２０１８年５月～６月

イオンボディに行こう！各店店頭イベント案内

●イベントは店舗により日程が異なります。お間違いの無いようにご確認ください。又、やむを得ない状況により、予定通り開催出来ない場合もございます。その場合は
ご了承頂きますようお願い申し上げます。

全店共通イベント 人気商品サンプルプレゼント 全店・先着２０名様限定
5/31（木）
ラカスタヘアケア
お試しサンプルセット

今の季節、髪を
紫外線から守る
ヘアエマルジョン
がおすすめ！

6/7（木）
人気のオーガニックコスメブランド

チャントアチャーム

４種サンプルセット

強力な紫外線と乾燥からやさしく全身を
守る日焼け止め◆SPF43 PA++

＜洗い流さないヘアトリートメント＞

しっかりメイクもスルっとキレイに落ちる
Ｗ洗顔不要のクレンジング

特に傷んだ髪に週1回の集中ケア

・ヘアソープ＆ヘアマスク35

・クレンジングミルク、ローション、
ミルクセット

植物の力で、しっとりなめらかなツヤ髪へ

石鹸を使わず
汚れを落とす。
体験して欲しい。
よく落ちるけど
乾燥しません。

5/26（土）

6/2（土）
今!一番人気の
オールワン
ジェル。
リピーター率
高いです！

ローズドビオ
ブラッティ
ローズジェリー

キュアナチュラル
アクアジェル

１００％自然由来成分で
出来た贅沢な
オールインワンゲル。

91%以上が活性化水素水。
肌の老廃角質をポロポロ落とす。

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

ソマレゾン・ソマニクス 体験会
安全で扱いやすい、薬物や磁気を使わず、
皮膚を傷つけない、やさしい治療のマイクロコーンケア。
製造メーカーが直接説明＆実演します。

【各日 １３時～１８時】
幕張新都心 ５/12（土）
船橋店

５/13（日）

聖蹟桜ケ丘 ５/19（土）
【100個入】（平） 各10,800円（税込）
【10個入】 （平） 各1,620円（税込）

（パウチサイズ）
・メイクアップクリーム 01,02セット
・リキッドファンデーション NO2
・スキンバランシングベース
・BBクリーム 02（2包セット）
・UVプロテクション（2包セット）

・クレンジングミルク

・エキストラモイストヘアマスク

米ぬかと小麦ふすま
（小麦ぬか）のみの
完全無添加の洗顔クレンジング

ナチュラグラッセ

・UVフェイス＆ボディプロテクター

・ヘアエマルジョン

米ぬか酵素洗顔クレンジング

メイクしながら
キレイになれる!
メイクアップ
クリームは人気
Ｎｏ１です！

（パウチサイズ３種類セット）

（パウチサイズが3種類）

5/24（木）

6/9（土）

特に、ミルク
クレンジングは
不動の人気！

※スタッフに
お声かけ下さい。

製造メーカ-スタッフが適切
な部位に貼付。調子の悪い
所に張ってもらおう！！

6/14（木）

おすすめオーガニックコスメ
ＵＶ下地2種サンプルセット

er プロフェッショナル
スルっとつや髪美人。

ヴェレダ
エーデルワイスUVプロテクト

サロン帰りの指通り。

UV対策・化粧下地
SPF38 PA++

・シャンプー
・コンディショナー
1回分

HANA
オーガニックウェアルーUV
ノンケミカルで軽い塗り心地と
SPF30を実現

酵素の王様 青パパイヤを丸ごと発酵

バイオノーマライザー 試食会
バイオ・ノーマライザーは添加物、
保存料を一切使用してない100%
天然由来の健康食品です。食物酵
素と、栄養が豊富！イオンボディベ
ストセラー商品。

レイクタウン
各日 １１時～１９時
６/９（土） ６/14（木）
６/20（水） ６/３０（土）

水ナシでそのまま飲める
【イオンボディスタッフの声】
夜飲むと朝の目覚めが良い、かろやかに軽く
感じます。その時の調子によって量を変えて
使用しています。

【30包入】（平） 6,804円（税込）

1粒で400mlヨーグルト５０個分の乳酸菌

水ソムリエが作ったハーブコーディアル

シャンピニオンゼリー 試食会

ＭＩＬＬ（ミル） 試飲会

美味しい梅味のゼリー。腸内環境の悪化は、便秘や
下痢だけでなく、ストレスによるイライラや、うつ等様々
な要因にもなることがあります。1粒でヨーグルト50個
分の乳酸菌が手軽に取れる！

【各日 １２時～１８時】
レイクタウン ５/24（木）
幕張新都心 ５/27（日）

自然の恵みを、ナチュラルエキスをミネラルウォーター、ヨーロッパ産
ハーブ、新鮮な野菜と果物、無添加、無着色、はちみつ100％使用、
そして手作りにこだわりました。

【各日 １１時～１６時】

東雲店 ６/７（木）
1粒に２千億個の乳酸菌も配合
されているので腸内フローラ
を整え、お腹の中から爽やか。
【30粒入】
（平） 3,780円（税込）

品川店 ６/９（土）
聖蹟桜ケ丘 ６/14（木）

ユーカリが丘 ６/30（土）

インターナチュラル サンプルプレゼント

【30包入】

ユーカリが丘 ６/１４（木）

土浦店 ６/28（木）

インターフェロンの発見者、小島保彦医学博士が開発した「インターナチュラル」。
製造会社社員が来店、詳しく説明が聞けます。
【各日 １１時～１８時】

（平） 12,960円（税込）

レイクタウン ６/７（木）

船橋店 ６/21（木）

負けない身体づくりに

インターフェロンとは？
体を守るために体内で生
成されるタンパク質の一
種。様々な役割が発見さ
れ、健康の為に使われる
ことも多くなってきました。

東雲店 ５/２４（木）

【150ｍｌ】各（平） 936円（税込）

素肌美人をめざして！究極のノンケミ美容

ジュンコカヤヌマ / カドゥー 実演
よい素材を使って作り上げたコスメ。
究極のノンケミコスメでめざせ素肌美人!!

レイクタウン
５/27（日） ６/10（日）

【各日 11時～18時】

聖蹟桜ケ丘
５/24（木） ６/７（木）
ユーカリが丘
６/１7（土） ６/21（木）
品川店 ６/14（木）

東雲店 ６/２８（木）

サヴォンドゥパルフェ
（平）3,589円（税込）

レイクタウン ５/21（月）
三宮店 ５/23（水）

いつも発見がある店 ＡＥＯＮＢＯＤＹ
人気商品トライアル1０％ＯＦＦ ＳＡＬＥ
●セール品は他の割引との併用はできません。

期間2018年5/22（火）-6/18（月）

スタッフVoiceについて※コメントはあくまでスタッフ個人の「生声」で感想です。是非、店頭で是非お試しください！！

【スタッフＶｏｉｃｅ】

米ぬか酵素洗顔・
クレンジング 85ｇ
成分は米ぬかと小麦ふすま
のみの完全無添加の洗顔ク
レンジング。

（平）2,300円（税込）
→１０％ＯＦＦ
２,０７０円（税込）

これを使い始めてからピーリ
ングをしなくなりました。シ
ンプルで使いやすい。わが家
では家族・親族の女衆全員で
使っています(笑)ツルツル感が
すごい！これは生涯リピートす
ると思います。毛穴の黒ずみ
も気にならなくなりました。

グレイトミネラル
100ｍｌ
カラダは、ミネラルバランスを保つことで
健康や美容の維持しています。また、心の
安定にもミネラルが作用していると言われて
います。
夏は特に汗と共に失われているミネラル。
量は微量とはいえ、慢性的なミネラル不足
が「夏バテ」の原因だとも言われています。
ミネラルはカラダで生成することはできませ
ん。汗をかきやすい夏だからこそ、しっかりと
ミネラルを補給したいですね！！

エンハンシャル
洗顔粉 50ｇ
化学物質不使用。秘密は
7種の成分！特にヒマラヤの
塩が美肌の秘密。
（平）3,456円（税込）

→１０％ＯＦＦ
３,１１０円（税込）
【スタッフの声】
水道水の塩素でも肌が痛むという話
でビックリ。その塩素を除去し、エイ
ジングケアの洗顔粉！！スクラブのよ
うにも使えるしネットを使えばちゃ
んと泡立つし、洗い上がりしっとりで
肌も調子が良い気がします。やっぱり
基本の洗顔は大事だなあと思います。

ビタブリットＣ
フェイス ブライトニング
3ｇ
抗酸化力の強いビタミンCを、最
新技術で12時間お肌に働きかけ、
吸収されやすい事を実現しました。
吸収しやすさを実現

（平） 6,696円（税込）

→１０％ＯＦＦ
６,０２６円（税込）
【スタッフの声】
肌が荒れやすくリッチなケアをしようと
すると、肌に吹き出物が出来たりするので
すが、ビタブリッドＣはさっぱりしていて
肌荒れせず、使い心地も◎スペシャルケア
が出来ます！顔色も明るくなりました。

自然から生まれた78
種類の必須微量ミネ
ラル含有。理想的な
ミネラルバランスが体
に吸収されやすい自
然の形でとれます。
（平）3,888円（税込）

→１０％ＯＦＦ
３,４９９円（税込）

マグマ塩 30ｇ
ヒマラヤ山脈から取れる
お塩です。3億5000万年前
の天然の塩です。水道水に
一振り入れると、酸化度が
+460から-100に！
（平）540円（税込）

→１０％ＯＦＦ
４８６円（税込）
【スタッフの声】
お米を炊くときに入れるとふっくら
やわらかく美味しくなる。顔がむず
むず赤くなる時、ぬるま湯にマグマ塩
で洗うと刺激もなく早く解消する気
が、、、。マグマ塩だけでもお酒のあてに。

あのころの肌
化粧水
150ml
海洋性腐植土壌から抽出し
たミネラル豊富な天然「フル
ボ酸エキス」たっぷりの自然
派ローション。

（平）3,024円（税込）

→１０％ＯＦＦ
２,７２１円（税込）
【スタッフの声】
すっとなじむ、保湿に優れた化粧水です。
直接肌に吹きかけ、手でなじませると、
たっぷりと保湿されます。ミネラルの栄養
でお肌が活き活きする感じが気に入って
います。サラッとして夏向きの化粧水です。

匂いはちょっと気になります
が・・・洗浄力はバツグン！メイク
がするんっと落ちます、しかも毛
穴の汚れも取れてなにより肌が
ワントーン明るくなった気がし
ます！そしてコスパも良いです。
ツヤツヤ・・・

ベジシリカ
コラーゲンをしっかり活用す
るのに重要な役割を果た
す「シリカ」。スギナから抽
出した植物性ミネラルは、
吸収されやすい！

（平）6,480円
→１0％ＯＦＦ
５,８３２円（税込）

ダグラス
ＵＰⅩ10 120錠
マルチビタミンミネラル
ダグラス社は米医療向けサプリメ
ントのポジション。成分高含有の
高さと自然な食物から「コールド
プロセス」で天然の成分がアク
ティブのまま配合されています。

（平）７,４５２円（税込）

→１０％ＯＦＦ
６,７０６円（税込）
【スタッフの声】米国の医師達に人気のサプ
リメント、自然な食品からコールドプロセス
で栄養分を抽出、しかも高含有。安いけど合
成のサプリメントより安心感があります。普
段から食生活が悪いので、これを飲んでいる
となんとなく体が軽く感じます。ただ、粒が
大きいのが難です。

シーベリージュース
（サジー）
ビタミンＡＣＥ、アミノ酸、オメガ
７が多く含まれております。お湯
や水で薄めてお飲みください。
（平） 3,024円（税込）

→１０％ＯＦＦ
２,７２１円（税込）

【スタッフの声】
さらっとしていて、すごく飲みやすく、フ
ルーテイです。すっぱいかな？という印象
より、かなり飲みやすく、たくさんの栄養
素がとれて、おいしいです。

（注）コメントはスタッフの生声です。各商品効果や体感には個人差があり、スタッフの声もあくまで個人的な感想となります！！

