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全店で
800個

50％
OFF

50％
OFF

30％
OFF

見るたびお得情報!!

入浴剤
15％OFF

洗剤
15％OFF

お茶
15％OFF

《イオンボディアプリ》

毎週届くいろいろクーポン入会
無料 〈一例〉

健康・美容の新習慣 美味しい青汁
乳酸菌入り くわ青汁  3g×30包

ヒト幹細胞培養液配合美容液
ヒアルロン酸4%追加配合で保湿力が更にUP
PureCure（ピュアキュア）美容液 20ml

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×2本

国産抹茶入り。
1包あたり500億個以上の乳酸菌。

（平）本体 2,760円

→本体1,380円　税込1,490.40円
美容と健康の維持に
マヌカヘルス マヌカハニー
MGO30+（250g）キャンディセット

レディース

（メ）本体 50,900円

→本体20,000円　税込22,000円

あったか安らぎセット

（メ）本体 18,700円

→本体7,000円　税込7,700円

メンズ

（メ）本体 51,900円

→本体20,000円　税込22,000円

（メ）本体 3,800円

→本体2,660円　税込2,926円

【ベネクスラッキーバッグ】 【オーララッキーバッグ】
じんわり心地よいぬくもり上質な休養がとれるリカバリーウェア

（メ）本体 16,100円

→本体6,300円　税込6,930円

※お一人様5個まで
※限定数到達で終了

■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
100
セット

全店で
100
セット

全店で
56
セット

全店で
35
セット

全店で
100個

ぽかぽか春待ちセット

2本で（平）本体 7,600円

→本体3,800円　税込4,180円

42.3％
OFF

30％
OFF

①ロングシャツハイネック
②ショートネック　③パンツ
④オリジナルクロス
⑤ループネックカバー

①セットアップ　②レギンス
③ロングSワンピース
④ループネックカバー

①
②

③

④

①

②

③

④

①あったかニット帽
②オーラ岩盤浴うるおいアーム
　カバー
③婦人花柄ショート丈ソックス
④婦人ソックス リンクス柄 
※アソート

⑤婦人ソックス リブパイル柄 ※アソート
⑥婦人ソックス ワンポイント ※アソート
⑦婦人たびソックス ※アソート

①

②

③

④

⑤

PureCure美容液とのセット使いがおすすめ！
PureCureブーストローション
　　　　               120ml

特許取得の高浸透型電子水をベースに、ヒト幹細胞
培養液とヒアルロン酸を配合した導入化粧水。皮膚
の隅々まで浸透し、ハリ、ツヤ、潤いを与えます。防
腐剤フリーのシンプル処方。エイジングケアローシ
ョンとして、ピュアキュア美容液とのセット使いが
特におすすめです。

（メ）本体 3,800円

→本体2,660円　税込2,926円

全店で
50個

30％
OFF

日中の肌をケアしながら、キレイに見せる
スペシャルCCクリーム
PureCure CCクリーム 30g

ヒト幹細胞培養液をはじめとしたこだわ
りの美容成分を配合しUVケアもできる
CCクリーム。イオンボディが開発にこだ
わった1本5役の品。SPF50で、乾燥も化粧
崩れもせず、メイクの時短にも。

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。

「香」が生み出す癒しの空間
京都「香彩堂」のおすすめ
5点セット

全店で
50
セット

（メ）本体 5,200円

→本体3,000円　税込3,300円

①日本画 お香セット
②紫陽花コーン15個入り
③朝顔スティック25本入り
④春袷練り香水巾着付
⑤春袷コーン15個入り

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し、効果的に成
分をお肌に届けます。 1本 （メ）本体12,000円

→本体9,600円　税込10,560円
4本で （メ）本体48,000円

→本体28,800円　税込31,680円

最先端
テクノロジー
天然植物エキス 
高保湿リペア

4本
40％
OFF

1本
20％
OFF

全店で
100
セット

→本体2,100円　税込2,268円
（平）本体3,000円

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。

※お1人様5個まで

全店で
120
セット

① 癒しアイマスク　② はあと枕
③ 肩甲骨ゆるめキルト　④ つま先ソ
ックス2足組（キナリ）　⑤ 婦人のび
のびクルーソックス　⑥ カラーリス
トバンド　⑦ Auraパワーマット

① ②

③

全店合計
300名様
限定

※1回のご精算で、お1人さま1回限りとなります。イベント情報
1回のお買い上げ3,500円（税込）以上で
「アルコールスプレー」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）

2021年12月29日（水）～各店舗にて

④

⑤

⑥

⑦

3本で（平）本体21,000円

→本体16,800円　税込18,480円

ローズドビオブラッディローズジェリー
お買い得セット 40ml×3本

1本5役のオールインワン美容液

ローズ等１５種のハーブを使用し
たロングセラー商品の限定セット
です。BDIH認定、日本製。

20％
OFF

全店で
70
セット

（メ）本体4,000円

→本体2,000円　税込2,200円

まるで美容液のようなとろ～り化粧水
アカランモイスチャーローション
150ml 2本セット

ダブルコラーゲンやヒアルロン酸、ビタ
ミンＣ誘導体を配合。こだわり抜いた低
刺激処方で、キメの整ったふっくらとし
たお肌へ導きます。

50％
OFF

全店で
90
セット

①HS MQコツバンマワリタイツ
②HS MQ BSオソトデスリムウエスト
③MQ骨盤サポートヒップアップガードル・
　ベージュ
④VS ダイヤモンドクリスタルズ かかと
　ファイル

メディキュット ラッキーバッグ
　　　　　　　　　　　　  M/L

お得なセットです

（メ）本体9,580円

M/L各→本体3,000円　税込3,300円

① ②

③ ④

68.6％
OFF 全店で

各120
セット

《国産》
有機黒豆むぎ茶／有機玄
米ほうじ茶／北海道大地
ヒロビロとうもろこし茶
／もち麦グラノーラ

小川生薬セット
お茶とグラノーラ

（平）本体1,800円

→本体1,000円　税込1,080円

44.4％
OFF

全店で
120
セット

〈一例〉

〈一例〉 全店で
35
セット

①

②

③

④ ⑤ ⑥ ⑦

⑤

60.8％
OFF

62.5％
OFF

60.7％
OFF

61.4％
OFF

※1家族4セット限り

●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/

●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

2021

12/29
水

2022

1/19
水

美と健康のライフスタイルショップ

2022 New Year Sale2022 New Year Sale

スペシャルプライス ウインタ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。

※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。

ニューイヤー福袋 ※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。
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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

※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。

スキンケア素材の専門家と
長年の研究により開発。
熱、光、UVに安定して使え
る中性ph値のビタミンC
誘導体を贅沢に配合した美
容液です。皮膚科でも販売
されており、敏感肌の方に
もやさしい使い心地です。

ピュアニュートラセラム10
30ml

使い続ける程にクリアな美肌へ

→本体4,800円　税込5,280円
（平）本体6,000円

刺さない美容鍼で表情筋を刺
激。渦巻き状の108個の突起
がお肌を整えていきます。

熱伝導トリートメントローラー
簡単だから毎日続く。巣ごもり美容に最適!

→本体1,584円 税込1,742.40円
（平）本体1,980円

60種類以上の成分
を凝縮したフルス
ペック製品であり、
世界中の医師に愛
用されています。

UPX 120粒

世界No.1に輝いたマルチビタミン
＆ミネラル

→本体5,520円
税込5,961.60円

（平）本体6,900円

そのままインテリア
として飾っておくの
もOK。火を着けて、
お香代わりに癒され
たり、ヨガなどをす
る時に部屋の片隅で
焚くのもおすすめ！ 

PALO SANTO パック
（香木）

インカ帝国の神の樹、聖なる樹として
有名なPALO SANTO

→本体800円
税込880円

（平）本体1,000円

使用していると徐々に体温がほのかに
伝わり、表情筋を優しく流すアルミ製
カッサです。お風呂でも使えます。

伝導カッサ FACE&BODY
かたい氷をも優しく溶かす熱伝導率の高いアルミ製

→本体1,344円 税込1,478.40円
（平）本体1,680円

艶やかで滑らかな肌ざわり。全て国内生産
で職人が心を込めて作った商品です。

絹のおもてなしシリーズ
絹（シルク）の中でも希少な「絹紡糸」を贅沢に使用

→本体1,200円　税込1,320円
肌側シルク腹巻 （平）本体1,500円
→本体800円　税込880円

肌側シルク足首ウォーマー （平）本体1,000円

青竹踏みのように大きく
隆起したインソールで足
裏のコリをほぐして、血
行を促進します。歩くた
びにあなたの足をリフレ
ッシュ♪お好みに合わせ
て、お選びください。

ふみっぱ 各種
足裏専門家と共同開発

→本体1,280円　税込1,408円

メガ押しふみっぱ（グリーン）
（平）本体1,600円

医薬部外品の薬用入浴
剤。選び抜かれた有効
成分である5つの生薬
と温泉成分が温浴効果
を高め、発汗を促し、新
陳代謝を高めます。

生薬のめぐり湯
疲労回復や冷えなどにオススメです

→本体184円　税込202.40円
分包 （平）本体231円

創業70年余の製薬会
社が作った国産ハー
ブの入浴剤。6種類の
国産ハーブを刻んで
そのままパックしま
した。女性特有の冷え
にぬくもりを。

国産ハーブの入浴剤 20g×5包

生薬と温泉ミネラルの温浴効果で
健やかなカラダへ

→本体400円　税込440円
（平）本体500円

魚を傷つけないように
丁寧に作られた魚網。泡
立ちに優れ、水切れがよ
く衛生的。細かく結ばれ
た網目が心地よいです。

お身あらいボディタオル
よりどり2個で 20％OFF

本物の魚網と同じ素材の漁師さんの網タオル

→2個 本体1,512円
税込1,663.20円

各色
1個各（平）本体945円

2個（平）1,890円

ビタブリッドC　
長時間浸透ビタミンC配合の人気ブランド

→本体9,920円　税込10,912円

フェイス3g×2個
2個で（平）本体12,400円

→本体6,960円　税込7,656円

ヘアートニックセットEX
1.5g+110ml（平）本体8,700円

化粧水等に混ぜるだけで、ビタ
ミンC12時間パック。

ネットで話題の毛髪用。

アクティブに活動
したい昼に最適な
ブレンド。

夜のリラックスタ
イムに最適。

※商品写真はイメージです。

昼用・夜用ブレンドオイル各種
100%天然のアロマ精油

→本体2,128円
税込2,340.80円

〈一例〉各20ml（平）本体2,660円

香川県産のにん
にくを使用。遠赤
外線でじっくり
加熱熟成しまし
た。箱無しの徳用
タイプです。

讃岐熟成黒にんにく 600g
お得な600g!!

→本体4,000円
税込4,320円

（平）本体5,000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

→本体1,760円
税込1,900.80円

（平）本体2,200円

天然鉱石オーラストーン
を練り込んだ、「遠赤外線
繊維」を使用。アウターに
ひびかない薄くて軽いポ
カポカインナー。足首ま
で覆うロングタイプです。

オーラロングスパッツ
ブラック／グレー

体の深部まで温まるαオーラ繊維を使用

→本体8,000円　税込8,800円
（平）本体10,000円

※在庫限り　※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

北海道産てんさい
糖使用の無添加ス
キンケア。防腐剤、
合成香料、着色料な
どは不使用です。

スウィーツ スキンケア シュクレ 各種

毎日使うものだから、お肌への
優しさにこだわりました

→本体2,400円　税込2,640円
フェイス＆ボディ200g （平）本体3,000円

→本体960円　税込1,056円
マッサージ＆パック35g （平）本体1,200円

さわやかなヒノキの香り
桧水・入浴剤 お風呂用 500ml

お風呂用天然抗菌入浴剤
です。 ☆合成界面活性剤、
合成香料、合成色素は一
切使用していません。

→本体1,440円 税込1,584円
（平）本体 1,800円

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

ナノ水素スパは、お湯
に溶かすだけで高濃
度水素バスが楽しめ
ます。体の芯から温ま
り、全身美肌へ！

→本体260円　税込286円
分包50g （平）本体 325円

→本体3,040円　税込3,344円
1kg （平）本体 3,800円

→本体2,400円　税込2,640円
15包 （平）本体 3,000円

→本体2,800円
税込3,080円

100ml （平）本体3,500円

→本体800円　税込880円
20ml （平）本体 1,000円

1kg

50g

15包

分包

〈一例〉

鼻から顎までをすっぽ
り覆う大きめタイプ持
ち運びに便利なポーチ
付きです。シルクは通
気性にも優れているの
で睡眠中も息苦しくあ
りません。

大判潤いシルクのおやすみマスク
（ポーチ付）箱入各種

唇、のどの乾燥対策に

→本体800円　税込880円
（平）本体1,000円

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
の中の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。

→本体2,800円
税込3,024円

（平）本体 3,500円

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、下駄箱のにおい
取りとして、芳香・消臭剤とし
てご使用できます。

〈一例〉

（平）本体3,500円

→本体2,800円　税込3,080円

αオーラ繊維と遠赤外線チップ
（オーラセラミックス）を使ったアイマスク
オーラ 疲れほぐしアイマスク

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。

※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

12/29
水

2021

1/19
水

20222022 New Year Sale

20％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。 

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。
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腰用

肩用

※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。

※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。 15％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。 化粧水・美容液・オイルなど よりどり2点 15％OFF

ドライフルーツセット
5種類の

全店で
300
セット

クランベリー、プルーン、しょうが糖、
イチジク、あんず

→本体1,000円　税込1,080円
（平）本体1,416円

ケンミン食品福袋
ビーフン・フォー・ライスペーパー

→本体540円　税込583.20円
（メ）本体802円

健康に役立つ栄養を“おいしく、おぎなう”
をコンセプトにした即席みそ汁。

ひかり味噌 元気プラス
味噌汁セット

体にやさしい新習慣

→本体921円　税込994.68円
（メ）本体1,380円

→本体2,000円　税込2,200円

夜空に浮かぶ月のように優しく心を解き
ほぐし、ゆったりした気分におすすめの
精油とアロマディフューザーのセット。

アロマディフューザー デコール
+精油サイレントムーン 5ml

アロマディフューザーと人気精油のセット

→本体5,500円　税込6,050円
（メ）本体7,000円

人気のパールホワイト
に新発売の知覚過敏ケ
アも出来るプレミアム
のミニサイズ付き。

薬用パールホワイト プロ シャイン
120g+プレミアム40g限定セット

歯を白く!虫歯予防!口臭防止!歯ぐき色改善!

→本体2,073円
税込2,280.30円

（メ）本体2,962円

口臭の原因を固めて洗い流
すマウスウォッシュに持ち
歩きにも便利なミニサイズ
が付いたお得なセットです。

プロポリンススペシャルセット
600ｍl＋150ｍl

お口の汚れが目で見て分かる
新感覚マウスウォッシュ！

→本体900円　税込990円
（メ）本体1,280円

100％植物原料でできた石鹸泡ボディソ
ープ。低刺激で肌にやさしいので、家族み
んなでお使いいただけます。

アラウ泡ボディソープ
本体550ml+詰替え450ml×2個

泡持ちが良く、しっかり洗えて
素肌スッキリすべすべ

→本体1,200円　税込1,320円

水の代わりにEM水を使
用し、プロポリスエキスと
ハーブエキスを配合した
人気のEMクリームの大
変お買い得なセットです。

→本体2,000円　税込2,200円
（メ）本体2,600円

天然ユーカリオイル
とオーブス純水のハウスケ
アスプレー。

ユーカリプタススプレー
お買得セット330ml+600ml+600ml

ユーカリ効果でお掃除もできる
消臭・除菌・スプレー !

詰替え3P
（メ）本体4,200円
→本体3,500円

税込3,850円

（メ）本体3,724円
→本体2,800円　税込3,080円①ネムリラピロースプレー・シトラス20ml ②スティック

アロマ・ハッピーノーズ ③エッセンシャルオイル・ラベン
ダー5ml ④ブレンドエッセンシャルオイル・オレンジ＆グ
レープフルーツ5ml ⑤アロマストーンハーバル・ホワイト

生活の木ラッキーバッグ

おうち時間を楽しむ、
新春アロマセットです

じんわり温まるリラックス効果!

→本体3,000円　税込3,300円
（メ）本体3,980円

室内の光と水に反応し
てマイナス電子を発生
させ、プラス電子をもつ
歯垢や虫歯菌を除去す
る特許技術の歯ブラシ。

ソラデーN4セット 本体＋
ワンタフトブラシ＋携帯ケース

光と水だけで感動のツルツル感!

→本体2,600円　税込2,860円
各（メ）本体3,500円

→本体3,600円　税込3,960円
（メ）本体4,500円

人気のカラートリート
メントに、カラーを長持
ちさせるオールインワ
ンシャンプーがついた
お得なセットです。カラ
ーはソフトブラックと
ダークブラウンの2色。

LPLP10周年記念セット
カラートリートメント200g+
カラー専用シャンプー200ｍl

地肌にやさしい白髪ケア

→本体3,000円税込3,300円

肌なじみのよい6種類
の上質な植物由来オイ
ルを配合した「月桃デイ
モイストクリーム」と、
高保湿とアロマの香り
が魅力の「シートマス
ク」のお得なセット。

琉白 月桃クリーム30g＆
シートマスク1枚
限定セット

冬の乾燥対策に！

全店で
20
セット

全店で
50
セット

詰替え
全店で
32セット

① ② ③ ④

⑤

肌を健やかに保ち、トラブ
ルフリーなお肌に導きます。

無農薬栽培の沖縄県産
モリンガを蒸留した蒸留水
モリンガ香草蒸留水 200ｍl各種 オールインワンジェル

オイルプラス 50ml

世界基準のオーガニック95.3%
の自然由来の濃厚化粧水。ベタつ
かず心地よい潤いが続きます。

ネイチャーズフォー
オーガニックモイストローション 120ｍl

（平）本体 3,170円

→本体2,694円　税込2,963.40円

（平）本体 3,080円

→本体2,618円　税込2,879.80円

（平）本体 3,000円

→本体2,550円　税込2,805円

（平）本体 3,000円

→本体2,550円
税込2,805円

全店で
40
セット

25.7％
OFF

全店で
30
セット

全店で
各色100
セット20％

OFF

ウール素材も洗濯で
きる中性処方の液体
洗たく洗剤。天然精
油ラベンダー＆ティ
ーツリーの香り。

ハッピーエレファント
液体洗たく洗剤
コンパクトセット 本体600ml+
詰替え540ml×2本

天然由来原料100％で
肌にやさしい洗い上がり

→本体1,396円 税込1,535.60円
（メ）本体1,994円

全店で
120
セット

29％
OFF

台湾風白湯ビーフン／タイ
風トムヤムビーフン／ベト
ナム風フォー／スープ専用
ビーフン／小さな四角いラ
イスペーパー●付箋プレゼント

全店で
30
セット

21.4％
OFF

24.6％
OFF

24.8％
OFF

16.6％
OFF

全店で
100
セット

32.7％
OFF

全店で
192
セット

33.3％
OFF

29.4％
OFF

プラセンタCゼリー
10g×31本に3本増量

たっぷりうるおう 31本+3本

全店で
120個

→本体1,370円　税込1,479.60円
（平）本体1,980円

30％
OFF

保湿力の高い華密恋の
スキンバームは、乾燥や
肌荒れが気になる季節
におすすめです。スキン
バームのナチュラルソ
ープも全身にお使いい
ただけます。

マッサージもでき
る人気の温感クレ
ンジングにミニサ
イズが付いた増量
セットです。毛穴
にお悩みの方にお
すすめです。

→本体2,000円　税込2,200円 →本体3,800円　税込4,180円
（メ）本体5,000円

→本体3,000円　税込3,300円

華密恋 スキンバーム25g＋
ナチュラルソープ17g

国産カミツレエキスを20%配合した
バームに石鹸がついたお得なセット

全店で
30
セット

有効成分ナイアシ
ンアミドの働きで
メラニンの生成を
抑え、しみ、そばか
すを防ぎ、気になる
シワを改善します。

→本体3,600円　税込3,960円

アカランメディカルリンクル
ジェルクリーム100g+
ソープセット10g×3包

洗顔後、これ1つでスキンケア完了
「オールインワン処方」

全店で
62
セット

全店で
92
セット

○クラリセージ　○ユーカリ 
○サイプレス　　○レモングラス
○ペパーミント

ユヌフルール精油 5本セット
自然の植物たちから預かった香り

→本体3,500円　税込3,850円
（メ）本体5,650円

全店で
30
セット

38％
OFF

マナラ ホットクレンジングゲル
増量セット 200g+30g

ベーシック・ラベンダー・
レモンティーツリー

各（平）本体1,173円

→本体997円
税込1,096.70円

ローズのみ
（平）本体1,364円

→本体1,159円
税込1,274.90円

ローズドビオ
ホワイトウォッシュパック 150g

ローズドビオ
ジュエルアップミスト 100ml

国産の天然生はちみつです
富士山麓の生はちみつ 各種

（平）本体4,900円

→本体4,165円　税込4,581.50円

（平）本体1,000円

→本体850円　税込918円

天然循環法
富士山麓のれんこんパウダー

50g（平）本体620円

→本体527円　税込569.16円

花束
90g

《木の花ファミリー》 各種 商品一例
火を使わないお灸
火を使わずはるだけで気持ちよい温熱効果

肩用30個入
（平）本体2,420円

→本体2,057円
税込2,262.70円

腰用12枚入
（平）本体2,090円

→本体1,776円
税込1,953.60円

マグマ塩
ヒマラヤ山脈標高5,000mから採取

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。

国産ごぼう茶 1.5g×50包
ノンカフェイン 100%国産

（平）本体1,410円

→本体1,198円
税込1,293.84円

本場フィリピンのモ
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。
溶けやすく美味しい。

有機モリンガパウダー 50g

有機JAS認証品
まろやかなおしいさ 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

シーベリーにはビタ
ミンACE、アミノ酸、
オメガ７が豊富。

シーベリージュース 900ml
生命力が強い奇跡の実

シーベリー＋ゆず
（平）本体4,056円

→本体3,447円
税込3,722.76円

シーベリー
（平）本体3,686円

→本体3,133円
税込3,383.64円

ソマセプトL、Mini ／ソマレゾンL、Mini
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

各100個入（平）本体10,000円

→本体8,500円　税込9,350円

（平）本体510円

→本体433円　税込467.64円

天然循環法 畑のお肉 100g
国産大豆100％ 農薬不使用

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。

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

1kg （平）本体7,000円

→本体5,950円
税込6,426円

粉状100g
（平）本体960円

→本体816円
税込881.28円

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。

（平）本体1,180円

→本体1,003円
税込1,083.24円

（平）本体2,477円

→本体2,105円
税込2,273.40円

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。

汚れ、皮脂、不要な角質を吸着除
去し、水分とミネラルを肌に与
えるクレイペーストのパック。

7つの美感成分とマンゴ
ー果汁配合。手軽にプラ
センタを摂取できる美味
しい美容ゼリー。

（平）本体 4,000円

→本体3,400円　税込3,740円

ガミラシークレット
ワイルドローズフェイスオイル 50ｍl
植物が持つビタミン・ミネラルが
肌にハリ・ツヤを与えるダマスク
ローズを贅沢に使ったオイル。

（平）本体 9,500円

→本体8,075円　税込8882.50円

正常な肌と同じ電位バランスに
なるように処理したプラチナ配
合のローズウォーターミスト。

ネクタローム
オーガニック アルガンオイル 45ml

（平）本体3,500円

→本体2,975円　税込3272.50円

8段階の中で、最も品質が高いア
ルガンオイルを採用。オーガニッ
ク認証エコサート&USDA取得。

米ぬかと有益微生物の力
で洗顔とクレンジングを
同時に！お肌に優しい。

米ぬか酵素洗顔クレンジング70g
みんなでみらいを100%無添加

本体70g（平）本体2,100円

→本体1,785円
税込1,963.50円

詰替え70g
（平）本体1,800円

→本体1,530円
税込1,683円

南アフリカで『神の木』と呼ばれ
高い保湿力と抗酸化力があるマ
ルラの木から採れる、マルラオイ
ルを配合。

カイカヘアケア

マルラオイル配合で傷んだ髪に
艶を与える、最上級のしっとり感

カイカヘアオイル
100ml（平）本体1,980円

→本体1,683円
税込1,851.30円

カイカグロス&リペアヘアマスク
180g（平）本体1,680円

→本体1,428円
税込1,570.80円

〈一例〉花束 各90g （平）本体750円

→本体637円　税込687.96円

玄米珈琲 5g×15包
ノンカフェイン ティーバッグ

くすみ・毛穴のお悩みに
ハイドロレボリューション
美肌洗顔セット100g

澄み切った透明感の
ある肌へ。ハイドロキ
ノン配合の洗顔セッ
トにポーチと泡立て
ネットがついたお得
なセット。

全店で
50
セット

40％
OFF

全店で
44
セット

30％
OFF

全店で
192
セット

全店で
120
セット

全店で
61
セット

鉄分入おみそ汁減塩／生姜のあたたまるおみそ汁／
オルニチン入おみそ汁

→本体価格480円　税込518.40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！

オレンジ・白ぶどう・ピンクグレープ
フルーツ・パイン

加湿するうるおい暖房
加湿機能付き
セラミックヒーター

12.5％
OFF

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

つぶれ梅 よりどり2個 （平）本体800円 ⇒本体700円 税込756円

全店で
36台

→本体3,000円　税込3,300円

コードレス充電式の電熱ブランケット
充電式
どこでもブランケット
「ぬくぬく」

全店で
32個 ●これはお酒です

96個

レイク
タウン
限定

29.6％
OFF

23％
OFF

これは
お酒です

アルテ各種

シーラン各種

〈一例〉

エンハンシャル
クレンジングオイル
150ｍl
（平）本体 3,800円

→本体3,230円
税込3,553円

〈一例〉

オーブス
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。

（平）本体 2,500円

→本体2,125円　税込2337.50円

オーブス
ボディウォーターシットリ 250ml
素肌が求めているものを追求。皮膚
本来の健康を考えて生まれた、天然
由来成分のみの全身用化粧水。

伝統のヘチマ水+日本のハーブ
で、健やかに肌を整えます。

ネイチャーズフォー
ヒーリングローション 120ml

（平）本体 2,950円

→本体2,507円　税込2,757.70円

AFASオーガニック認証を取得。
南アフリカを産地とするシアの種
子から抽出。天然植物性バター。

ドクターイツコ
シアバター100％ 100ml

天然死海塩100％。死海水はマグ
ネシウムを多く含み、その他のミ
ネラルも豊富に含まれています。

ミネラリア
デッドシー バスソルト ナチュラル 1kg

（平）本体 2,950円

→本体2,507円　税込2,757.70円

全店で
30個

ベルトつけて腰をクルクル
回すだけで美ボディー
芦屋美整体
骨盤リセットベルト

股関節周りを固定
して脚を回すこと
で、骨盤や股関節
周りをほぐし整え
ていきます。1回た
った3分!

※一部店舗はお取寄せ

（平）本体7,255円

→本体6,166円
税込6,782.60円

※一部店舗はお取寄せ

全身しっとり保湿セット
プロハーブ ラッキーバッグ
EMクリーム140g＋
ハンドクリーム35g＋ソックス

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。 ニューイヤー福袋
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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。

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

アムリターラ商品3,000円（税抜）お買い上げ毎に
500円のお買物券プレゼント

6,000円のお買物券プレゼント

5,000円のお買物券プレゼント5,000円のお買物券プレゼント

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

揺らして鍛える全身トレーニング
ルルド シェイプアップボード
ブラック

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 36,000円　税込39,600円

日本女性の髪も肌も心も熟知した日本生まれ
ラ・カスタ

ベネクス商品3,000円（税抜）お買い上げ毎に
500円のお買物券プレゼント　　　　　　　

休養専用リカバリーウェア
ベネクス

植物の生命と癒しをテーマ
にした上質ナチュラルヒーリ
ングブランド。天然アロマと
オーガニック原料を使い、ヘ
アケアを中心に取り揃えて
おります。

アロマエステへアマスク 230g

各（平）本体 2,000円　税込2,200円

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

“頭筋”をEMSで刺激しながら、お顔もケア!
ヤーマンミーゼ スカルプリフト

今話題のシャワーヘッド
ミラブル ウルトラファインミスト
ミラブルプラス

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。

12本の電極ピンから頭筋専用の独自の
低周波EMSを出力！ブラッシング×約
7,000回/分の振動で頭皮全体をストレ
ッチし、マイクロカレント×赤色LED
で頭皮環境を整えます。

アムリターラ
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。

※一部店舗はお取り寄せ

アロマエステへアソープ 300ml

各（平）本体 2,000円　税込2,200円

※船橋店は対象外

（平）本体40,900円　税込44,990円

（平）本体3,612円　税込3,973.20円

（平）本体27,000円　税込29,700円

イオンボディはミラブル
正規取扱販売店

販売店 ID-03M102411E05

いらないものはいれない! ほしいものだけチャージ

ライス＆グレープ イノセントセラム 30ml

（平）本体 6,800円 税込7,480円

エイジソリューションクリーム 30g

（平）本体 9,900円 税込10,890円

津田コスメ商品3,000円（税抜）お買い上げ毎に
500円のお買物券プレゼント

津田コスメ
肌悩みを抱える多く
の方に「レスキューコ
スメ」と呼ばれ、支持
されているブランド。

皮膚科専門医が監修

UVカラーバーム（各色）各18g

（平）本体 5,600円 税込6,160円
 スキンバリアバーム 18g

（平）本体 5,400円 税込5,940円

アクセサリー ループネックカバー

（平）本体 3,900円 税込4,290円

アクセサリー アイマスク

（平）本体 2,900円 税込3,190円

スタンダードナチュラル ロングスリーブ レディース

（平）本体 15,000円 税込16,500円

スタンダードナチュラル ロングスリーブメンズ

（平）本体 15,000円 税込16,500円

〈一例〉

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

ドクター共同開発のヘアケアブランド
＜一例＞ スカルプＤ 薬用スカルプシャンプー

オイリー 350ｍl

リファ ビューテックカールアイロン 26、32
各（平）本体20,000円　税込22,000円

リファ ビューテックストレートアイロン
（平）本体18,000円　税込19,800円

15,000円のお買物券プレゼント 8,000円のお買物券プレゼント

（メ）本体180,000円　税込198,000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

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」

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

※セール品・3万円書籍除く

全店で
5台

カーボンレイヤープレートで美しいレア髪に
リファ ビューテックアイロン各種

プロのダメージ軽減をテクノロジーで再現。高
密度炭素とヒーターと低反発コートの三層構
造が水・髪・圧のダメージを抑えて、水分がギュ
ッと詰まったレア質感に。

全店で
10台

2,000円のお買物券プレゼント
ソファーや椅子の上、床に置いても使える
芦屋美整体骨盤スリムスタイリーエアー
チェリーピンク、ダークブラウン

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。

（平）本体 15,273円　税込16,800.30円

1000円のお買物券プレゼント

※一部店舗はお取り寄せ

＜一例＞

＜一例＞

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。

各 （平）本体63,455円　税込69,800.50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）

※但し、商品は後日お客様ご自宅へのお届けとなります。

毛髪ホールド力増強により、抜けにくい頭皮
を育みます。

（平）本体3,612円　税込3,973.20円

Ｄボーテ 薬用スカルプシャンプー
ボリューム 350ｍl
女性に嬉しい日本唯一のソイセラム(豆乳発
酵液)を配合。

全店で
各10台

全店で
20台

全店で
8台

（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 各色

※一部店舗はお取り寄せ

全店で
20台

フェイス用、スカルプ用の
アタッチメント2種付

※商品画像はイメージです。

＜一例＞

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。）　

お買物券プレゼント
ウインタ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2022年2月13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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・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

1,320
＊

900ml : ¥3980.88
360ml : ¥1980.72

900ml : ¥4380.48
360ml : ¥2180.52

美と健康のライフスタイルショップ
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