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美と健康のライフスタイルショップ 2021

7/9
金

2021

8/5
木

8,000円のお買物券プレゼント 6,000円のお買物券プレゼント15,000円のお買物券プレゼント

光脱毛機、楽天家電年間ランキング
6年連続1位（2012～ 2017）
家庭用脱毛器ケノンセット 各色
（美顔カートリッジ付）

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。

20％
OFF

ビタミンCが12時間お肌で働く
VitabridC12 ビタブリッドC 50％

OFF

「飲む」素肌美人
ヘリオベール 21粒

フェイスマスク各種 各30枚

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。

（平）本体 1,500円

→本体750円　税込810円
たっぷりと美容成分を含んだシートマスク

エッセンスシートマスクVC
プレミアムフェイスマスク ゴールド／プラチナ／ブラックパール
ハトムギエッセンスシートマスク

→本体480円　税込528円
各（平）本体 800円

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。

（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

各 （平）本体63,455円　税込69,800.50円 （平）本体40,900円　税込44,990円（メ）本体180,000円　税込198,000円

●スーパープレミアム
　カートリッジ（付属）

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）

40％
OFF

イベント情報
化粧品を1回2,000円（税込）
以上お買い上げで
「ピュアキュア美容液」
アルミパウチ0.5ml
プレゼント

見るたび
お得情報!!

全店合計
90名様限定

全店合計
1,500名様限定

ベネクスのリカバリー
ウェア5,500円（税込）以上
お買い上げで入浴剤（2袋入り）を
プレゼント

※ご入会方法はP12を
　ご覧下さい。全店合計300名様限定

1回のお買い上げ5,000円（税込）
以上で「アルコールスプレー」
1本プレゼント

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ーツリ
ーオイル配合）

《イオンボディアプリ》

2021年7月9日（金）～各店舗にて

毎週届く
いろいろクーポン
配信中!

→本体6,000円　税込6,600円
1本 （メ）本体12,000円

入会
無料

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441円 税込485.10円
（平）本体 630円

詰替と空ミニボトルの数量限定セット

シャツシャワー
ひんやり涼感BOX

消臭力UP! 衣類に
スプレーするだけ
! ひ ～ ん や り 涼
感！汗をかくたび、
ミントのひんやり
と気持ちのいい冷
涼感が持続します。

ひんやりシャツ
シャワーよりも
強力!
ひんやり感
130%! 
消臭力120%!

→本体960円
税込1,056円

（平）本体 1,200円

シャツシャワー
ひんやり極冷感BOX

→本体1,000円
税込1,100円

（平）本体 1,250円

デンキバリブラシ
エレクトロン エブリワン

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

全店で
30台

ウルトラファインミストミラブルプラス
今話題のシャワーヘッド

ウルトラファインバブル
を含んだ水流は、まるでシ
ルクに包み込まれるよう
な上質な肌感覚を実現。

イオンボディはミラブル
正規取扱販売店

販売店 ID-03M102411E05

30％
OFF

20％
OFF

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」

【旧処方品※特別価格】
ヒト幹細胞培養液高配合美容液

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。

全店で
180
セット

PureCure（ピュアキュア）美容液 20ml
50％
OFF

※但し、商品は後
日お客様ご自
宅へのお届け
となります。

※ボトルデザイン変更の可能性がございます。

◎イオンボディポイント付与対象外

※旧＝ヒアルロン酸1％配合
　新＝同4％配合

2021 夏祭り2021 夏祭り

特別お買物券プレゼント特別お買物券プレゼント

夏祭りスペシャル夏祭りスペシャル

●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/

※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。

サマ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。
※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。

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㎡

店舗情報

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

サマ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9月5日（日）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。

※1回のご精算で、お1人さま1回限りとなります。
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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。※価格の相当表記は、グラム又は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。

洗顔により起こりがちな肌トラブ
ルや肌悩みをすこやかに解決する
人気のキットです！単品購入より
も10％お得です。

→本体7,200円　税込7,920円
（平）本体 8,000円

国産カミツレエキス100％の華密恋入浴剤
華密恋薬用入浴剤セット 400ml+50ｍl

カミツレのやさしい香りで、
おうち時間をすこやかにお
過ごしください。夏の冷房で
身体の冷えや乾燥が気にな
る方にもおすすめです。

夏のお肌におすすめのセットです
プロハーブセット
100ｍl+30g+お試しスキンケアサンプル
セット（8種類）

気になる時にサッと使える
便利なスプレータイプの「ア
クアＳＰ　ＡＺ」としっかり
ＵＶケアできる「ホワイトＵ
Ｖクリーム」のセットにお試
しスキンケアサンプルが８
種類ついたお得なセット。

→本体2,800円　税込3,080円
（メ）本体 4,000円

角質をポロポロからめとり
つるつるタマゴ肌
ナイス&クイック ピーリングセット

肌のごわつきやざらつき
に、顔にも身体にも使える
ピーリングジェル。

本体1,280円税込1,408円

炭酸エステでシュワシュワ保湿
JRスパ－クリングエッセンス
ウォ－タ－セット 250g＋35g

大人気のスパークリング
エッセンスウォーターに
持ち運びに便利なミニサ
イズが付いたお得な限定
セットです。

本体980円　税込1,078円

本体2,200円　税込2,420円
シャンプー＆リンス
無添加せっけん頭皮ケアセット

やさしい泡で地肌を
すこやかに洗い上げ
るセット。人気商品の
サンプルセット付。

→本体1,800円　税込1,980円
（メ）本体 1,900円

全店で
40
セット

オーガニックコットンの茶ガーゼ生地を使用したパンティーライナー

オーガニック布ナプキン ライナー用 お得なセット

dライナー3枚セット

ワッフルネルライナー3枚セット

やさしい色合いでふんわりやわらかな肌触
りです、防水布が入っていないので通気性が
よく、毎日快適にお使いいただけます。

肌に触れる部分がワッフル仕様のお得なビ
ギナーズ向けのセットです。コットンなので
肌触りもふんわり柔らかい質感になります。

→本体1,000円 税込1,100円
（メ）本体 1,200円

→本体2,000円 税込2,200円
（メ）本体 2,400円

くすみのないクリアな肌に整える洗顔セット!
肌トラブルでお悩みの方にも!
毛穴お掃除クリア肌セット
アクアクレンジングジェリー150ｍl
＋ホワイトウォッシュパック150g

白ぶどう・パイン・ピンクグレープフルーツ・
オレンジ

お買い得な
ドライフルーツセット

パパイヤ、メロン、マンゴー、トマト、
パイン

→本体1,000円　税込1,080円
（平）本体 1,416円

（平）本体 27,000円　税込29,700円

（平）本体 33,000円　税込36,300円 （平）本体 18,800円　税込20,680円

卵殻膜化粧品リピート率
NO1　24時間、継続保湿。
肌の再生力を育む自然派
スキンケアです。

イギリス生まれの心癒すフラワーセラピー

生命力溢れる植物の力を
取り入れ、エッセンシャル
オイル。化粧品等の上質な
ライフスタイルを提案。

すべては自然の力で
ニールズヤード

自然葉シャンプー 300ml
（平）本体3,000円　税込3,300円

オーガニータ（ディープブラウン）100g
（平）本体2,300円　税込2,530円

グリーンノートヘアケア商品3,000円（税抜）
お買い上げ毎に500円のお買物券プレゼント

バッチフラワーレメディ商品2,000円（税抜）
お買い上げ毎に300円のお買物券プレゼント

ラ ロッシュ ポゼ商品3,000円（税抜）お買い上げ毎に
500円のお買物券プレゼント

ジュンコカヤヌマ商品3,000円（税抜）お買い上げ毎に
500円のお買物券プレゼント

しっかりと白髪をカバーし、退色
時の色合いが美しい。100％天然、
安心、安全なヘアカラーです。

植物成分100％体と地球にやさしい白髪染め
グリーンノート ヘナ

5,000円のお買物券プレゼント

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

300円のお買物券プレゼント

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
ReFa フォーボディ

3,000円のお買物券プレゼント

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。

（平）本体 3,200円　税込3,520円

（平）本体 3,200円　税込3,520円

ダブルドレナージュローラーで血流を促進
ReFa ACTIVE DIGIT 黒／白
（アクティブ ディジット）

3,000円のお買物券プレゼント

パワフルな振動でPRO仕様。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。

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。

タフなカラダのためのコンディショニングギア
リカバリーガンPRO

1,000円のお買物券プレゼント

※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 640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！ これは
お酒です

レイク
タウン店
限定96
セット

全店で
15台

（平）本体 6,000円　税込6,600円

800円のお買物券プレゼント

疲れた手首や足首を4層のエアバッ
グがしっこり包み込んでマッサージ。
どこでも使える乾電池とACアダプ
ターの2WAY電源。

手首はもちろん足首にも使えます　数量限定
エアマッサージャー リラギョ ブルー、ピンク

（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。

かわいい見た目でも、パワーは本格派！
リカバリーガン RG-01 ホワイト

マナラ ツルリナウォッシュ
粒洗いのスクラブ効果! 毛穴スッキリ!

美容液成分98.8%配合! 
マナラ モイストウォッシュゲル

500円のお買物券プレゼント

（平）本体 3,000円　税込3,300円

（平）本体 3,500円　税込3,850円

LPLP ヘアカラートリートメント各色
200g

ヘアカラーは頭皮にやさしい物を選びたい

ムラなく染めやすいジアミンフリー
LPLP ヘアカラーフォーム各色 80g

〈一例〉

バッチフラワーレスキュー レメディ 10ml
（平）本体2,400円　税込2,592円

バッチフラワーレスキュー（キャンディ）各種 50g
（平）本体1,650円　税込1,782円

UVイデアXLプロテクション
トーンアップ ローズ 30ml

（平）本体3,400円　税込3,740円

ターマルウォーター 300g
（平）本体3,300円　税込3,630円

〈一例〉

バッチフラワーレメディは、英国医師
バッチ博士により完成された、植物を
使った健康のためのシステム。体内に
取り入れることで、感情や心のバラン
ス維持に役立てるという考え方です。
レメディ 5つを調合して作ったレスキ
ューレメディやキャンディが人気です。

バッチフラワーレメディ

※パウチ・シャンプーは除きます

フランスの湧水、ラ ロッシュ ポゼターマルウォーターを配合

ライゼ商品3,000円（税抜）お買い上げ毎に
500円のお買物券プレゼント

ニールズヤード商品3,000円（税抜）お買い上げ毎に
500円のお買物券プレゼント

95.3％の医療関係者が推奨する保湿化粧品！
ラ ロッシュ ポゼREISE（ライゼ）

敏感肌のためのスキンケア
ブランド - 世界で25,000
人以上の皮膚科医が採用す
るブランドです。

＜一例＞

保湿エッセンスセラム乳液
（平）本体 4,180円 税込4,598円

3層導入オイル化粧水
（平）本体 3,700円 税込4,070円

＜一例＞

サヴォンドゥパルフェ
（平）本体 3,324円 税込3,656.40円

ミストパルフェ（美容液） 30ml
（平）本体 8,500円 税込9,350円

＜一例＞

NYRビューティバーム ワイルドローズ 50g
（平）本体 8,600円 税込9,460円

フランキンセンスウォーター200ml
（平）本体 3,500円 税込3,850円

ニキビ・肌トラブルの方、敏感肌の方も安心して使えます
ジュンコカヤヌマ

敏感なお肌の方でも安心でき
るシンプルな素材を使ったコ
スメ。素肌からきれいにします。

頭皮から、髪・肌・表情の美しさを呼び起こす
ReFa グレイスヘッドスパ

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。

（平）本体29,800円　税込32,780円

トリートメント前に使用する「プラスワンの
カスタムトリートメント」
ヘアドルチェ プロショット
カスタムトリートメント 100ml
ケラチンを高配合しており、ダメージが気にな
る方へトリートメント前に混ぜることでダメ
ージケアが可能に。洗い流すトリートメント。

（平）本体1,480円　税込1,628円

全店で
10台

自宅で手軽に本格水素入浴。お肌もしっとり
ナノ水素スパ入浴剤 1kg

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。

→本体3,040円　税込3,344円
（平）本体 3,800円

αオーラわたと遠赤外線チップを
使ったアイマスク
疲れほぐしアイマスク

ダブルの遠赤外線効果。目元をじんわり
包んで、目の疲れをほぐします。リラック
スして眠りの質もアップ！マスクによる
目の乾燥も温めてほぐします。

→本体2,800円　税込3,080円
（平）本体 3,500円

お手軽水素
イオンボディ 水素サプリ 30粒、210粒

→本体3,200円　税込3,456円
30粒 （平）本体 4,000円

→本体12,400円　税込13,392円
210粒 （平）本体 15,500円

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。沖縄県産の未
焼成サンゴカルシウム100％。

→本体4,320円
税込4,665.60円

（平）本体 4,800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

→本体500円
税込550円

（メ）本体 700円

不純物を限りなく取り除
いた「超純水」で、ストレス
フリーな肌へ。

オリゼピュアウォーター
スプレー150ml

超ピュア水で夏肌に水分補給

→本体698円　税込767.80円
（メ）本体 800円

クリーミーな泡が手指の
すみずみを洗うと同時に
殺菌・消毒。イランイラン
＆ラベンダーの香り。

ウォッシュボン ハーバル薬用
泡ハンドソープ

ヤシの実からつくられた、植物性うるおい成分配合

→本体898円　税込987.80円
（メ）本体 1,000円

合成界面活性剤、合成香
料、着色料、保存料 無添
加。うるおい植物エキス
「アロエベラ葉エキス＆カ
ミツレ花エキス」配合。

アラウ泡フェイスソープセット
敏感肌にやさしい低刺激処方

→本体5,980円
税込6,578円

（メ）本体 8,800円

コンパクトでコードレス、
持ち運びに便利な巾着付き。
本体底部にはライトがつい
ています。

モバイルアロマディフューザー
エクストラ ホワイト・シルバー

水を使わないネブライザー式
数量限定

30粒

白ぶどう・パイン・ピンクグレープフルーツ・
オレンジ

210粒

全店で
30
セット

※サンプル写真は
　イメージです。

9.5cm×21cm 全店で
100本

→本体2,205円
税込2,425.50円

（平）本体 3,150円

世界最難関と言われるフランス
のオーガニック認証「エコサート 
(ECOCERT) 」の”ORGANIC 
COSMOS”認証を取得した万能
オイル。

ネクタローム オーガニック・
アルガンオイル 45ml

本物のアルガンオイル”が、
肌や髪の保湿環境を整え理想の状態に

全店で
40
セット

※レイクタウン店・東雲店・品川シーサイド店・土浦店・ユーカリが丘店・三宮店限定

※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
50
セット

全店で
50
セット

32％
OFF

10％
OFF

28.5％
OFF

（平）本体 900円

→本体720円　税込792円

100％天然由来成分の美容乳液
琉白月桃エンリッチクリーミー
シートマスク 1枚入

オーガニック認定取
得。濃密マスクが、乾
いた肌をうるおいに
満ちたもっちり肌へ 
導きます。

30％
OFF

ピーリングジェル 500g
＋パウチサンプルセット
　○化粧水 3ml
　○保湿ジェル 3ml
　○ジェルクレンジング 3ml
　○酵素洗顔パウダー1包
　○クレンジングシート 1枚

シャンプー520ｍl
リンス 520ml
浴用石鹸 30g
せっけんハミガキ
ミニサイズ

泡フェイスソープ 200ｍl
詰替 180ｍl
薬用ハミガキ 「クルクリン」
サンプル付

泡ハンドソープ 310ｍl
詰替 280ｍl
薬用ハミガキ「クルクリン」
サンプル付

全店で
72
セット

全店で
49
セット

全店で
70
セット

（メ）本体 2,500円

全店で
300
セット

※一部店舗は
　お取り寄せ

全店で
50
セット

全店で
50
セット

7/9
金

2021

8/5
木

2021

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。）　

※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。 

2021 夏祭り2021 夏祭り

お買い得20%OFF

夏祭り福袋 お買物券プレゼント
サマ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9月5日（日）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。
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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。※価格の相当表記は、グラム又は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。

100％天然死海塩のバスソルト
デッドシー バスソルト ナチュラル

お湯に溶けたソルトはイオン化し
たミネラルとして、お肌から浸透圧
作用により素早く吸収されます。ミ
ネラルがお肌を内側から潤わせ、ゆ
っくり温泉のようにリラックスし
ていただけます。

→本体2,507円　税込2,757.70円
1kg （平）本体 2,950円

→本体4,080円　税込4,488円
（平）本体 4,800円

→本体1,558円　税込1,682.64円
各（平）本体 1,833円

→本体1,360円　税込1,496円
500g （平）本体 1,600円

100％植物性のやさしいプロテイン
九州アミノシェイク 各300g

ただ筋肉を付けるためではなく、美容や健康に特化した
ソフトプロテインです。九州産のきな粉を中心に植物性
のみを使用。

中鎖脂肪酸が主成分の国産MCTオイルに米
国産CBDを そ れぞれ500mg、1000mg、
2000mg、3000mgブレンドしたMADE IN 
JAPANのCBDオイルです。

→本体590円　税込637.20円
（平）本体 695円

SNS・TVで何度もバズる！
そのままでも料理に使ってもおいしい
池田屋 生ハムのような鰹節 食べる削り節 70g

保存料・化学調味料無添加の生ハム
のような鰹節。鹿児島県枕崎産の厳
選されたかつおを特製タレに漬け
込み、培乾を重ね中厚削り節に仕上
げました。 ほんのり和風醤油味。 ビ
ール、日本酒のおつまみはもちろん、
チーズを添えてワインのおつまみ
にもピッタリです。

→本体793円　税込872.30円
（平）本体 934円

超お手軽ミネラルチャージ!
グレイトミネラル
（塩水湖水ミネラル液） 100ml

アメリカユタ州のグレイトソル
トレイクから採取した塩水湖水
を一年間太陽の光と熱で天日し、
塩の結晶を取り除いてミネラル
分を取り出しています。 現代人
に不足しがちなミネラル成分が
食卓で手軽に補給できます。

→本体3,060円
税込3,304.80円

（平）本体 3,600円

爽やかな森の香り。
消臭・帯電防止・花粉バイバイの優れもの
フィトンα消臭ミスト
（布製品用）300ml

植物抽出成分をたっぷり配合
した布製品に付着するニオイ
を消臭する消臭剤。

→本体1,360円
税込1,496円

（平）本体 1,600円

「インナービューティー新習慣!」
ミネラル不足をサポート
そのまま+ミネラル

美肌・美ボディーはミネラ
ルが命! 70種類近いミネ
ラルを優れた体内吸収率
で摂れる唯一のフルボ酸
ミネラルサプリ。化粧箱に
入ってギフトにも最適。

→本体4,930円　税込5,324.40円
6g×30包 （平）本体 5,800円

→本体2,805円　税込3,029.40円
6g×15包 （平）本体 3,300円

さわやかなヒノキの香り
桧水・入浴剤 500ml

お風呂用天然抗菌芳香剤。 合
成界面活性剤、合成香料、合
成色素不使用。 入浴剤以外で
もご活用していただけます。

→本体1,530円 税込1,683円
（平）本体 1,800円

→本体2,550円 税込2,805円
（平）本体 3,000円

アメリカ育ちの菌活飲料
ハーブアブソリュート
コンブッカ 720ml

→本体4,080円
税込4,406.40円

（平）本体 4,800円

植物成分防虫剤
森の香り

爽やかな森の香りの
植物成分で作られた
衣類用防虫剤です。害
虫による衣類の食害
を防ぎます。本体表面
は2層構造不織布使用。

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。

天然塩をたっぷりと配合した
「本格塩石けん」です
塩石鹸

ミネラル豊富な海塩をた
っぷりと30％も配合した、
低刺激な無添加石鹸です。
お塩の力でお肌がツルツ
ルになり、毛穴ケアにも
おすすめです。

ココナッツ由来のMCTオイル
仙台勝山館 MCTオイル 360g

無味無臭！料理や飲み物に
混ぜるだけで効率的に摂取
できます。糖質制限時のエネ
ルギー補給にもおすすめ。

「ぬか床」から東京大学薬学部が
発見し研究
11-1（イチイチ-イチ） 30包入り

東京大学薬学部が
１万種類以上の物
質の免疫活性率を
調査し、もっとも
免疫活性率が高か
った新種乳酸菌。

→本体7,565円
税込8,170.20円

（平）本体 8,900円

生命力が強い奇跡の実
シーベリージュース 720ml

→本体2,380円
税込2,570.40円

各（平）本体 2,800円

アントシアニンが豊富、
カシスポリフェノール
ジャフマック発酵カシス飲料
565ｍl

ニュージーランド産のアン
トシアニン豊富なカシスを
伝統的な酵母発酵技術で発
酵飲料に仕上げました。

→本体1,606円
税込1,734.48円

（平）本体 1,890円

水溶性ケイ素（シリカ）
リンクス UMOプラス 50ml

→本体3,400円
税込3,672円

（平）本体 4,000円

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。

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。

→本体1,198円
税込1,293.84円

（平）本体 1,410円

3億年前の海からの恵み
ローズソルトロック

スキンケア発想の美容液リップグロス
HYALO PRO MAAs
リップセラム 001

ミネラル分が多く含
まれる、天然のバラ色
ソルト。天然ミネラル
が18種類含まれ、アル
カリ性の栄養素が高
い天然岩塩です。

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

ハリとうるおいの
元である「ヒアルロ
ン酸」を育む力を内
側からサポートし、
唇の縦ジワをなめ
らかに整え、ぷっく
ら唇へと導きます。

→本体1,530円
税込1,683円

（平）本体 1,800円

→本体1,105円
税込1,215.50円

（平）本体 1,300円

塩のチカラで快適快眠をサポート
ソルトクールピロー
各種

ソルトアイピロー
抗菌ポーチ付各種

自然の海塩を使用した塩の
まくらで快適快眠心地よい
ヒンヤリ感が続きます。

スマホやパソコンで疲れた
目を優しくケア抗菌ポーチ
付きでマスクケースなどに
も使えて衛生的。

台湾で愛される無農薬天然ハーブを
使用した阿原/YUAN（ユアン）
ユアンソープ 100g

→本体1,360円 税込1,496円
月桃ソープ（平）本体 1,600円

→本体1,275円 税込1,402.50円
よもぎソープ（平）本体 1,500円

高純度天然フルボ酸エキス95％配合
アミノスパA+3 95 整える美養液
　　　　　　　　　  150ml、500ml

天然フルボ酸高配合の自然派ロ
ーション。お肌の乾燥や化粧崩
れが気になる時はメイクの上か
ら軽くスプレーすると肌が落ち
着きます。

季節ごとの旬のハーブを、
独自のレシピで調合。花や
草、果実などの貴重なエッ
センスを抽出し、上質なオ
イルと合わせて丁寧に手
作りされたハーバル石鹸。

夏の暑さ対策に
和種はっか油

爽快な清涼感にほの
かな甘みと懐かしさ
を感じるミント。

→本体 1,275円　税込1,402.50円
50ml（平）本体 1,500円

→本体 680円　税込748円
15ml（平）本体 800円

→本体 850円　税込935円
20ml（平）本体 1,000円

→本体 2,975円　税込3,272.50円
100ml（平）本体 3,500円

手にやさしい米ぬか酵素洗剤
米ぬか酵素洗剤

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

マッサージ＆パック 100g （平）本体 3,000円

→本体 2,550円 税込2,805円

※一部商品は
　お取寄せ

フェイス＆ボディ200g （平）本体 3,000円
→本体 2,550円 税込2,805円

本体 180g （平）本体 1,389円
→本体 1,180円　税込1,298円

塩石鹸30 90g （平）本体 1,500円

→本体 1,275円 税込1,402.50円
塩とつばきのめぐみ （平）本体 1,500円
→本体 1,275円 税込1,402.50円

150ml （平）本体 3,000円

→本体 2,550円 税込2,805円
500ml （平）本体 7,000円

→本体 5,950円 税込6,545円

クローゼット用6本入 （平）本体 2,000円

→本体 1,700円 税込1,870円

シーベリーにはビタミ
ンACE、ア ミ ノ 酸、オ
メガ７が豊富。

●シーベリー
●シーベリー+ゆず

→本体 1,873円
税込2,022.84円

（平）本体 2,204円

→本体 1,513円
税込1,634.04円

（平）本体 1,780円

ブラウンシュガーファースト
有機エキストラバージン
ココナッツオイル 425g

ココナッツを収穫し洗
浄、胚乳を熱を一切加え
ずに圧搾し、遠心分離に
かけた新鮮なオイル。

青森ひばの材部を水蒸気蒸留で
抽出した精油
青森ヒバ精油

入浴剤として、足のにお
い取りとして、芳香・消臭
剤としてご使用できます。

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 4,900円
→本体4,165円
税込4,581.50円

ローズドビオ
ジュエルアップミスト
　　　　　　　化粧水＆美容液100ml

マスティハの蒸留プロセスに
由来する天然水性抽出物。お
肌を健やかに保ちます。

（平）本体 2,600円
→本体2,210円
税込2,431円

マスティハ
100%ピュアマスティハ
ウォーター 220ml

（平）本体 5,257円
→本体4,468円
税込4,914.80円

シーラン
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。

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 3,200円
→本体2,720円
税込2,992円

シーラン
エンハンシャル洗顔粉 50g

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 3,800円
→本体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

プラセンタとサイタイを独
自の黄金比でブレンド。女性
の複雑に重なる肌悩みへ多
角的にアプローチします。

（平）本体 4,167円
→本体 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

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 4,167円
→本体 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

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 3,334円
→本体2,833円
税込3,116.30円

美しくなる力を引き出し、素肌力を磨く
White'stプラセンタエキス原液 30ml

（平）本体 3,000円
→本体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 4,500円
→本体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

（平）本体 3,600円
→本体3,060円　税込3,366円

オーガニック保湿クリーム
琉白シークワーサーブライトニングミルク 30g

キメが整ったピュア素肌に導
くクリーム。乳液のように軽
く、心地よく伸びます。シーク
ワーサー等数種類のブライト
ニングエキス配合。

（平）本体 2,680円
→本体2,278円　税込2,505.80円

毎日の化粧下地にも
ネイチャーズフォー
UVスキンケアミルク30ml

植物エキスで肌を整えながら、
肌にやさしい紫外線反射剤で
UVカットするノンケミカル
UVミルク。

（平）本体 2,950円
→本体2,507円　税込2,757.70円

メイクや毛穴汚れを落としながら、必要な潤いを残すクレンジング
ネイチャーズフォー
モイストクレンジングオイル 180ml

鉱物油は使わず、植物美容オイ
ルでぬるつかずお湯でさっと
流せて肌負担も少なく、軽い使
い心地です。

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
アを実感！

（平）本体 3,334円
→本体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

天然由来成分配合、ツヤ・血色
を補う、SPF50+ PA++++＆
汗水に強いUV化粧下地。

（平）本体 3,150円
→本体2,677円
税込2,944.70円

琉白
シークワーサーブライトニング
UVヴェール 30ml

天然甘味料と天皇杯受
賞緑茶粉末で味付け

天然甘味料とカカオパ
ウダーで味付

天然甘味料とコーヒー
のみで味付け

抹茶
きな粉

カカオ コーヒー

500g

1Kg

よもぎソープ

月桃ソープ

乳酸菌で満足出来ない方へ
ForBeauty（ROYALMAX）
30g（0.2g×150粒）

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。

→本体6,630円　税込7,160.40円
（平）本体 7,800円

●抗菌効果の高い、ヒノキ精油を配合。
●シリカ配合で帯電防止効果があり、
ホコリや花粉を付きにくくします。

150ml

500ml→本体21,080円
税込22,766.40円

3000 （平）本体 24,800円

→本体16,830円
税込18,176.40円

2000 （平）本体 19,800円

→本体10,880円
税込11,750.40円

1000 （平）本体 12,800円

→本体5,695円
税込6,150.60円

500 （平）本体 6,700円

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
汚れを分解する洗浄剤。合
成界面活性剤をはじめ一切
の化学薬品を不使用。

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。

→本体2,975円
税込3,213円

（平）本体 3,500円

CBDアイソレートティンクチャー
4種（500、1000、2000、3000）各30ml

新しいウェルネス習慣

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。

※商品画像は
　一例です。

※商品画像は
　一例です。

※一部店舗はお取り寄せ

※一部店舗は
　お取り寄せ

※東雲、品川、三宮店は除く

※一部店舗は
　お取り寄せ

※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
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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。）　2021 夏祭り2021 夏祭り

15％OFF 15％OFF

15％OFF
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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

2021 夏祭り2021 夏祭り美と健康のライフスタイルショップ
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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）

美と健康のライフスタイルショップ 2021 夏祭り2021 夏祭り 7/9
金

2021

8/5
木
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