15包
（平）本体1,084円

→本体921円
税込994.68円

天然循環法
富士山麓の
れんこんパウダー

50g（平）本体750円

→本体637円
税込687.96円

黄金茶 3g×10包
（平）本体884円

→本体751円
税込811.08円

花束90g そば90g

→本体1,198円
税込1,293.84円

（平）本体1,410円

→本体2,105円
税込2,273.40円

（平）本体2,477円

→本体1,000円
税込1,080円

（平）本体1,416円

→本体1,000円
税込1,080円

（平）本体1,512円

→本体1,000円
税込1,080円

（平）本体1,850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

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。

ノンカフェイン 100%国産
国産ごぼう茶 1.5g×50包

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。

→本体5,950円
税込6,426円

1kg （平）本体7,000円

→本体816円
税込881.28円

粒状100g （平）本体960円

「ドクダミ（十薬）」配合
アルテ倭国の化粧水普通肌用 100ml

日本オーガニックコスメ協会のブランド。
天然素材で作り、化学合成成分は不使用。 米ぬかと有益微生物の力で洗顔とｸﾚ

ﾝｼﾞﾝｸﾞを同時に！お肌に優しい。

（平）本体2,200円

→本体1,870円
税込2,057円

（平）本体3,000円

→本体2,550円
税込2,805円

日本オーガニックコスメ協会のブランド。
天然素材で作り、化学合成成分は不使用。

「しなやか」は紫根（シコン）、当帰（トウキ）
を、香油で煎じた純天然の美容オイルです。

「ドクダミ（十薬）」配合
アルテ倭国の美容液 50ml

→本体1,445円
税込1,589.50円

クロモジウォーター100ml
（平）本体1,700円

→本体2,975円
税込3,272.50円

クロモジ精油3ml
（平）本体3,500円

→本体2,040円
税込2,244円

ベビーマグちゃん
（平）本体2,400円

→本体1,530円
税込1,683円

（平）本体1,800円

日本の美しい山からうまれた香り
クロモジ

高純度のマグネシウムを
使い水素とアルカリイオ
ン水を生成。

洗濯マグちゃん
部屋干し臭い対策に！

ライゼ
ウォータリーバリアトーンアップUV 30g

オーガニックマドンナ
ピュアガードサンミルク 45g

米ぬか酵素洗顔クレンジング 70g
100%無添加 SPF50+とPA++++の日焼け止めなのに

せっけんで落とせます

全成分は7種類

（平）本体1,800円

→本体1,530円
税込1,683円

（平）本体1,700円

→本体1,445円
税込1,589.50円

（平）本体1,852円

→本体1,574円 税込1731.40円

（平）本体4,500円

→本体3,825円
税込4,207.50円

（平）本体3,200円

→本体2,720円
税込2,992円

詰替え70g

肌や髪、頭皮、唇の荒れを整えます

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 50g

本場フィリピンの在来
種モリンガを、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。枝は入れ
ず葉のみ使用。溶けやす
く美味しい。

→本体1,003円
税込1,083.24円

（平）本体1,180円

→本体467円
税込504.36円

各（平）本体550円

ヒマラヤ山脈標高5,000mから採取
マグマ塩

熱湯を注いで60秒で完成!
とろりんスープ 昆布と海藻
プレーン／うめ味　各60g 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。

がごめ昆布入り白と
ろろがたっぷり入っ
た海藻、鰹、椎茸、野菜
の旨みの和風スープ。

→本体2,380円
税込2,618円

（平）本体2,800円

→本体1,931円
税込2,124.10円

（平）本体2,272円

→本体3,230円 税込3,553円
（平）本体3,800円

一本5役のCCクリーム
SPF50+・PA++++
ピュアキュアCCクリーム
30g

HANAウェアルーUV 30ml
ピンクベージュ、イエローベージュ

日中用、美容液ベース

軽やかな塗り心地とSPF30を実現した
天然100%の日焼け止め。

各（平）本体1,200円

→各本体1,020円　税込1,122円

プロ業務用ハンドクリーム 60g
無香料、のばらの香り、天然ゆずの香り

しっとり…でもべたつかない

天然成分7種類配合のハンドクリー
ム。天然成分のみで作られたお肌に
やさしいハンドクリームです。

水も無添加100％
アルテ しなやか 30ml

琉白
シークワーサー
ブライトニングエッセンス30ml

天然由来成分
100％

沖縄シークワーサーのパワーで、しっとり
透明感のある素肌に。

洗い上げる最後の瞬間まで優しい使い
心地の日焼け止めです。

全身用バームに、ナチ
ュラルソープ（ミニ）を
お付けしたセットです。
薄着になるこれからの
季節に気になるひじ・
かかとケアにも。

→本体2,000円
税込2,200円

華密恋 スキンバームセット

カミツレエキスをたっぷり配合した
保湿力の高い華密恋シリー

乾燥と紫外線ダメージ
を強く受けるこの時期
にオススメなセット。

→本体12,500円
税込13,750円

（メ）本体 16,500円

夢水肌限定セット
気兼ねなく使って欲しいから!お得なセット

→本体8,160円
税込8,976円

（メ）本体 9,600円

たっぷり使って欲しいから！
お得なセット
夢水肌スキンベース
3本セット

乾燥と紫外線が気にな
るお肌にたっぷりとご
使用いただけます。

→本体1,396円
税込1,535.60円

（平）本体 1,994円

植物100％の洗浄成分
環境と手肌にやさしい洗剤
ハッピーエレファント
液体洗たく用洗剤本体＋詰替2個

植物系の洗剤なのに、高い
洗浄力とすすぎ性を実現。
濃縮タイプ（従来品に比べ
2/3の使用量）なので、少な
い量でしっかり落とします。

→本体3,500円　税込3,850円
（平）本体 4,200円

除菌・消臭・お掃除がこれ1本の
マルチスプレー
ユーカリプタススプレー
詰替3個セット

ユーカリプタスス
プレー詰替のお買
い得セット。

→本体1,720円
税込1,892円

（平）本体 2,457円

歯を白く! 虫歯予防! 口臭防止! 歯ぐき色改善!
薬用パールホワイト プロ
シャインセット40g+120g+
専用歯ブラシ

パールホワイトプロシャ
イン40ｇにホワイトニン
グ専用毛を使ったホワイ
トニングハブラシとホワ
イトニング成分配合の口
臭タブレットをつけた、感
謝価格のギフトセット! 

→本体3,800円
税込4,180円

（メ）本体 4,296円

人気のハリフトローラーに
フェイスマスク1枚おまけしたセット!
ハリフトローラーセット

新感覚!刺さない美容鍼で
簡単リフトアップ!　昨年
発売のハリフトローラー !
おうち時間充実…自宅で
の時間を充実させたい方
や母の日のプレゼントに!

→本体3,800円
税込4,180円

ホットクレンジングゲルに
10包ついたお得なセット!
マナラ ホットクレンジングゲル
マッサージプラス大増量セット
200g+40g

美容液クレンジング
を超えたマッサージ
クレンジングへ。

夢水肌パーフェクト
エッセンス 1本
夢水肌スキンベース
ウォーター 3本
OrBS ハンドケア
ウォーター 1本

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

15％
OFF

〈一例〉 花束、そば

美立体空間構造
ファイブメリットマスク
2枚入（ホワイト／グレー／ブラック）

①サイズ調整可能
②息がしやすい
③耳が痛くなりにくい
④口に触れない3D形状
⑤繰り返し洗える

→本体278円　税込305.80円
各（平）本体 398円

※レイクタウン限定

→本体価格480円
税込528円

各350ml 4本セット
（平）本体価格640円

白ぶどう・パイン・ピンクグレープフルーツ・
オレンジ

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！ これは

お酒です

レイク
タウン店
限定96
セット

1粒で400ml ヨーグルト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

《木の花ファミリー》

オルナオーガニック日焼け止め 50g

全店で
18
セット

全店で
15
セット

全店で
30
セット

全店で
40
セット

全店で
30
セット

全店で
60
セット

全店で
25
セット

AEONBODYオンラインSHOP　https://www.aeonbody.com/

※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。 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 

《UVケア》 《ナリン》

ラッキーバックお買い得企画

2021

4/28
水

2021

5/24
月

15％OFF

お買い得企画 30％OFFつぶれ梅 よりどり2個 （平）本体800円 ⇒本体700円 税込756円⇒本体700円 税込756円

●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。）　
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（
税
込
）

（
税
込
）

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 バランシングセット

（平）本体3,800円　税込4,180円

ざくろセラム 30ml

（平）本体4,800円　税込5,280円

（平）本体2,500円　税込2,750円

各色（平）本体63,455円　税込69,800.50円

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
ヴェレダ

8,000円のお買物券プレゼント

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

ヴェレダ商品3,000円（税抜）お買上げ毎に
500円のお買物券プレゼント

各（平）本体12,800円　税込14,080円

（平）本体10,000円　税込11,000円

（平）本体6,000円　税込6,600円

（平）本体33,000円　税込36,300円

口にくわえて、ゆらゆ
ら揺らすだけで、顔の
筋肉にアプローチ。

たるみ、シワ、ほうれい線に
「表情筋を鍛える」という新メソッドを
パオ ブラック・ホワイト

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

1,500円のお買物券プレゼント

5,000円のお買物券プレゼント

（平）本体29,800円　税込32,780円

（平）本体8,000円　税込8,800円

各（平）本体18,800円　税込20,680円

5,000円のお買物券プレゼント

2,000円のお買物券プレゼント

3,000円のお買物券プレゼント

1,000円のお買物券プレゼント

家庭用脱毛器ケノンセット 各色
（美顔カートリッジ付）

光脱毛機、楽天家電年間ランキング6年連続1位（2012～2017）

●スーパープレミアムカートリッジ（付属）

※但し、商品は後日お客様ご自宅へのお届けとなります。

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）

痛くない、広範囲の脱毛が可能、アダプター
付属のお得なセット。

スカルプDボーテ スカルプクレンズ 350ml

＜一例＞
頭皮のにおいをブロック
スカルプＤ（ネクスト、スタイリングは除く）
スカルプＤボーテ（ナチュラスターシリーズは除く）

ReFa フォーボディ

スパイラルニーディングの動きで
ボディを強力につかみ絞る

常に肌から手を離さず連続的につ
まみ流す「ダブルアップニーディン
グ」の動きを再現。連続的につまみ
流し、ゆるみやすい肌を引きよせ、
広く、深く、引き締めます。

ReFa グレイスヘッドスパ
頭皮から、髪・肌・表情の美しさを呼び起こす

エステティシャンの力強い手技
を独自テクノロジーで再現。頭皮
を連続的につまみ上げるツイス
トニーディングを実現。

全店で
5台

全店で
8台 全店で

10台
ReFa ACTIVE DIGIT
（アクティブ ディジット）
各色

ダブルドレナージュ
ローラーで血流を促進

ダブルドレナージュローラーのつまみ流す
動きで血流を促進。疲れを感じさせない、
若々しい表情へ。

可愛いブタさん型 足裏ケア
フットケアコードレスリラブー ピンク

足先から、かかと・足首までを7層のエアバッグが
広範囲にカバー
フットケアコードレスリラブー2 ピンク・ブラウン

※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

疲れた手首や足首を、4層のエア
バッグがしっかりとマッサージ。

エアマッサージャー リラギョ
ピンク・ブルー

手首はもちろん足首にも使えます

※品川店、聖蹟桜ヶ丘店は対象外

ハーブアブソリュート
　　　　コンブッカ 720ml

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。

（平）本体4,000円
税込4,320円

（平）本体4,800円
税込5,184円

（平）本体4,000円
税込4,320円

（平）本体3,800円
税込4,104円

（平）本体3,980円
税込4,298.40円

イオンボディ
水素サプリ 30粒

イオンボディお手軽水
素。疲労がたまってい
る方には、食事の前に。
寝る前に飲んでいただ
くと翌朝スッキリ。

リンクス
ウモプラス 50ml

人体にとって重要な
珪素をお手軽に。純度
99.9％の水晶から作
られたアモルファス
（非結晶）水溶性珪素
の濃縮溶液。普段の飲
料にプラスしてお召
し上がりください。

ヴェーダヴィ
マヌカハニーMG100＋
250g

ジョージオリバー 新谷酵素
夜遅いごはんでも GOLD 30包

活きてる酵素に6種のウコンと5種のショ
ウガを配合のダイエットサポート酵素サ
プリ。食事が不規則、ダイエットしたい、
お酒も楽しみたい方ヘおすすめ。

分包タイプ
(丸型タブレット入り)

ニュージーランド原産の
マヌカの花から採れる貴
重なはちみつ。独自の温度
コントロールによる、酵素
を失活させない製法で製
造。グレードはMG100＋。

※こちらの商品は、1セットお買上げにつき
　おひとり様1点まで

※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。今話題の健康食品 お好きな3点で 税込10,998.90円よりどり 選べる

※聖蹟店、品川店は対象外

＜一例＞

（平）本体3,000円　税込3,300円
薬用育毛スカルプトニック 180ml

（平）本体3,612円　税込3973.20円
薬用スカルプシャンプーオイリー 350ml

（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。

リカバリーガン　RG-01
かわいい見た目でも、パワーは本格派！

全店で
25個

※一部店舗はお取寄せ

2021

4/28
水

2021

5/24
月

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2021年6月29日（火）まで。

※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。

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2 0212 021 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。）　

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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・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

税込2,675.16円

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ゴールデンウィークフェスタ2 0212 021
2021

4/28
水

2021

5/24
月


