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●おそとでメディキュット 温感タイツ●メディキュット 
足あったか 温活ソックス●寝ながらメディキュット フル
レッグ あったか●メディキュット ヌーディーマジック ラ
イトベージュ

メンズ （平）本体価格56,000円
→本体価格20,000円 税込22,000円

レディス 各（平）本体価格58,000円
→本体価格20,000円 税込22,000円→本体価格1,380円 税込1,490.40円

（平）本体価格2,760円

→本体価格5,000円 税込5,500円
（メ）本体価格12,300円

→本体価格3,000円 税込3,300円
（平）本体価格7,390円

→本体価格5,000円 税込5,500円
（平）本体価格13,530円

→本体価格9,600円 税込10,560円
1本20％OFF （メ）本体価格12,000円

→本体価格28,800円 税込31,680円
4本セット40％OFF （メ）本体価格48,000円

→本体価格600円 税込660円
（メ）本体価格1,200円

→本体価格3,800円 税込4,180円
2本で（平）本体価格7,600円

ニューイヤー 福袋＆スペシャルプライス
ウインターフェスタでお渡しした300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。

※お一人様5個まで

全店で
800個

乳酸菌入りくわ青汁
90g（3g×30包）

美味しい青汁

■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

オンライン
ショップ

50％
OFF

健康・美容のための新習慣。1包あたり500億個以上の植物性乳
酸菌が入っており、腸内フローラを気にする方にオススメ。

ウィークリースペシャル
バイオセルロースマスク
（ヒト幹細胞マスク）  1枚

高密着・浸透エイジングケア

エステバンラッキーバッグ
フランスパリのフレグランスブランド

オーラからだあったかセット
身体の芯から暖かく

本気で、“美肌”を目指す人へ
ヒト幹細胞培養液配合美容液、AEONBODY 限定!!
PureCure（ピュアキュア）
美容液 20ml

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。
これ1本でエイジングのお悩みに対応。10月中旬発
売より既にコスメNo.1商品に、価値ある逸品です。

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

最先端テクノロジー
×

天然植物エキス
×

高保湿リペア

全店で
500個

※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。

人気の着圧ソックス4点

シミやくすみを改善し、メラニン生成を抑
えるプラセンタエキスを高配合。更にナノ
ホワイトやビタミンC誘導体などホワイ
トニング成分もたっぷりと配合。

メディキュット
ラッキーバッグセット レイク

タウン店
限定
30個

アスリートも愛用の快適なリカバリーウェア。疲れを残さない、アクティブな毎日
ベネクスラッキーバッグスタンダードドライ　メンズ／レディス サイズ：M、L、XL

全店で
合計200
セット

❶「IG Ｍローズ ラタンブーケ」❷エスプリ スプレー
100ml ❸マグノリア 40本入 ❹フロストディッシュ

人気のほっと腹巻ロングとからだ
の内側あたためパッドを身に着け
ていつでもからだがあたたか。

全店で
30個

Mサイズ/Lサイズ

メンズ レディス
64.2％
OFF

50％
OFF

59.3％
OFF

59.4％
OFF

→本体価格640円 税込704円
各（平）本体価格1,280円

ローズカッサ
天然石使用

→本体価格800円 税込880円
各（メ）本体価格1,600円相当

リードディフューザー各種
高級感あるグラデーションボトル

ブルー：
アクアブロッサム
グリーン：
フォレスト
ピンク：
ホワイトティー&
ジンジャーズ

→本体価格1,500円 税込1,650円→本体価格950円 税込1,045円
（メ）本体価格1,900円

オーガニックライナー
3枚セット

肌面はオーガニックコットン使用

クオリティーファーストオールインワン
シートマスクホワイトEX 30枚入り

プラセンタで、ツヤ・潤い・
透明感あふれるお肌に

全店で
100
セット

※各 150ml

※色柄は一例です。

fライナー 1枚・dライナー 1枚・
ミニライナー 1枚

ロングスリーブフーディ
（ボルドー）

ロングパンツ
（ネイビー）

ショートスリーブ
（ネイビー）

クロップドパンツ
（サックス）

ロングスリーブフーディ
（ネイビー）

ロングパンツ
（ネイビー）

ショートスリーブ
（ライトグレー）

ハーフパンツ
（ライトグレー）

全店で
M/L

合計200
セット

アウト
レット50％

OFF

50％
OFF

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

ヤシ由来の植物繊維を使用
したバイオセルのマスクに
ヒト幹細胞培養液を高配合
したパック。

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。

全店で
200個
限定

50％
OFF

63％
OFF

❶ほっと腹巻ロングLサイズ
❷からだの内側あたためパッド
❸ふくらはぎほぐしサポーター
　グレー
❹ほっとキルトミニ　ピンク
❺カイロみたいキルト

❶

❷

❸

❹

❺

40％
OFF

4本

全店で
80個

50％
OFF

2本で

全店で
  168個
限定

合
計

65％
OFF

全店で
150
セット

フェイス

フット＆ハンド

「美、愛、優しさ」
を象徴するとさ
れる天然石（ロー
ズクォーツ）で出
来たかっさプレ
ート。顔用、手足
用と目的に合わ
せて選べます。

全店で
  280個
限定

合
計

※　　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

美と健康のライフスタイルショップ 2019
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特別お買物券プレゼント

※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。

ニューイヤー 福袋

これは
お酒です

全店で
30台

（平）本体価格18,000円 税込19,800円

フェールプラス遠赤外線ドライヤー
1,250Ｗ

10秒でしっとり、つやつや

普通に乾かすだけで
髪しっとり、温度調整、
風量調整機能付きで
BODYにも使用でき
ます。

（メ）本体価格27,091円 税込29,800.1円

シェイプエアープレミアム
ピンク・ブラウン

骨盤ストレッチ・引き締め・ゆらし・ひねり・
全体の5コース

12か所にダブルエアバッグ
を搭載し、横・下・後ろ・斜めか
らあらゆる角度で骨盤から背
中にかけて力強いアプローチ。
厳選の５コース。

（平）本体価格24,800円 税込27,280円

ReFa CLEAR

熊野筆で優しく洗い上げる
電動洗顔ブラシ

肌にやさしくすべらせるだけで、今まで
落としきれなかった汚れまでしっかりオ
フでき、デリケートな肌に優しくアプロ
ーチ。肌表面や毛穴汚れを除去します。

全店で
15台

（平）本体価格29,800円 税込32,780円

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

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

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）本体価格15,273円 税込16,800.3円

骨盤スリムスタイリーエアー
ピンク・ブラウン

ソファーや椅子の上、床に置いても使える

6 ヶ所14枚のエアーバッグが
背中から腰、そして骨盤まわ
りまでの筋肉にアプローチ。
パワフルかつ心地よく筋肉の
バランスや姿勢を整え、スタ
イルアップを目指します。

（平）本体価格18,000円 税込19,800円

ルルド シェイプアップベルト
振動&EMS&ヒーター 3つの機能がこれ1台に

最大毎分約3,700回転のパ
ワフル振動、筋肉の深部まで
アプローチするEMS、振動・
EMSの機能を高めるヒータ
ー機能がこれ1台に。

全店で
20台

（平）本体価格35,000円 税込38,500円

3Dマッサージシートプレミアム
70cmのロングストローク

5,000円のお買物券プレゼント

マッサージチェアのユニッ
トを搭載し、もみ・たたき・
指圧と本格的なマッサージ
を実現します。

（平）本体価格36,000円 税込39,600円

シェイプアップボード
揺らして鍛える全身トレーニング

6,000円のお買物券プレゼント4,000円のお買物券プレゼント

4,000円のお買物券プレゼント 2,000円のお買物券プレゼント 500円のお買物券プレゼント

2,000円のお買物券プレゼント

コンパクトサイズであり
ながらも、パワフルなモ
ーターを搭載。トレーニ
ング効果を高める専用パ
ワーベルト・リモコン付。 （平）本体価格3,000円 税込3,300円

ローズオブローズティー（4g×15個）
無農薬栽培のバラ由来100%のお茶

500円のお買物券プレゼント

美容液「ブラッディーローズジェリー」に配合
の赤薔薇の花びらと、美容オイル「ローズオ
ブローズ」に配合のローズヒップの果肉だけ
のハーブティー。赤薔薇は豊富なバラポリフ
ェノール、ローズヒップには熱に強いビタミ
ンCが含まれ、美容や健康維持におすすめ。

配合オイルが肌にベールをまとい、スッキ
リなのにつっぱらない!　顔だけじゃなく、
ひじ、ひざ、かかとなど全身に使えます。

うるおい、ハリを与える洗顔料!　おすすめ
の拭き取り洗顔で、コットンに古い角質や汚
れが付着するので、くすみやゴワつきも解消!

疲れた手首や足首を、4層のエア
バッグがしっかりと包み込んでマ
ッサージ。弾力のあるエアカプセ
ルが心地良くこりをほぐします。

（平）本体価格3,200円 税込3,520円

（平）本体価格3,200円 税込3,520円

マナラ ツルリナウォッシュ（洗顔）

角栓をほぐして落とす新感覚の
パウダー洗顔

美容液成分98.8%配合! 
マナラ モイストウォッシュゲル

（平）本体価格6,000円 税込6,600円

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

1,000円のお買物券プレゼント

（平）本体価格14,500円 税込15,950円

ReFa エスカラット

細やかに、つまみ流す。
輝くような表情は、
細部で解き放たれる

目元や口元のゆるみがちな肌専用に設
計されたコンパクトなローラー。指先
で優しくつまみ流す動き「ポイントニ
ーティング」で、デリケートな肌を美し
く引き締めます。

全店で
15台

全店で
30台

全店で
30台

（平）本体価格33,000円 税込36,300円

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

5,000円のお買物券プレゼント

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。

※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

※一部店舗はお取寄せ

→本体価格5,000円
税込5,500円

ワイルドローズモイスチャーローションＮ100ml
（モイスチャーローション20ml＋モイスチャーミルク20ml）

アルニカマッサージオイルＰ 100ml
スキンフードN 30ml
歯磨きハーブ 75ml

ヴェレダハッピーバッグ
大人気、お得な限定セット!!

「EMクリームⅡ」と「EMクリームLight」
のタイプ違いのクリームをセットで。さら
に「おやすみソックス」（非売品）をプラス。

プロハーブハッピーバッグ
プロハーブの人気商品

→本体価格4,000円
税込4,400円

クレンジングウォーター 300ml
クレンジングシート10枚入り×3
オリジナルポーチ（非売品）

国産の赤薔薇エキス
を51%配合。1本で化
粧水、美容液、乳液、ク
リーム、化粧下地の人
気のオールインワン
ジェリー。

江原道クレンジングウォーター＆
シートセット（ポーチ付き）

ウォータープルーフメイクもするりと落とす
洗い流し不要のクレンジング水とシートのセット

ブラッディローズジェリー
40ml×3本

100天然由来成分

→本体価格3,800円
税込4,180円

ローションRミニ20ml（非売品）
オーガニックコットンマスク32ml×2枚

チャントアチャーム
モイストチャージセット

ふっくら弾むキメ密肌に

→本体価格3,024円
税込3,326.4円

→本体価格16,800円
税込18,480円

3本 （平）本体価格21,000円

アスタリフトモイストローション・エマ
ルジョンに人気のジェリーアクアリスタ
ミニサイズがついたお得なセット。

アスタリフト
ハッピーバッグ

数量限定

→本体価格5,000円
税込5,500円

非売品のオイルク
レンジングとセラ
ムローションがつ
いたお得なセット。

キュア ナチュラル
アクアジェル特別セット

週2回の角質ケアで素肌つるん

→本体価格2,500円
税込2,750円

セラミド原液を混ぜて作
った人気のセラミド原液
200と、調合したスキンケ
アセット。

チューンメーカーズ
セラミド保湿ケアセット

乾燥した肌も潤う

→本体価格5,300円
税込5,830円

ダブル洗顔不要で、メー
ク落とし・洗顔・温感マ
ッサージ・角質ケア・美
容パックの5つの機能
がこれ1つで完了。

ラフラバームオレンジ 100g＋
トリートメントローションミニ
20ｍl  特別セット

温感アロマ美容液クレンジングで柔らかな洗いあがり

→本体価格3,000円
税込3,300円

アロマ超音波加湿器、アロマ
ウォーター380ml×2本、
リードディフューザー

すぐに使える

→本体価格3,000円
税込3,300円

（メ）本体価格7,980円

あずきのチカラ 目もと用／あずきのチカラ 首肩用／
あずきのチカラ どこでもベルト

あずきのチカラ
あったかセット

あずきの天然蒸気100％で温めて
じわ～っとほぐす

→本体価格3,000円
税込3,300円

（平）本体価格3,780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。

ローズドビオ毛穴
お掃除＆クリア肌セット

クレンジングとホワイトウオッシュ
パックのお得なセット

→本体価格7,200円
税込7,920円

（平）本体価格8,000円

1週間たっぷりうるおうプラセンタCゼリー7本、
キレイ&たたかう乳酸菌プラセンタCゼリー31本、
王女の選択ライスミルク200ｍl、活性酵素お試し7
日間、アビオスベジパワープラス6包

健康食品セット
健康食品のお得なセットです

→本体価格2,000円
税込2,160円

（平）本体価格4,840円

●空間消臭アロマ（シトラスミント、オレンジハーブ）
●グレープフルーツ●ブレンドエッセンシャルオ
イル（シトラス、リラックス）計5種各5ml
●アロマストーン●ブレンドバスオイル28ml●リ
ードデフューザー夜100ml

生活の木ラッキーバッグ
人気の精油の詰め合わせ

→本体価格5,000円
税込5,500円

（メ）本体価格8,700円

マナラホットクレ
ンジングゲル300g
＋30g（非売品）

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

→本体価格3,800円
税込4,180円

マヌカハニー（MGO115/UMF6）50g
マヌカハニーキャンディ 30g

マヌカハニートライアルセット
あなたを守る、おいしい習慣

→本体価格900円 税込972円
（平）本体価格1,400円

食塩無添加ナッツセット
素材の美味しさそのまま

→本体価格1,000円
税込1.080円

（メ）本体価格1,512円

大豆たんぱくうすきり、デミグラス風野
菜大豆ボール、野菜と豆のカレー、玄米ラ
ーメン、アーモンドチョコクリーム、黒ゴ
マペースト

素滴しぼり3種の飲み比べセットです。

三育フーズセット
お買い得な

→本体価格1,000円
税込1,080円

（メ）本体価格2,045円

素滴しぼりセット 350ml 3種
果汁100％チューハイ飲み比べ！

→本体価格380円
税込418円

（平）本体価格480円
プルーン、あんず、マンゴー、メロン、いちじく

ドライフルーツセット
お買い得な

→本体価格1,000円
税込1,080円

（メ）本体価格1,416円

全店で
396
セット

全店で
240
セット

白ぶどう・りんご・ピンクグレープフルーツアーモンド、カシューナッツ、
ピスタチオ、マカダミアナッツ

※色・香りは選べません

全店で
60
セット

全店で
39
セット

全店で
60
セット

モイストチャージ
エッセンス30ml

全店で
80
セット

3,000円のお買物券プレゼント

※ウィンターフェスタでお渡しした300円お買物券はご利用頂けません。
※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2020年2月11日（火）まで。

全店で
120
セット

全店で
120
セット

セラミド200 20ml
原液保湿水 120ml
原液保湿クリーム 50g
原液保湿ハンドクリーム
15g（非売品）

加湿器＆アロマウォーターセット

レイク
タウン店
限定72
セット

全店で
24
セット

全店で
30
セット

レイク
タウン店
限定30
セット

※一部店舗はお取寄せ

◎肌の細かな部分にも届く3Dソニックモー
ション

◎毛穴にアプローチするイオンクレンジング
◎心地よい肌触りの熊野筆で優しく洗いあげる

全店で
30
セット

全店で
30
セット

全店で
58
セット

全店で
150
セット

TVで
話題!!

TVで
話題!!

※品川店、聖蹟桜ヶ丘店は対象外
※東雲店、品川店、
　聖蹟桜ヶ丘店、土浦店は対象外

（平）本体価格8,000円

※品川店、
　聖蹟桜ヶ丘店、船橋店は対象外※品川店は対象外

（平）本体価格4,744円

全店で
80
セット

全店で
80
セット

全店で
120
セット

※品川店、
　聖蹟桜ヶ丘店、土浦店は対象外

全店で
80
セット

2020 Happy New Year Sale2020 Happy New Year Sale2020 Happy New Year Sale
2019

12/28
土

2020

1/21
火



※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。

レジにて20%OFF

ビューティーブランド特別お買物券

化粧水・美容液・オイルなど、よりどり2点で15%OFF

富士山麓の生はちみつ 15%OFF

レジにて15%OFF

国産の天然非加熱生はちみつです

→本体価格637円 税込687.96円
各100g （平）本体価格750円

→本体価格1,384円 税込1,494.72円

花束、みかん、アカシア、そば蜜 各230g
（平）本体価格1,629円

→本体価格1,745円 税込1,884.60円

花束、みかん、アカシア、そば蜜 各300g
 （平）本体価格2,053円

→本体価格2,770円 税込2,991.60円

花束、みかん、アカシア、そば蜜 各500g
（平）本体価格3,259円

1枚入（平）本体価格2,800円
→本体価格2,240円 税込2,464円
毎日あたためセット3枚入（平）7,500円

→本体価格6,000円 税込6,600円
ずっとあたためセット5枚入（平）11,200円

→本体価格8,960円 税込9,856円

オーラ 

昼・夜に適したブレンド精油

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。

琉白 シーラン
月桃バランス
ローション120ml

エンハンシャル
洗顔粉 50g

オーガニックザクロ
シードオイル 20ml

エヌエスオイルズ

（平）本体価格3,600円
よりどり2点15%OFF→3,060円

税込3,366円

（平）本体価格3,200円
よりどり2点15%OFF→2,720円

税込2,992円

化粧水 150ml
あのころの肌

オールインワンゲル
50g

あのころの肌
マルラオイル 25ml
チベン製薬

花束100g みかん100g アカシア100g

くろがねもち100g そば蜜100g

紫草リップ
クリーム 4g

アルテ

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。

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。

アルテ
オールインワンジェル
オイルプラス 50ｍl

（平）本体価格3,000円
よりどり2点5%OFF→2,550円

税込2,805円

オイルたっぷりで保湿力が
高くつけ心地もしっとり。
米ヌカエキスは、肌本来の
保湿力も高めていきます。

シーラン
エンハンシャル
クレンジングオイル
150ｍl

（平）本体価格3,800円
よりどり2点15%OFF→3,230円

税込3,553円

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4,280円
よりどり2点15%OFF→3,638円

税込4,001.80円

（平）本体価格3,000円
よりどり2点15%OFF→2,550円

税込2,805円

（平）本体価格3,300円
よりどり2点15%OFF→2,805円

税込3,085.50円

（平）本体価格2,800円
よりどり2点15%OFF→2,380円

税込2,618円

（平）本体価格1,500円
よりどり2点15%OFF→1,275円

税込1,402.50円

（平）本体価格4,800円
15%OFF→

（平）本体価格4,080円
税込4,406.40円

（平）本体価格2,477円
15%OFF→

（平）本体価格2,105円
税込2,273.40円

（平）本体価格2,800円
15%OFF→

（平）本体価格2,380円
税込2,570.40円

天
然
由
来
成
分
1
0
0
%

マルラの木の実から取
れたオイル。美肌作りと
若返りの栄養素「ビタミ
ンC・E」が豊富。

ジュエルアップ
ミスト100ml

ローズドビオ

（平）本体価格4,900円
よりどり2点15%OFF→4,165円

税込4,581.50円

肌表面の電位バランス
を整えることで、美しい
お肌へ導く全く新しい
美容ミスト。フレッシュ
なダマスクローズの香
りです。

入手困難な、エヌエスオ
イルズ社のオーガニック
ザクロシードオイル。肌
乾燥・加齢に理想的な美
容オイル。

天然ミネラルとアミノ酸
がたっぷりの自然派ジェ
ル 無添加。

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
してください。

乾燥しがちな唇を滑ら
かに整え、きれいな色
を甦らせる。

20%
OFF

（平）本体価格3,800円
20%OFF→本体価格3,040円 税込3,344円

50ml （メ）本体価格3,500円
20%OFF→本体価格2,800円 税込3,080円

（メ）本体価格1,490円
20%OFF→本体価格1,192円 税込1,311.20円

各（平）本体価格2,500円
→本体価格2,000円 税込2,160円20%

OFF

20%
OFF

20%
OFF

各（平）本体価格2,660円
20%OFF→本体価格2,128円 税込2,340.80円

全店で
20個

刺さない鍼をコンセプトに開発された
メディカルパッチ
ソマセプト/ソマレゾン

痛みのポイントがはっきりしている
時、押した時に骨が触れやすい場所、
強く押されたくない痛みに。

各100個入（平）本体価格10,000円
15%OFF→本体価格8,500円 税込9,350円

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

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 
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。 

インフルブロックのどあめ
オレンジ味、ブルーベリー味 125g

これからの季節に!

オレンジ ブルーベリー

インフルのど飴に含まれるシアル酸が働
きます。人の唾液の8倍のシアル酸が含ま
れています。

各（平）本体価格5,000円
→本体価格4,000円 税込4,320円20%

OFF

讃岐熟成黒にんにく600g
お得な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。

各（平）本体価格2,600円
→本体価格2,080円 税込2,288円20%

OFF

足スパぬくぬくソックス
アカ／インディゴ／マスタード

ふんわり二重編みで保湿性抜群

内側に高い遠赤外線放射率を誇る「オーラ
ストーン」が練りこまれた「αオーラ®繊
維」の糸を使用。ぬくぬくと心地よい温か
さが冷えやすい足を包みます。

ヒマラヤ山脈標高5,000mから採取
マグマ塩

粉状100g （平）本体価格960円

15％OFF→本体価格816円 税込881.28円
1kg （平）本体価格7,000円

15％OFF→本体価格5,950円 税込6,426円

塩図鑑で1番最初に紹介されて
いる、食育、ファスティング、
Yogaなど意識や波動レベルの
高い方のファンが多く、テレビ
や雑誌にも多く紹介されるＡ
ランク岩塩。

「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。

話題の紅茶キノコ
ハーブアブソリュート
コンブッカ 720ml

紅茶きのこを使ったドリン
ク。優れたデトックス効果
と抗酸化作用があり、注目
の商品です。

（平）本体価格1,410円
15%OFF→（平）本体価格1,198円

税込1,293.84円

ノンカフェイン。
100%国産のごぼう茶

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。

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
15％OFF→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

15％OFF→本体価格5,100円 税込5,610円

シーベリージュース 720ml
生命力が強い奇跡の実

●シーベリー
●シーベリー+ゆず

シーベリーにはビタミン
ACE、アミノ酸、オメガ
７が豊富。

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、
着色料などは一切使用し
ていません。砂糖自体の
防腐力が防腐剤の役割を
果たしています。

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。

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、肌にすっとなじんでいき、
潤いをもたらします。

洗う＋ハリコシボリューム
を与える。頭皮環境を健や
かに保つことをを1本に凝
縮し、黒密度の高い、ボリュー
ム感のある髪を実現する、
結果にこだわった本格派
スカルプケアシリーズ。

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

ハンドクリーム 50g
（平）本体価格2,800円 税込3,080円

リップクリーム 10g
（平）本体価格1,850円 税込2,035円

プロハーブ
みつばちからの贈り物

ジールコスメティック
ダチョウ卵黄エキス配合のスキンケア

プロハーブEMクリームⅡ 140g
プロハーブEMホワイト化粧水 120ml
プロハーブEMヘアシャンプー 500ml

各（平）本体価格1,800円
税込1,980円

ルージュモイスト

各（平）本体価格3,200円
税込3,520円

アロマエステへアマスク 230g

各（平）本体価格2,000円
税込2,200円

アロマエステへアソープ 300ml

各（平）本体価格2,000円
税込2,200円

スキントリートメントファンデーション

各（平）本体価格4,000円
税込4,400円

＜一例＞

※一部商品はお取寄せ
※福袋品は対象外

プロハーブ商品1,500円（税抜）お買い上げ毎に
300円のお買物券プレゼント

ジールコスメティック商品3,000円（税抜）
お買い上げ毎に500円のお買物券プレゼント

ナチュラグラッセ商品3,000円（税抜）お買い上げ毎に
500円のお買物券プレゼント

ラ・カスタ商品3,000円（税抜）お買い上げ毎に
500円のお買物券プレゼント

天然活性成分プロポリスと、
12種の天然ハーブを配合し
た無香料・無着色の植物性ス
キンケアシリーズ。

メイクが楽しくなるナチュ
ラルコスメ。使う度いつも
優しく素肌に潤いを実感。
徹底管理検品で安心お届け。
素肌に優しいノンケミカル。

植物の生命と癒しをテ
ーマにした日本生まれ
の上質ナチュラルヒー
リング化粧品として誕
生。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。

ナチュラグラッセ
植物の力で日々を健やかに彩る

ネクタローム アルガンオイル

1本で顔・首・ボティー・髪に使える
高保湿オーガニック・アルガンオイル

ナーブルスソープ各種
英国女王1世も愛した世界で最も古い、オーガニック石鹸ブランド

ラ・カスタ
日本女性の髪も肌も心も熟知した日本生まれ

※船橋店は対象外 ＜一例＞

ソーブズ キャブロック クリアミスト 20ml

（平）本体価格3,000円 税込3,300円

アドソーブ　ジェントルUVゲル　30g

（平）本体価格4,800円 税込5,280円

アドソーブ Atミルキーローション 180ｍl

（平）本体価格8,000円 税込8,800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 税込8,250円

＜一例＞

＜一例＞

VitabridC12 ビタブリッドC 

イオンボディネット販売第1位
クリアな肌、元気な髪を

（平）本体価格3,360円20%OFF→本体価格2,688円 税込2,956.8円
フェイシャルブースティングウォーター130ml

（平）本体価格6,200円
→本体価格4,960円

税込5,456円

（平）本体価格8,700円
→本体価格6,960円

税込7,656円

ネットで話題の毛髪用。

フェイス 3g ヘアトニックセット
EX1.5g+110ml化粧水等に混ぜ

るだけで、ビタミ
ンC12時間パック。

肌本来のふっくらとはずむよう
なお肌を素肌で実感。

アロマエッセンシャルオイル

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 ※商品写真はイメージです。

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
→（平）本体価格2,550円 税込2,805円15%OFF

マッサージ＆パック 100g （平）本体価格3,000円
→（平）本体価格2,550円 税込2,805円15%OFF

（平）本体価格1,980円
15%OFF→（平）本体価格1,683円

税込1,851.30円

高い保湿力と抗酸化力があるマルラオイ
ル、アミノ酸11種とオリーブスクワラン
も配合。

カイカヘアオイル
傷んだ髪にツヤを与えるヘアオイル

（平）本体価格1,800円
15%OFF→（平）本体価格1,530円

税込1,683円

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。

桧水・入浴剤 500ml
さわやかなヒノキの香り

カニダノミ商品1,500円（税抜）お買い上げ毎に
300円のお買物券プレゼント

モンゴ流商品3,000円（税抜）お買い上げ毎に
500円のお買物券プレゼント

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 COSMET-
ICS”認証とアメリカの”USDA ORGANIC”を取得。

一番搾りで抽出した最も高級と言わ
れるパレスチナのオーガニック食用
ヴァージンオリーブオイルを100%。
お肌に潤いを与え、肌環境を整えます。

昼用アロマ・
夜用アロマ 各20ｍl

モンゴ流シリーズ
モンゴル人やインディアンの豊かな髪の秘密

※聖蹟桜ヶ丘店は対象外

（平）本体価格4,000円 税込4,400円
モンゴ流リペアコンディショナー
キオティル 400ｍl

モンゴ流シャンプーEX 350ml
〈一例〉

（平）本体価格4,612円 税込5,073.2円
〈毛髪用クレンジング〉
ゼロリムーバー 240ml （平）本体価格2,000円 税込2,200円

20％
OFF

20％
OFF

NEW

NEW

※ウィンターフェスタでお渡しした300円お買物券はご利用頂けません。
※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2020年2月11日（火）まで。

※一部商品はお取寄せ

2020 Happy New Year Sale2020 Happy New Year Sale2020 Happy New Year Sale
2019

12/28
土

2020

1/21
火


