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●春のデイリーケアセット
4点セット
税込198,000円
【電子コスメ
（税込17,710円分）
プレゼント】
スキンローション
100ml
フィットアップジェル 80g
サンスクリーンリキッド
(日焼け止め)30ml

数量限定

Happy Mother's Day

電気コスメプレゼント
（専用スキンローション、エッセンス等）

（メ）本体180,000円　税込198,000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。

ELECTRIC BARI BRUSH デンキバリブラシ
1秒間に約1,000回振動させる低周波

（平）本体2,500円
税込2,750円

太くて長いナイロン毛が頭
皮にしっかりと届き、高いマ
ッサージ効果を発揮。

ヘッドスパ アラトギブラシ

ラ・カスタ

（平）本体2,500円
税込2,750円

「ヘアエマルジョン」がカラーヘ
アをより美しく、補修力をより高
めリニューアル。

ラ・カスタ アロマエステ
ヘアエマルジョン 80ml

（平）本体4,300円
税込4,730円

紫外線やブルーライトから肌
を守る日焼け止め。サラサラな
のに乾きにくいUVパウダー。

オールライトサンスクリーンパウダー 10g
SPF38 PA+++(コンパクト、レフィル、ミニブラシ) 

アムリターラ

（平）本体2,000円
税込2,200円

口内環境を整えるオールインワン
タイプの歯みがき 。

トータル バランス オーガニック
トゥースペースト  100g

クールでもホットでも疲れ目に気持ちいい！
ソルトアイピロー抗菌ポーチ付

自然の海から取れた海
塩と緑豆を使用。温めて
ホットアイピローとし
てお使いいただけます。

→本体1,105円
税込1,215.50円

各（平）本体 1,300円

プレゼントにおすすめ
おうちで温泉気分セット
いい湯種・浴用メッシュタオル・ハード

お風呂に入れるだけで温泉
気分を味わえるセット。遠赤
外線を放射する「オーラスト
ーン」がそのままゴロゴロ!

→本体8,600円　税込9,460円
（メ）本体 11,800円

アロモアミニに木目デザイン＆充電式のモデル
アロモアミニポータブル ウッド

ちょっとひと息。ハーブティーでリラックスタイムを
ガーデンサポート ブレンドハーブティ各種

→本体6,800円　税込7,480円
（平）本体 8,000円

2点で→本体646円　税込697.68円
2点（平）本体760円
1点（平）本体380円

エッセンシャルオイル
各種15％OFF

自分に合ったアロマオ
イルを見つけて、生活の
中にちょっとしたリラ
ックスタイムを。

エッセンシャルオイルの微粒子
を空気で効率よく拡散させるディフュー
ザー。天然アロマの心地よい香りをしっ
かり香らせることができます。

（平）本体78,000円　税込85,800円

ウルトラファインバブルを生成する、優
れた洗浄効果を持つシャワーヘッドと
髪や頭皮の健康を追求したヘアブラシ
のイオンボディ特別セット。

ウルトラファインミスト
ミラブルプラス

ミラブル

5,000円のお買物券プレゼント

3,000円のお買物券プレゼント

LED+厳選された美肌に導く4つのエステ機能(EMS/イオン導出
/RF/イオン導入)を1台にした5in1ビューティーデバイスです。

（平）本体9,880円
税込10,868円

プロクオリティを再現した
頭皮ケアをご自宅で手軽に
楽しめます。頭皮からのう
れしい変化と、癒しを実感。

マイトレックス ヘッドスパ
乾いた髪、濡れた髪、首や肩にも

プレゼント

イオンボディ限定!!
NuWay 4hair速乾ブラシ

国産オーガニックコスメブランド
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。

日本女性の髪も肌も心も熟知した
日本生まれ
植物の生命と癒しをテーマに日本で生まれたナチュラル
ヒーリング化粧品。天然アロマとオーガニック原料を使い、
ヘアケア、ボディケアを中心に取り揃えております。

5,000円のお買物券プレゼント

（平）本体7,000円
税込7,700円

化粧水、美容液、乳液、クリー
ム、化粧下地の効果があるオ
ールインワンタイプの美容
液です。BDIH認定。日本製。

ブラッディローズジェリー 40ml

（平）本体4,000円
税込4,400円

汚れ、皮脂、不要な角質を吸
着除去し、代わりに水分と
ミネラルをお肌に与えるパ
ックです。

ホワイトウォッシュパック 150g

（メ）本体12,000円
税込13,200円

ピュアキュア美容液 20ｍl

（メ）本体3,800円

ピュアキュアCCクリーム 30g
　　　　　　　　　　SPF50+ PA++++

ローズドビオ
肌理論と植物学に基づき
開発されたオーガニック化粧品
お肌を美しくするには、オーガニ
ック植物を贅沢に用い、粧品を作
ることが重要と考えています。

ピュアキュア
最新美容成分「ヒト幹細胞培養液」を取り入れた
実感するエイジングコスメブランド
長年にわたり敏感肌のご相談に多く対
応してきたイオンボディプロデュースの
本格的エイジングコスメブランドです。

I send this gift with my warmest regards.Because I want to see your happy face,…

2021

5/9
日

母の日ギフト配送料5/11（火）まで特別価格
母の日ギフトお買上げ3,300円（税込）以上で全国330円（税込）
（一部離島除く）

（平）本体28,000円　税込30,800円

独自のLEDプログラム+α機能。お悩み別の集中ケア(3Dバイブレ
ーション機能/イオン導出/イオン導入)でさらに自信の持てる肌へ。

（平）本体2,500円
税込2,750円

（平）本体3,000円
税込3,240円

木樽熟成りんご酢に注目の美容
成分「プロテオグリカン」を配合
した、今までになかった美容サ
ポートビネガー。

女神の林檎 500ml
“美・活・輝”を願う女性の力強い味方

（平）本体3,334円
税込3,600.72円

悩みや変化が気になる大人
世代を美しく健やかに導く
サプリメント。

（平）本体2,200円
税込2,376円

食べたら飲むだけ新習慣! 
高濃度黒烏龍茶が主成分の
サプリに新しく酵素をプラス!

酵素インナチュリズム
アフターダイエット 180粒

活きた酵素をプラス

フラコラ プラセンタつぶ 90粒
470mg×90粒

たった3粒にプラセンタ11,300mg

（平）本体4,800円
税込5,184円

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
らる、大ロングセラーアイテム。

コーボンマーベルN525 525ml
自然の酵母飲料

（平）本体7,800円　税込8,424円

ロイヤルマックスは生菌である乳酸菌、酵母菌など45種類の複数
菌（特に枯草菌が多い）で構成されています。

ForBeauty（ROYALMAX） 30g（0.2g×150粒）
バランスのとれた健康を目指す

エステティックサロン「ボディズケア限定販売」

選べるキャンペーン2021.4.1（木）-5.18（火）
デンキバリブラシ®×電子コスメ

●極上フェイシャルエステセット
3点セット
税込198,000円
【電子コスメ
（税込19,800円分）
プレゼント】
スキンローション
200ml
スキンエッセンス 30ｍl

エクスイディアル オーヴォ
エクスイディアル

PYR KNIGHT（パイラナイト）
【造形美】をテーマに開発された最新の美容機器

欧米では天然のお香とし
てライフスタイルに浸透
しており、ヨガや瞑想を行
う前、リラックスしたい時
などに使用されています。

PALO SANTO ボトル 6本
（パロサント）

中南米の希少な神秘の香木

（メ）本体800円
税込880円

「幸福」と名付けられた高
級インセンススティック。
プレゼントにおすすめ。

ウェルビーイング各種 30g
進化する、日本のお香

（メ）5,400円
→本体4,590円

税込5,049円

就寝前、お昼寝やちょ
っとした休憩などに
おすすめです。

gruria（グルリア）
目元ケアに、たった15分のアイマスク

（メ）本体1,000円
税込1,100円

アロマキャンドルとして
はもちろん、キャンドル
ウォーマーランプミニに
もぴったりなキャンドル。

香るキャンドル

香りを楽しむ工夫が詰め込まれた
グラスインキャンドル

（メ）本体650円
税込715円

口元はゆったりとしてい
ますので、暑い季節にもぴ
ったりです。ほんのり香る
ラベンダーサシエ付き。

欧州物語LV ファブリックマスク各種
鼻と顎をしっかり覆うことができる

（メ）本体1,500円
税込1,650円

花びら風呂として、有
泡風呂としてもご使用
いただけます。

カンポディフィオーリ 70g各種

イタリアの生花店をイメージした
見た目も華やかなバスペタル

（メ）本体5,000円
税込5,500円

ショコラトリーに並ぶバトン
ショコラのように、6種類の
BÂTONNET（お香）と温か
みのある質感にESTEBAN
のロゴが刻印されたオリジ
ナル香皿とを組み合わせた
ギフトセット。

お香&香皿 インテリアガーデン
ESTEBANの世界旅物語シリーズ

エリクシノールCBD ロールオン450 8ml
清涼感のあるオイルをつけてリフレッシュ

アロマインセンススティック

植物原料100％の高品質国産
インセンススティックです

アロマインセンスコーン

植物原料100％の高品質国産
インセンスコーンです

高濃度CBD配合の新しいロールオ
ン  ホホバオイル × ヘンプCBDオ
イル × ミント CBDを更に高濃度配
合したCBDオイルがロールオンタ
イプで新登場!!

お香専門店のブレンダー
が配合していますので優
雅な香りを楽しめます。

コンパクトで扱いやすいコー
ンタイプのお香は、見た目も
可愛らしくプレゼントにもお
すすめ。

台湾烏龍茶である「文山包種茶」をベ
ースにジャスミンのお花で自然な香
りを茶葉に移しました。香料などは一
切使用していないないので、ジャスミ
ンそのままの香りを満喫できます。

心安らぎリラックスTEA
【台湾烏龍茶×ジャスミン】缶（10包）

香りと味を楽しみながら、贅沢なひと時を

（平）本体3,900円
税込4,290円

（平）本体1,400円　税込1,512円

15％
OFF

→表紙にお買い得企画あります。

リポソープされたヒト幹細胞培養
液を高濃度で配合。お肌に浸透し土
台から変化を感じます。これ１本で、
高レベルなお手入れの完成です。

ヒト幹細胞培養液配合。色ムラ
や毛穴を自然にカバーして艶や
かで澄んだお肌に仕上げる日中
用美容液・化粧下地です。

15％
OFF

よりどり
2点で
15％
OFF

15％
OFF

27％
OFF

数量限定
めぐりケアセット

イオンボディ限定色を
含めた、からだの内側
あたためパットと三陰
交あたためサポーター
で、からだの内側から
めぐりケア。

→本体6,500円　税込7,150円
（メ）本体 8,400円

心を和ませたい時、
幸せに眠りたい時、
シーンに合わせて
ハーブをブレンド。

15％
OFF

15％
OFF

15％
OFF

→本体510円
税込561円

各（メ）本体600円
→本体510円

税込561円

各（メ）本体600円

（平）本体40,900円　税込44,990円

エクスイディアル スフェラ ピンク/ブラック/ホワイト
エクスイディアル

2つの最新機能をを搭載。
さらに使いやすさと効率
的に効果を出すための形
状にもこだわり抜いて開
発された最新美容機器。

→本体47,600円
税込52,360円

（平）本体68,000円

23％
OFF

15％
OFF

→本体3,230円　税込3,553円→本体3,230円　税込3,553円

30％
OFF

※商品は一例です。

※商品は後日お客様のご自宅へお届けとなります。

※商品は後日お客様のご自宅へお届けとなります。

全店で先着50個限定

※プラナロム、イオンボディ昼用・夜用除く

※（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。

特別な日に贈りたい、スペシャルギフト いつまでもきれいなお母さんでいて欲しいという願いをこめて。

日頃の疲れをほぐす癒しグッズ健やかに心地よく過ごして欲しい

●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/

※本チラシ掲載品は他の割引との併用は出来ません。※店舗により一部商品はお取り寄せになります。スタッフまでお問い合わせ下さい。
お買い物券プレゼント商品は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6/29（火）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。


