
肘上から手の甲まで伸縮性のある生地がや
さしく腕をサポートします。

伸縮性のある生地が膝、ふくらはぎ、足首な
ど気になる部位をケア。
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→本体価格6,000円 税込6,480円
（メ）本体価格11,900円

ベネクスアクセサリー
ラッキーバッグ

上質な休養のために

天然100%のオーガニックコスメで私史上、最高の肌へ

夜の肌に着目し、花精油の力を用い
て睡眠中の美しくなる力を高め「私
史上、最高の肌」に導くオーガニッ
ク化粧品です。

HANAオーガニック
光を肌の味方にしたい、
ナチュラルコスメブランド

スキンケアとメイクアップの機能性を
オーガニック＆ナチュラルな成分と自
然の製法で両立することが私たちの目
指した新しいオーガニック・ナチュラ
ルコスメ。

TV&MOVIE

HANAオーガニック商品3,000円（税抜）お買い上げ毎に
500円お買い物券プレゼント

TV&MOVIE商品3,000円（税抜）お買い上げ毎に
500円お買い物券プレゼント

ピンク

乗るだけでエクササイズ！さらにお手軽になった
スーパーブレード。

乗るだけエクササイズ！ 

ブラック

※一部店舗はお取寄せ
※品川シーサイド店、
　聖蹟桜ヶ丘店は対象外※一部店舗はお取寄せ

3Dスーパーブレード スマート

振動負荷×ポージングで自分流の簡単”ながらエクササ
イズ”が出来ます。

3DスーパーブレードS

30段階の振動スピードで、
音楽を聞きながらエクササイズ

ブラック ピンク

→本体価格3,000円 税込3,240円

フランス・パリのフレグランスブランド　ESTEBAN-エステバン-ラッキーバッグ

①インテリアガーデン ホワイトコットン ラタンブー
ケ ②インテリアガーデン ヴィンヤードピーチ ラタ
ンブーケ ③グリーンノート ルームスプレー 50ml ④
マグノリア ローザ キャンドル ⑤エステバン デコエ
ディション コフレ Ｍ セダー ⑥インテリアガーデン 
レッドベリー インテリアフレグランスオイル15ml

レイク
タウンのみ
30
セット

→本体価格5,000円 税込5,400円

③

① ② ④

⑤ ⑥

①インテリアガーデン ヴィンヤードピーチ ラタンブーケ
②インテリアガーデン ソフトバーベナ ラタンブーケ
③グリーンノート ルームスプレー 50ml

レイク
タウンのみ
50
セット

③① ②

（メ）本体価格20,000円

→各 本体価格1,862円 税込2,010.96円
各（平）本体価格2,660円（メ）本体価格10,500円

お試し
50％
OFF

72％
OFF

10%OFF→本体価格49,833円
税込53,819.64円

（平）本体価格55,371円

10%OFF→本体価格33,166円
税込35.819.28円

（平）本体価格36,852円

※お一人様5個まで ※色柄は一例です

→本体価格1,900円 税込2,052円
（平）本体価格3,800円

→本体価格1,380円 税込1,490.40円
（平）本体価格2,760円

エイジングケア成分として注目の「水素」で、
まずお肌を整え、同時に植物オイルの保湿成
分が角質層へと浸透。シーベリーオイル配合。

Hクリアオイル
20ml

肌本来の美しさを
活かすスキンケア 全店で

300個
全店で
1000個

人気の「Hコンセント
レイトオイル」を再現!!

健康・美容のための新習慣。1包あたり500億以上の植物性
乳酸菌が入り、腸内フローラを気にする方にオススメ。

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

オンライン
ショップ

75％
OFF

アロマエッセンシャルオイル

人気のブレンドアロマ精油が
お買い得!!

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。

昼用、夜用ブレンド各20ml 
30％
OFF

オンライン
ショップ

オリーブスクワランや髪にやさしい天然成分配合した石
けんシャンプーときしみ感の少ないしなやかな髪にまと
まるリンスの詰め替えセットです。

太陽油脂 パックスオリー詰替えセット
数量限定のお買得なセット

シャンプー
詰替500ml
リンス
詰替500ml

全店で
60
セット

50％
OFF

→本体価格900円 税込972円
（平）本体価格1,800円

9/2（月）より
スタート

お試し
50％
OFF

9/2（月）より
スタート

①アームコンフォート

②レッグコンフォート

サッとかけるだけで首や肩を優しく包み込
みます。

③ネックコンフォート

①

②

全店で
50個

③

49％
OFF

美と健康のライフスタイルショップ

特別企画

特別お買物券プレゼント ※本企画の「お買物券」は、お買上げの当日からご利用いただけます。
ご利用期間は2019年10月31日（木）まで。

※300円お買物券はプレゼント対象外となります。

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丁目72番地聖蹟桜ヶ丘オーパ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丁目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

店舗情報

2019

9/12
木

2019

9/30
月

2019 大誕生祭 Anniversary
SPECIAL SALE

※　　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/

※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。





小豆ブレンド 黒米ブレンド もち麦ブレンド

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。

（平）本体価格2,800円
15％OFF→本体価格2,380円

税込2,570.40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。※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。

（平）本体価格2,477円
15%OFF→本体価格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。

ユリシー
キレイのための
和漢百草茶5g×40包

玄米のイメージを覆す、もちもち感
寝かせ玄米各種 180g

和漢植物を配合の健康茶

酵素イン ナチュリズム
アフターダイエット 180粒

食べたら飲むだけ新習慣！

高濃度黒烏龍茶が主
成分のカット系ダイ
エットサプリに新し
く酵素をプラス！う
れしい個包装30日分。

（平）本体価格2,200円

15%OFF→本体価格1,870円
税込2,019.60円

15%OFF→本体価格4,080円
税込4,406.40円

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。

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2,662.20円

リラックスオイル 15ml
センシュアオイル 15ml

（平）本体価格6,000円15％OFF
→本体価格5,100円

税込5,508円

ナリンハーブオイル33+7 50ml

（平）本体価格2,900円15％OFF
→本体価格2,465円

税込2,662.20円

ナリンハーブオイル33+7 15ml

コーボンマーベルＮ525
525ml

大ロングセラーアイテム

酵母に着目し60年
以上人気を集める
ブランド。美味しく
続けられます。

（平）本体価格4,800円

オンライン
ショップ

シャンピニオンゼリー
「ニットー」エル 30粒

毎日一粒。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。

1粒で400ml ヨーグルト
約50個分の乳酸菌

（平）本体価格3,500円
15%OFF→本体価格2,975円

税込3,213円

ニュージーランド固有のマヌ
カ植物から採集された蜂蜜。
濃厚な色合いとクリーミーな
甘さが特徴で、MGOが100
mg/1kg以上含まれている
蜂蜜です。

マヌカハニー
250g

美容と健康の維持に

※お1人様5個まで。

→本体価格800円
税込864円

天然ハーブが香り、クリー
ミーな泡状せっけんが手
肌のすみずみまで殺菌・消
毒します。天然精油イラン
イラン&ラベンダー配合。
植物性うるおい成分配合。

ウォシュボン ハーバル薬用
ハンドソープセット

ヤシの実からつくられた手肌に
やさしい薬用ハンドソープ
数量限定セット

お買い得な食塩無添加ナッツセットです。
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

→本体価格1,000円税込1,080円
（メ）本体価格1,512円

全店で
240
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

1971年の誕生以来、手肌へのやさしさ
と高い生分解性をもつヤシの実由来の
洗浄成分を使用し、洗浄に不要なもの
は入れない"無香料・無着色"にこだわっ
た環境にやさしい植物系の洗剤です。

本体500ml+詰替480ml

→本体価格500円税込540円
（平）本体価格671円

全店で
120
セットヤシノミ食器洗剤ペアセット

香料や着色料など、無添加

→本体価格2,800円
税込3,024円

乾いたお肌に水素の力でうるおいを与え
ることができるスプレータイプの化粧水
と、全身保湿クリームにプロハーブ商品
がお試しいただける豪華サンプルが付い
たセットです。

プロハーブ保湿ケアセット
数量限定のお買得なセット

フラットクラフト
イタリア産アマニ油 360g

イタリア産、「安心」「低価
格」のあまに油。低温圧搾
（コールドプレス製法）を
使用し、丁寧に搾油。

お得な大容量瓶タイプ。
（ライトテイスト）

（平）本体価格980円
15%OFF→本体価格833円

税込899.64円

キレートワンシャンプー
300ml

新素材｢濃密フルボ酸｣と
25種類の美容成分、最良
質アミノ酸、植物主体の
洗浄成分で健康な髪へ。

「濃密フルボ酸」を高配合

詰替え700ml

（平）本体価格3,800円
15%OFF

→本体価格3,230円
税込3,488.40円

（平）本体価格7,200円
15%OFF

→本体価格6,120円
税込6,609.60円

大判潤いシルクマスク
(ポーチ付き）

肌に優しく保湿性のあるシルクは、のどに
必要な湿度を保ち潤いを与えてくれます。

就寝中もくちびるや喉に潤いを

（平）本体価格1,000円
15%OFF→本体価格850円

税込918円

ホワイトウォッシュパック 150g

アクアクレンジングジェリー150ｍl

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。

ケミカルメイクも落とせるのに、
乾燥しないメイク落とし&洗顔。

ローズドビオ

ユヌフルール フレグランスオイル

植物由来100％発酵エタノール使用
自然派フレグランスオイル

累計31万枚以上売れているほっと腹巻は、
岩盤浴にも使われている火山性深海石が
糸に練り込まれています。

1枚 （平）本体価格4,500円
15%OFF→本体価格3,825円

税込4,131円

オーラ ほっと腹巻
カラダの内側までしっかり温まる

蒸留水ベーシック200ml（平）本体価格1,195円
15%OFF→本体価格1,015円

税込1,096.20円
モリンガオイル50ml（平）本体価格2,852円

15%OFF→本体価格2,424円
税込2,617.92円

モリンガ香草シリーズ
無農薬栽培のモリンガを使用

無農薬栽培の沖縄県産
モリンガを蒸留した蒸
留水。肌を健やかに保
ち、トラブルフリーなお
肌に導きます。

〈一例〉

（平）本体価格4,000円

→本体価格3,400円
税込3,672円

UFオイル グレープフルーツ
100ml（平）本体価格900円

→本体価格765円税込826.20円
1,000ml（平）本体価格3,800円

15%OFF→本体価格3,230円
税込3,488.40円

〈一例〉

マスティハの蒸留プロセ
スに由来する天然水性抽
出物です。さらっとした
使い心地でベタつかず、
お肌を健やかに保ちます。

ヒーリング
ローション 120ml

マスティハ 歯磨き粉
フレッシュブレス 80ml

マスティハ

琉白

天
然
由
来
成
分
1
0
0
%

シークワーサー
ブライトニング
エッセンス 30ml

マスティハ
100%ピュアマスティハ
ウォーター 220ml

水も無添加100％。ヘチ
マや月桃などの天然素材
が肌の疲れをほぐしすべ
すべ肌に導きます。

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。

香りの強い食後の口腔ケアにピッタリ。
使い続ける事で、虫歯や慢性的な口臭
を予防します。

昆布とめかぶたっぷり
がごめ昆布入り和風とろろ
　　　　　　　スープ 75g
がごめ昆布をバランスよく
ミックスした海藻スープです。

1個（平）本体価格500円 税込540円

あさりの旨味と海藻のとろみ
あさり入り和風とろろ
　　　　　スープ 70g
がごめ昆布、めかぶ、わかめ、ね
ぎに、アサリを加えた贅沢な即
席スープの素。

1個（平）本体価格500円 税込540円

1個（平）本体価格500円 税込540円

1個（平）本体価格500円 税込540円

原藻の旨味成分そのまま
地のり 23g
素材の味を生かした素焼きのの
り。お子様からお年寄りまで、美
味しくお召し上がりください。

しじみ独特のうま味エキス
しじみスープ 80g
特別の製法により、お湯を注ぐ
だけ。手軽に作れ、晩ご飯にはも
ちろん、忙しい朝食やお弁当に
もぴったり。

Lar

小豆ブレンド、大豆ブレンド
各（平）本体価格265円

15％OFF→本体価格225円税込243円

はと麦ブレンド、黒米ブレンド、もち麦ブレンド
各（平）本体価格274円

15％OFF→本体価格232円税込250.56円

MGO573+/UMF16+（平）本体価格10,000円
15％OFF→本体価格8,500円税込9,180円

MGO400+/UMF13+（平）本体価格6,500円
15％OFF→本体価格5,525円税込5,967円

MGO30+ブレンド（平）本体価格2,500円
15％OFF→本体価格2,125円税込2,295円

化粧水150ml

オールインワン
ジェル 50ml

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。

天然成分のみの安心と手
軽さそして美容効果がひ
とつになったオールイン
ワンジェルです。

アルテ

あのころの肌

紫草リップクリーム
4g

アルテ

ピュアエクストラクト
ー白桃 30ml
自然成分で潤いを保ち、
健やかなお肌を育む新育
成美容液。

Lar

天
然
由
来
成
分
1
0
0
%

琉白
月桃バランス
ローション120ml

オーガニックザクロ
シードオイル 20ml
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。肌感想・加
齢に理想的な美容オイル。

エヌエスオイルズ

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。

マルラオイル 25ml

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。

乾燥しがちな唇を滑らか
に整え、きれいな色を甦
らせる。

チベン製薬

1枚入（平）本体価格2,800円
15%OFF→本体価格2,380円

税込2,570.40円

毎日あたためセット3枚入（平）7,500円

15%OFF→本体価格6,375円
税込6,885円

ずっとあたためセット5枚入（平）11,200円

15%OFF→本体価格9,520円
税込10.281.60円

オーラ 
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。

十五穀米ブレンド　各（平）本体価格301円
15％OFF→本体価格255円税込275.40円

プロハーブアクアSP AZ（現品）
プロハーブEMクリーム Ⅱ（現品）

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

オンライン
ショップ

本体 310ml＋詰替 280ml（2個）

15%
OFF

（平）本体価格4,000円

→本体価格3,400円
税込3,672円

15%
OFF

全店で
70
セット

全店で
60
セット

全店で
408
セット

→本体価格1,000円税込1,080円
（平）本体価格1,416円

デミグラス風野菜大豆バーグ100g、麻婆豆腐の素
180g、黒ゴマクリーム190g、野菜とグルテンミート
のカレー180ｇ、粗挽き白ゴマクリーム190ｇ

→本体価格1,000円税込1,080円
（平）本体価格1,805円

（平）本体価格4,280円
よりどり2点で15%OFF→3,638円

税込3,929.04円

（平）本体価格1,400円
よりどり2点で15%OFF→1,190円

税込1,285.20円

（平）本体価格3,000円
よりどり2点で15%OFF→2,550円

税込2,754円

（平）本体価格4,584円
よりどり2点で15%OFF→3,896円

税込4,207.68円

（平）本体価格2,950円
よりどり2点で15%OFF→2,507円

税込2,707.56円

（平）本体価格1,500円
よりどり2点で15%OFF→1,275円

税込1,377円

オールインワンゲル
50g

あのころの肌

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。

（平）本体価格3,300円
よりどり2点で15%OFF→2,805円

税込3029.40円

（平）本体価格2,800円
よりどり2点で15%OFF→2,380円

税込2,570.40円

（平）本体価格2,600円
よりどり2点で15%OFF→2,210円

税込2,386.80円

（平）本体価格3,667円
よりどり2点で15%OFF→3,116円

税込3,365.28円

（平）本体価格4,650円
よりどり2点で15%OFF→3,952円

税込4,268.16円

（平）本体価格2,600円
よりどり2点で15%OFF→2,210円

税込2,386.80円

15%
OFF

お買い得なドライフルーツセット

人気のドライフルーツを詰め合わせてお買い得。
（プルーン、あんず、マンゴー、メロン、いちじく）

季節の変わり目のお肌に効果的!!

（平）本体価格17,000円

→本体価格15,300円
税込16,524円 税込4,320円

人気定番「ブラッ
ディローズジェリー」
と限定品「ローズオ
ブローズ」のお得な
セット。

→本体価格4,000円

くせ毛をより素直で扱い
やすくするヘアソープ・ヘ
アマスクに、今だけスト
レート用スタイリング
ジェルがお試しできるお
得なセット！

ラ・カスタ くせ毛ケア
デビューセット

「うねり」「くせ毛」というお悩みに
着目。より扱いやすいスタイリング
を実現!

ブラッディローズジェリー
40ml
ローズオブローズ35ml ヘアソープ11 300ml（現品）

ヘアマスク11 230g（現品）
スタイリングジェル ストレート 20ml

全店で
80
セット

※無くなり次第終了

※品川シーサイド店
　聖蹟桜ヶ丘店は対象外

ローズドビオ集中エイジング
ケアセット

（平）本体価格1,100円

（平）本体価格4,000円

税込3,024円
→本体価格2,800円

メイクアップクリームN01（シャンパンベージュ）30g（現品）
ルースパウダー01ミニ3.5g（ルーセントベージュ）（お試しサイズ）

下地とファンデー
ションの機能を兼
ね備えたメイクアッ
プクリームと、フェ
イスパウダーお試
し品のお得な限定
セット。

ナチュラグラッセ
メイクアップクリーム
セット01

＠COSMEクチコミランキング
CCクリーム部門第1位

全店で
80
セット

アロマエステ

9/2（月）より
スタート

オンライン
ショップ

30％
OFF

※船橋店は対象外

エマルジョンリムーバー
限定セット

数量限定のお買得なセット

全店で
100
セット

税込1,944円
→本体価格1,800円

皮脂テカリ 毛穴汚れ メ
イク残り汚れ クスミを
オフ。 洗顔・ブースター
の両方で使えるリムー
バーミストです。

エマルジョンリムーバー（現品）
エマルジョンリムーバーミニボトル
いつかの石けんのトライアル3個

※品川店、幕張店、土浦店は対象外

15％OFF15％OFF ラッキーバッグ

2019

9/12
木

2019

9/30
月

AEONBODY 【300円お買物券プレゼント!】
2019年9月30日（月）までの期間、1回のお買上げが2,000円（税込）毎に、イオンボディ・A-BODY店内でご利用いただける300円お買物券をプレ
ゼント!但し、選べる3万円企画、お買物券プレゼント企画は対象除外となります。お買物券はお買上げ2,000円毎に1枚ご利用いただけます。
【ご利用有効期限】2019年10/1（火）～2019年10/31（木）まで

※　　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/

美と健康のライフスタイルショップ

2019 大誕生祭 Anniversary
SPECIAL SALE

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 食品よりどり2個830円830円
税込896.40円税込896.40円

9/2（月）より
スタート

三育フーズセットお買い得な 全店で
90
セット



※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。

〈一例〉

5,000円お買い物券プレゼント

1,000円お買い物券プレゼント

3,000円お買い物券プレゼント

「グリーンノート ヘアケア商品」お買上げ
3,000円（税抜）毎に500円お買い物券プレゼント

（平）本体価格2,090円 税込2,257.20円

（平）本体価格1,980円 税込2,138.40円

火を使わずはるだけで気持ちよい温熱効果。

よもぎと温熱効果でスッキリ
火を使わないお灸

傷んだ髪にツヤを与えるヘアオイル
カイカヘアオイル

腰用/世界M 12個入

（平）本体価格2,420円 税込2,613.60円肩用/太陽 30個入

2つのエアバッグで頭皮をつかみ、張り
やこわばりにアプローチ。フェイス周り
のリフトアップを図る美容アイテム。

単なるリップグロスではなく、エイジング集中トリート
メントで塗布後すぐに、ふっくら唇が長時間持続。主な
成分はヒマシオイル、ホホバオイル、ヒアルロン酸、高濃
度ペプチド等。

（平）本体価格20,000円 税込21,600円

（平）本体価格6,000円 税込6,480円（平）本体価格5,500円 税込5,940円

※一部店舗はお取寄せ

※一部店舗はお取寄せ

頭をつかんでググッと持ち上げおうちで極楽ヘッドスパ！

ヘトヘトな瞳にとろけるほどのホットなご褒美

ルルド リフトケア 大人気！塗るだけで「魅力的な唇に」
Lip addict ／リップアディクト

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

500円お買い物券プレゼント

1,000円お買い物券プレゼント

（平）本体価格4,500円
税込4,860円

スカルプブラシ com

みんなでBrushRevolution
特許取得のシャンプーブラシ

ミディアム・ロングの方
におすすめ。

ショート・ミディアムの方
におすすめ。

レギュラー

ハード

（平）本体価格4,000円
税込4.320円

レギュラー

ハード

ルプルプ商品3,000円（税抜）お買い上げ毎に
500円お買い物券プレゼント

各（平）本体価格3,500円
税込3,780円

各（平）本体価格3,000円
税込3,240円

LPLPヘアカラートリートメント

ムラなく染めやすいジアミンフリーの泡
タイプ。

各色 80g
LPLPヘアカラーフォーム

ヘアカラーは頭皮にやさしい物を選びたい

カラーリング力が約120％にアップ! 
潤いと柔軟性もアップ!

各色 200g

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

全店で
10台

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。

6,000円お買い物券プレゼント

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

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36,000円 税込38,880円

5,000円お買い物券プレゼント

（平）本体価格28,800円 税込31,104円

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 フォーカラット

連続的にダブルのインパクトで表情、
全身軽やかに艶めく

2,000円お買い物券プレゼント

（平）本体価格14,500円 税込15,660円

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。

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

4,000円お買い物券プレゼント

（平）本体価格23,800円 税込25,704円

プラチナ電子ローラー
ReFa カラット

人気のセルフ美顔器

深くつまみ上げるシャープな動
きで素肌を美しく引き締める、美
容ローラー。エステを受けている
ような心地良さのセルフ美顔器。

全店で
30台

ルルド めめホットチャージプラス
電熱じんわりヒーター内蔵。繰り返し
使えるリチウムイオン充電池使用。

お試し
50％
OFF

全店で
200個

エンバランス糸使用。腰回りからお尻を温める。ショーツ
の上に着用されると包まれる安心感を体感。

葉の香りのリードディフューザー。

可愛いカモミールモチーフのリードディ
フューザー。穏やかに癒される空間に。

→本体価格1,700円 税込1,870円
（平）本体価格2,000円

EM素材メローパンツ
身体の中からぽかぽかあったか

　　　　　　　　 コラーゲン含有量が5,000
　　　　　　　　  mg（製品100g当たり）。手
軽に簡単、大さじ4杯＋水またはお湯200mlで
コラーゲンスキム ドリンクの出来上がり。ド
リンクだけでなくスキムミルク同様に日頃の
ご料理にもご使用できます。

→本体価格180円
税込194円

（メ）本体価格285円

コラーゲンスキム 155g
低脂肪、高たんぱく、高カルシウム

体に良い天然素材を選りすぐりブ
レンドした健康茶です。香ばしさと
ほのかな甘さで、お年寄りからお子
様までご家族みなさまでお飲みい
ただけます。温かいままはもちろん
冷茶でもお楽しみください。

→本体価格200円
税込216円

（メ）本体価格460円

大阿蘇万能茶
400g

香ばしさとほのかな甘みは
飽きのこない味わい

→本体価格400円 税込440円
（メ）本体価格800円

→本体価格400円 税込440円
（メ）本体価格800円

風香フレグランスボトル
葉 ディフューザー 50ml

すがすがしい葉の香り

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。

→本体価格600円 税込660円
各（平）本体価格1,200円

ウィクリースペシャル
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

全店で
200個シーズンオブザフラワー

カモミールディフューザー 30ml

癒されるカモミールの香り

敏感肌のためのスキ
ンケアブランド - 世
界で25000人以上の
皮膚科医が採用する
ブランドです。

ラ ロッシュ ポゼ

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

→3個で本体価格465円
税込502.20円

（平）本体価格1個186円 3個558円

美味しく食べて、ヘルスケア!

亜麻仁（アマニ）のスイー
ツ、日本初登場。オメガ
3、食物繊維、リグナン、
プロテインなどうれしい
成分に加え、グルテン・コ
レステロール・トランス
脂肪酸フリーです。

●再生医療研究から生まれた、ヒト幹細胞培養液・サイタイエキス
等配合。コレ一本でしっかりリペア＆保湿。大好評のウィーク
リースペシャル・バイオセルロースマスクの美容液バージョン。
2万円クラスの美容液をモデルに創った、価値ある逸品。

3個目半額

フラックス・
ブラウニーチョコレート 33g

本気で、“美肌”を目指す人へ”
ヒト幹細胞美容液、AEONBODY 限定新発売!!老化の原因の一つとして、Ⅲ型コラーゲ

ンの減少があります。その、Ⅲ型コラー
ゲンの生成をサポートする「卵殻膜」を
配合した、全身美容＆健康ドリンクです。

→本体価格4,640円
税込4,978.80円

（平）本体価格5,800円

Ⅲ型ビューティー
ドリンク&サプリメント

飲むだけ簡単!全身美容のドリンク

56.5％
OFF

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。更にアミノ酸11種と
オリーブスクワランも配合。

全店で
210個 レイク

タウンのみ
55個

水素パウダーは少量でも、他
の抗酸化素材の能力を倍増
させます。また酵素系素材や
アミノ酸系素材の活躍にも
かかわるので、他のサプリメ
ントと併用する方にお勧め。

→本体価格2,000円
税込2,160円

（平）本体価格4,000円

水素サプリメント
30粒

全店で50個限定

50％
OFF

全店で
50個

（平）本体価格29,800円 税込32,184円

9/2（月）より
スタート

ラ ロッシュ ポゼ商品お買い上げ、
3,000円（税抜）毎に500円お買い物券プレゼント

敏感肌の方に。その肌
そのものの力を引き
出す手助けをする無
添加化粧品です。

シーラン
肌の細胞レベルから向上させる化粧品

シーラン化粧品お買い上げ、
3,000円（税抜）毎に500円お買い物券プレゼント

敏感なお肌の方でも
安心して簡単にケア
ができることを第一
に、最高級の素材を
使って作り上げたコ
スメ。 素肌からきれ
いにするエッセンス
を豊富に詰め込みま
した。

ジュンコカヤヌマ

ニキビ・肌トラブル方、敏感肌の方も
安心して使えます

ジュンコ カヤヌマ商品お買い上げ、
3,000円（税抜）毎に500円お買い物券プレゼント

NEW 10月19日 新登場

PureCure（ピュアキュア）

→本体価格8,400円
税込9,240円

（メ）本体価格12,000円

最先端
テクノロジー

天然植物
エキス

高保湿
リペア

新発売
お試し価格
30%OFF

20％
OFF

フェールプラス 遠赤外線
ドライヤー 1250Ｗ

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。

→本体価格14,400円 税込15,840円
（平）本体価格18,000円

お試し
20％
OFF

（平）本体価格3,600円 税込3,888円
ヘアカラーファンデーション 12g

（平）本体価格3,000円 税込3,240円
自然葉シャンプー 300ml

（平）本体価格2,300円 税込2,484円
オーガニータ（ディープブラウン）100g

※一部店舗はお取寄せ

足裏からふくらはぎまで、
エアで極上マッサージ

（平）本体価格23,000円 税込24,840円

エアブーツマッサージャー

サッと履くだけでマッサージで
きるブーツ型。10か所12層の
エアバッグ、足裏からふくらは
ぎまで足全体をぎゅっとしぼり
上げてマッサージ。

300円お買い物券プレゼント

300円お買い物券プレゼント

4,000円お買い物券プレゼント
9/2（月）より
スタート

50％
OFF

50％
OFF

36.8％
OFF

Ⅲ型ビューティードリンク

Ⅲ型サプリメント 美・肝・動 70粒

→本体価格280円
税込302.40円

（平）本体価格350円

9/2（月）より
スタート

※一部店舗はお取寄せ

オンライン
ショップ

全店で
500枚

オンライン
ショップ

全店で
30台

美と健康のライフスタイルショップ

2019 大誕生祭 Anniversary
SPECIAL SALE

お買物券プレゼント ※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2019年10月31日（木）まで。

大誕生祭でお渡しした300円お買物券はご利用いただけません。

※　　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/

2019

9/12
木

2019

9/30
月

※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2019年10月31日（木）まで。

10月のスペシャルプライス
10/1（火）～10/31（木）




