イオンボディの店内での人気商品は【イオンボディオンラインショップ】でもお買い求めいただけます。パソコン・スマートフォンで「イオンボディオンライン」にアクセス！

美と健康の

誕生祭特別価格

ライフスタイルショップ

ご自宅でできる本格的なスキンケア

トリア パーソナルレーザー脱毛器 4X
・イオンレイクタウン店 ・イオン東雲SC店
・品川シーサイド店 ・イオンモール幕張新都心店
・イオンモール船橋店 ・イオンモール土浦店
・イオンタウンユーカリが丘店 ・Ａ－ＢＯＤＹ ＯＰＡ聖蹟桜ヶ丘店

お買物券プレゼント

/

/

期間限定のお得なお買物券

各種割引との併用不可。お買物券のご利用期間は2016年９月1５日（木）～11月2日（水）となります。

頭皮専門医が採用しているヘアケア

スカルプＤ/スカルプＤボーテ
シャンプーコンディショナー各種

ＳＴＹＬＥ Ｄｒ．ＣＨＡＩＲ

（平）３３,０００円（税込３５,６４０円）

５,０００円お買物券
プレゼント

５００円お買物券
プレゼント

天然由来成分を99%以上配
合。天然香料のみで香りづ
け。シリコン、鉱物油、パ
ラベン、合成香料、合成着
色料、動物性原料、石油系
界面活性剤不使用！

シャンプー （平）１,２００円（税込１,２９６円）
コンディショナー（平）１,２００円（税込１,２９６円）

各３００円お買物券
プレゼント

●MGO250+（平）4,800円（税込5,184円）

スイス発スーパーフードブランド
”ＳＥＭＢＲＡＤＯＲ”センブラドール
全品１５％ＯＦＦ
カカオニブ ２５０ｇ
貴重なペルー産有機カカオ豆を
低温で荒く粉砕し加工したカカ
オチップです。加熱調理がされ
ていないため香り高く、栄養を
たもったままに仕上っています。

（平）２,９８０円（税込3,218円）

→１５％ＯＦＦ ２,５３３円（税込２,７３５円）

カムカム １００カプセル

→２,８９０円（税込３,１２１円）

古来よりアマゾンの先住民はカ
ムカムの豊富な栄養素を取り入
れてきました。ビタミンC含有
量はオレンジの約30倍と言われ
ています。

→４,０８０円（税込４,４０６円）

２個目半額

まとめて お買得です。

５００ｇ

（平）２個６５０円
（税込702円）

独自のカイロサポートシ
ステムと衝撃吸収・負担
軽減構造で、座っている
時のフィット感と無重力
のすわり心地を実現し長
時間でもラクラク。

（平）２２,８００円（税込２４,６２４円）

３,０００円お買物券
プレゼント

（平）９,８００円（税込１０,５８４円）

２,０００円お買物券
プレゼント
吸水性バツグン 速攻の吸水

ホットマン「1秒タオル」
素材にこだわり、最高級綿の
スーピマ綿を使用し、シルク
のような肌ざわりとやわらか
さを追求したジャガード織り
の「1秒タオル」です。

ハンドタオル （平）２,０００円（税込２,１６０円）
５００円お買物券プレゼント

バスタオル （平）５,０００円（税込５,４００円）
１,０００円お買物券プレゼント

１ｋｇ

（平）２個５,３３４円
（税込5,760円）

→２個目半額で
４８８円（税込５２７円）

ＳＴＹＬＥ ＰＲＥＭＩＵＭ

お水だけで毛穴を綺麗
に出来ちゃう！1台4
役！導入導出、小顔リ
フトアップまで！

モイスト＆スムース
モイスト＆エアリー

さらに！２週間キット＋クレンジングフォーム ９,３００円相当付

ブラウンシュガー ファースト
ココナッツオイル ４２５ｇ

全店で２０台限定

ＡＲＯＭＡ ＫＩＦＩ

→誕生祭特別
５０,７４０円（税込５４,８００円）

今や食卓の定番オイル

アクアフューチャースキン

エイジングヘアケア

→誕生祭特別
４６,２９６円（税込５０,０００円）
さらに特典！ジェル２本 １５,８００円相当付

座るだけで腰を楽にする

ＴＯＲネックマッサージピロー

２,０００円お買物券
プレゼント

２５０ｇ

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
さが特徴の天然の
無添加蜂蜜です。

●MGO100+（平）3,400円（税込3,672円）

５０ｇ

お水でできる毛穴ケア

（平）７,８００円（税込８,４２４円）

独自の成分「食物グリオメチオール」
ＭＧＯ配合 マヌカハニー ニュージーランド

（平）６０,０００円（税込64,800円）

ナノ水素スパ

小さくても本格的

小さくても本格的、左
右合わせて６つのもみ
玉がこりをほぐします。

ハリ不足やキメの乱れといったエイ
ジング肌の悩みをケアできる家庭用
美容レーザー。クリニックでエイジ
ングケア用で主に用いる「フラク
ショナルレーザー」技術を応用した
スキン エイジングケアレーザーはセ
ラムを一緒に使うことでお肌をなめ
らかに整えてより若々しく明るい印
象のお肌へと導きます。

体の芯から温まり、全身美肌へ！ 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。
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！

シャンプー（平）３,６１２円（税込３,９００円）
コンディショナー（平）３,６１２円（税込３,９００円）

かかりつけ医の手に支え
られるような、安心の座
り心地を実現。Style独自
のメソッド カイロサ
ポートシステムと”立
腰”設計で、腰を立てな
がら楽な姿勢に導きます。

トリア スキン エイジングケアレーザー

人気商品がお買得に！

●MGO400+（平）5,800円（税込6,264円）

→４,９３０円（税込５,３２４円）

（平）４,９８０円（税込5,378円）

●MGO550+（平）10,200円（税込11,016円）

「頭皮環境」という観点から研
究・開発された、男性用シャン
プーシェアNo.1のシャンプーで
す。医学に基づきドクターとの
共同研究が生かされ、お客様の
為に開発されたシャンプーです。

安心の座り心地

クリニックで用いるダイオード
レーザー技術を開発したレーザー
の専門家によって開発された製品
で、お好きな時間にお好きな場所
で手軽にお手入れをすることがで
きます。定期的な使用で、3ヵ月
後にはムダ毛ケアに悩むことなく、
いつでもツルスベなお肌へと導き
ます。（平）５０,７４０円（税込54,800円）

１５％ＯＦＦ

（平）２個７,６００円
（税込8,208円）

→２個目半額で
４,００１円（税込４,３２０円）

→２個目半額で
５,７００円（税込６,１５６円）

ダイエット食、美容食として話題のスーパーフード

健康大陸 チアシード ２００ｇ
水に浸すと10倍に膨張し満腹感
を得られます。必須脂肪酸α-リ
ノレン酸が約20％、食物繊維が
40％含まれます。

収穫したその日のうちに洗浄、
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。

（平）２個３,５６０円（税込3,844円）

→ ２個目半額で ２,６７０円（税込２,８８３円）

注目の素材「桑」の青汁です。有機栽
培熊本産の桑葉・カワラケツメイを使
用し、有機栽培の抹茶を加え飲みやす
く仕上げました。

名水百選に選ばれた熊本県菊池
市の天然水を使用。本物の水素
水でカラダの中からキレイに。

（平）２個４,０００円（税込4,320円）

（平）２個６６７円（税込720円）

→２個目半額で
３,０００円（税込３,２４０円）

→２個目半額で
５００円（税込５４０円）

→ １５％ＯＦＦ
６,０９９円（税込６,５８７円）

国産ネーブルオレンジをスライス
して、フルーツシュガーと
国産天然蜂蜜で丁寧に煮詰めたオ
レンジをまるごと味わえる贅沢な
ジャムです。

（平）１,５００円（税込1,620円）

→１５％ＯＦＦ
１,２７５円（税込１,３７７円）

人気の美容液 大集合
アクアティーク
Ｈコンセントレートオイル
２０ｍｌ
水素と100％天然の
植物オイルを贅沢に
使用。
（平）３,８００円（税込４,１０４円）

→ １５％ＯＦＦ
３,２３０円（税込３,４８８円）

チベン製薬
マルラオイル
２５ｍｌ
美肌作りと若返り
の栄養素「ビタミ
ンC・E」が豊富。

（平）1,４００円（税込1,512円）

→１５％ＯＦＦ １,１９０円（税込１,２８５円）

チベット産抗酸化力が高いこだわりの岩塩です。

１日小さじ２杯。スムージーやサラダに！

シーラン マグマ塩

モリンガス－パーリーフパウダー１００ｇ

こだわりの岩塩。マスコミや
雑誌にも多数紹介されてます

１００ｇ（平）９６０円（税込1,036円）

→１５％ＯＦＦ ５,９５０円（税込６,４２６円）

イオンボディ 有機くわ青汁

スキンセラピスト
アプリコット＆ネロリ３０ｍｌ
新陳代謝を促進し、
メラニンや首や顔に
出来る粒イボも押し出せる
肌へ。
（平）７,１７６円（税込７,７５０円）

オレンジスライスジャム ２８０ｇ

サトウキビだけを原料にし、加計呂
麻島に浮遊する酵母菌と酢酸菌によ
る天然発酵させた醸造酢。他の酢に
比べてミネラル量が圧倒的に多い。

→１５％ＯＦＦ ８１５円（税込８８０円）

ＫＩＹＯＲＡＢＩ 水素水

ニコラオーガニクス

季節限定の大人気商品

かけろま きび酢

（平）２個２,４００円（税込2,592円）

健康・美容の為の新習慣

→１５％ＯＦＦ ４,２３３円（税込４,５７１円）

奄美大島近くの加計呂麻（かけろま）島でしか造れない

→ ２個目半額で
１,８００円（税込１,９４４円）
まろやかな口あたりの水素水

美容液ＳＡＬＥ

→８,６７０円（税込９,３６３円）

１Ｋｇ（平）７,０００円（税込７,５６０円）
※1Ｋｇの商品は店舗により、お取り寄せになります。

アフリカのパワフルな大地が生んだ
栄養満点の13種類のビタミン＆ミ
ネラルの他、18種類のアミノ酸を
バランスよく含みます。100％ナ
チュラル＆ローフード。

（平）１,５８０円（税込1,706円）

→１５％ＯＦＦ 1,３４３円（税込１,４５０円）

海外セレブに大人気

塗って食べる新感覚 ギリシャの香りをご自宅へ

コンブッカ ７２０ｍｌ

ボレイエクストラバージン
オリーブオイルスプレッド １４０ｇ

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、
メディアで注目されている商品です。

（平）４,８００円（税込5,184円）

一番搾りのエクストラバージンオ
リーブオイル で作った世界初の
スプレッド。トランス脂肪酸ゼロ、
コレステロールゼロを実現。直接
塗ったり、お料理に。

（平）１,２００円（税込1,296円）

→１５％ＯＦＦ
４,０８０円（税込４,４０６円）

→１５％ＯＦＦ １,０２０円（税込１,１０１円）

100％のＵＭＦマヌカハニーの固形化

からだを中からポカポカに温めます！

マヌカハニードロップ

ジンジャーハーブティ ティーパック

（平）１,０００円（税込1,080円）

→ １５％ＯＦＦ ８５０円（税込９１８円）
プロポリス柚子入りＵＭＦマヌカハニーの固形化

マヌカハニードロップ
（平）５００円（税込540円）

→ １５％ＯＦＦ ４２５円（税込４５９円）

生姜をメインにオレンジピールの
フルーティーな香り、ステビアの
自然な甘みが特徴の体をポカポカ
に温める事をコンセプトに開発さ
れたハーブティ。２．５ｇ×３０包

（平）１,３１５円（税込1,420円）

→１５％ＯＦＦ １,１１８円（税込１,２０７円）

１２種類の野草をブレンド

生干し人参使用

（平）４,２８０円（税込４,６２２円）

どくだし茶

高麗人参茶 ３０包

→ １５％ＯＦＦ
３,６３８円（税込３,９２８円）

（平）１,２００円（税込1,296円）

（平）３,６００円（税込3,888円）

→１５％ＯＦＦ １,０２０円（税込１,１０１円）

→１５％ＯＦＦ ３,０６０円（税込３,３０４円）

ローズドビオ

コスメア

フラコラ

熊本産を主体に国産ごぼうをブレンド

国産天然素材の使用、塩、化学調味料無添加

ブラッディローズ
ジェリー４０ｍｌ×２本

オーガニックローズヒップオイル
20ml

プラセンタ ホワイテスト

国産 ごぼうの恵み茶 ６０ｇ

だしパック（鯛・まいたけ入り） 8ｇ×12個

オールインワン
美容液。BDIH認
定。日本製。
全店５０セット限定
（平）１４,０００円（税込１５,１２０円）

ローズヒップの果実・皮・種
までまるごと抽出した、オー
ガニックローズヒップ100％
のオイル。全店３０個限定
（平）３,８００円（税込４,１０４円）

→ ５％ＯＦＦ
１３,３００円（税込１４,３６４円）

→ １０％ＯＦＦ
３,４２０円（税込３,６９３円）

（平）１,８８７円（税込2,037円）

（平）８４３円（税込910円）

純度100％のプラセンタ
エキスがぐんぐん浸透。
クリアな印象へ。

【コレステロール値が気になる方へ】おいしい青汁！

本物のめんつゆ作り、たれに

（平）３,３３４円（税込3,600円）

明日葉おいしい青汁

江戸前かえし ３００ml

（平）２,５００円（税込2,700円）

（平）８８０円（税込950円）

→１５％ＯＦＦ ２,１２５円（税込２,２９５円）

→１５％ＯＦＦ ７４８円（税込８０７円）

→ １５％ＯＦＦ
２,８３４円（税込３,０６０円）

→ １５％ＯＦＦ １,６０３円（税込１,７３１円）

→１５％ＯＦＦ ７１６円（税込７７３円）

＊特別企画品、セール品、ラッキーバッグは他の割引との併用はできません。お買物券プレゼントの対象外です。ラッキーバッグ、セール品のラッピングは有料にて承ります。

/

美と健康のライフスタイルショップ
ＨＩＴ商品

ラッキーバッグ

今欲しいイオンボディアイテム

トラブル肌には、これ！
サヴォンドゥパルフェ
＆泡ポンプセット

塩が決め手の抗酸化洗顔
シーラン 「エンハンシャル」
洗顔粉

洗浄力が強いのに
肌に優しい。洗顔後
のしっとり感とトーン
アップ感お試し下さい。
（平）3,816円
（税込4,121円）

こだわりの、抗酸化
ヒマラヤ岩塩が疲れた
お肌をバックアップ。

イオンボディで人気のお買得オリジナルセット！！

あの女優も大絶賛 話題の【10min】

ＴＶ＆ＭＯＶＩＥ ブランドデビュー限定セット
肌に優しいオーガニック＆ナチュラル

ＮＥＷ

１５％ＯＦＦ
→２,７２０円（税込２,９３７円）

100％無添加これ1本でOK！
米ぬか酵素クレンジング

すべてが試せる
お得な
限定セットを
新発売！

１つに1ℓのオリーブオイル使用
ガミラシークレット
ソープ（各種）

成分は米ぬかと小麦ふすま
（小麦ぬか）のみ完全無添加
の洗顔クレンジング。
（平）2,130円（税込2,300円）

１５％ＯＦＦ
→１,８１１円（税込1,９５５円）
秋の乾燥予防をしっかり対策
ヴェレダ モイスチャー
ローズセット
・ワイルドローズシリーズ
・モイスチャー
ローション100ml
・モイスチャークリーム 30ml
・クリーミー
ボディウォッシュ20ml
・ボディミルク20ml
・スキンフード10ml

甘夏香る 透明な輝き
アムリターラ トーンアップ
スペシャルキット

→７,０００円（税込７,５６０円）

【限定】全店で40セット

香りを身につける
昼夜アロマオイルと
ペンダントセット

今秋発売の目元ケア
トリア スキンエイジング
アイケアレーザー

人気Ｎｏ.１のメイクアップクリーム
ナチュラグラッセ
セット

毎晩のスキンケアに数分組み込んで
いただくだけで、年齢の表れやすい
目元に効果的にアプローチ。

・メイクアップクリームＣＢ

→誕生祭特別
（２週間キット ５,４００円相当付）

お肌に優しいオールインワン
アカランセット

南国のスパリゾートをテーマにしたヘアケア
ココパーム
３アイテムセット

・アカランジェル120ｇ
・アカラン枠練りせっけん10ｇ×2個

お買物券３００円プレゼント

→ノベルティプレゼント
３,４００円（税込３,６７２円）

角質ケアピーリングジェル
Ｃｕｒｅ（キュア）

部屋干し臭い対策に！
洗濯マグちゃん
（平）１,800円（税込1,944円）

・ホットクレンジングジェル
・ナチュラルシャンプー
・トリートメント各600ml
（平）4,500円（税込4,860円）

→３,０００円（税込３,２４０円）
【限定】全店で60セット

・アスタラディエンスクリーム
・ホワイトエッセンス
フルーティオイルトライアル4粒

２,０００円お買物券プレゼント
・ベネクス・

レッグコンフォート

・アイデトックス・

ラフィネ ・イオンボディ店舗

ラベンダーの香り・11/30（金）まで

イオンレイクタウン店
TEL：０４８-９８８-８４２１

・おすすめコース
8,100円（税込）
（ボディ60分 6,480円
＋アイデトックス15分 1,620円）

・単品コース ５分 540円（税込）
目のまわりのツボ押しと耳まわりのほぐします。
【花王のめぐりズム蒸気でホットアイマスク】
を使用しながらの施術になりますので、温感でも
リラックスすることができます。

イオン東雲ＳＣ店
TEL：０３-３５３４-５７７１
品川シーサイド店
TEL：０３-６７１２-０２１２
イオンモール船橋店
TEL：０４７-４６８-８７５１
イオンタウンユーカリが丘店
TEL：０４３-３１２-３９８１

【限定】全店で60セット

天然成分にこだわった優しい使い心地
パックスナチュロン
スキンケアセット
・フェイシャルローション
・エモリエントクリーム

・リップオイルRD1
【プレゼント】
・マシュマロパウダーミニ品

（平）3,000円（税込3,240円）

→５,１００円（税込５,５０８円）

→１,５００円（税込１,６２０円）

【限定】全店で60セット

【限定】全店で24セット

無添加せっけん＋天然ハーブ
アラウベビーセット （しっかり保湿）

海底火山の天然鉱石の繊維であたたかい
イオンボディ限定
オーラセット

・泡全身ソープ本体450ml
・詰替400ml
・しっかり保湿
モイストクリーム50g

まるで着る岩盤浴！
・ハイバックキャミソール
・足スパサポーターロング
・ほっとキルトミニ

（平）2,300円（税込2,484円）

（平）11,800円（税込12,744円）

→１,７００円（税込1,８３６円）

→７,４０８円（税込８,０００円）

【限定】全店で40セット

・ナチュラルボディ・
期間中の特別コース
通常の整体４５分コースに
＋プラス
骨盤調整が１０分 無料！！

ナチュラルボディ
イオンボディレイクタウン店
TEL：０４８-９７２-４０１１

イオンボディ アロマテラピースクール
初 め て の 方 向 け の 入 門 講 座 か ら 本 格 的 な 資 格 取 得 養 成 講 座 ま で

◆ レイクタウン店 ＴＥＬ : ０４８-９７２-４３３６ ◆
アロマ関連講座

トリートメント講座

手づくり石鹸講座

ハーブ関連講座

資格対応講座

ベビー講座

・AEAJアロマテラピーインストラクター/アロマテラピー検定対策講座
・JAMHAハーバルセラピスト/ハーブ検定対策講座など

●はじめてのバッチフラワーレメディと
メディカルハーブ
9月21日（水）

時 間：13：00～14：30

ドライフルーツセット

瀬戸田レモンセット

三育フーズセット

いろいろな味が楽しめる。あんず、キウイ、
アップル、いちじく、マンゴーのセット。

ビタミンＣが豊富。瀬戸田レモン、レモンの泉、
ふるさとレモン、レモンキャンディのセット。

受講料：¥2,750（材料費・税込） 定員８名
講 師：田中佳代(JAMHA認定ホリスティックハーバルプラクティショナー)

大豆を使った、肉代替品など
のヘルシーなお得なセット。

バッチフラワーレメディは、ネガティブに傾いている心に働きかけ
バランスを取り戻しストレスを軽減してくれる花の癒やしのシステムです。
この講座では、バッチフラワーの基礎を学びさらに使用方法を学んで頂きます。
心と体のセルフケアを実践してみませんか？

１５％ＯＦＦ
→１,４４０円（税込１,６５２円）

（平）1,417円（税込1,530円）

→１,０００円（税込１,０８０円）

● ● ● 脚の血行を促し、あたためフットケア ● ● ●
レッグウォーマー

→４,５００円（税込４,８６０円）

→４,８００円（税込５,１８４円）

（平）1,995円（税込2,154円）

→１,４２９円（税込１,５４３円）

これからの時期に大活躍！カラダの中からあたためよう

就寝中のレッグケア
冷え対策に。
（平）１２,６００円
（税込１３,６０８円）

＊ご予約はそれぞれ電話番号が
異なりますのでご注意ください。

・モイストクレンジングミルク
・モイストローションR
【プレゼント】
・泡立てネット
・マイルドクレンジングソープ

お買物券５００円プレゼント

これ凄い！驚きの爪磨き体験
ＮＵＤＥ ＮＡＩＬ
グラスネイルシャイナー

・イオンドクター・

人気のクレンジングミルクとローションＲ
チャントアチャームセット

（平）5,610円（税込6,058円）

３０,３７１円（税込３２,８００円）

あたため

→６,６００円（税込７,１２８円）
【限定】全店で40セット

クリームファンデーション、クリームチーク２色、
UV下地、パレットケース）

→３,２３９円（税込３,４９８円）

→２,５００円（税込２,７００円）

（平）7,415円（税込8,008円）

→６,３００円（税込６,８０４円）

（平）2484円（税込2,300円）
～3,564円（税込3,300円）

→６,５００円（税込７,０２０円）

・キュア
・キュア入浴剤×2個
（平）3,000円（税込3,240円）

香りもテクスチャーも気持ちいい。
・月桃バランスローション120mL1点
・月桃デイモイストクリーム30g1点
・月桃ナイトリペアオイル使い切り2回分

10min パウダーファンデ・セット5,500円
（税抜）に＋1,500円（税抜）で、お得な
ミニアイテム付き！（スティックファンデーション、

（平）4,049円（税込4,372円）

（平）1,500円（税込1,620円）

肌へ密着して一日中くすみのない肌へ
導きます。石鹸で簡単にメイクオフ。

全て手づくりの
ベストセラー。
大切な人へのギフトにも。

・昼ブレンド／夜ブレンド
20ml いずれか
・アロマペンダント

ネイルしなくても大丈夫！
少し磨けばグロス感のある
サロンクオリティの輝きに！

こだわりの沖縄オーガニックコスメ
イオンボディ限定
琉白ラッキーバッグ

・スムースファンデーション
・リップグロス
（平）7,100円（税込7,668円）

（平）3,200円（税込3,456円）

→３,３２５円（税込３,５９０円）

肌が疲れない美容成分たっぷりの大人ＢＢ
Ｂａｂｕースムース
ナチュラルファンデーション

/

・オカモト・

血行を促す靴下サプリ
めぐりの良いカラダから
健康を目指そう。
（平）１,８００円
（税込１,９４４円）

３００円お買物券プレゼント
・ルルド・

ダブルもみ各種

（平）2,340円（税込2,527円）

→１,０００円（税込１,０８０円）

人気の食品

よりどり２個で８８８円（税込）

ウエストウォーマー
ふわっとした肌触り！
就寝用におすすめ。
（平）１０,０００円
（税込１０,８００円）

・ベネクス・

詳しくはホームページまたは店頭のチラシをご覧ください。

リカバリーボディコンフォート

●手づくり石鹸基礎講座

ナノプラチナで上質な休養を。
締め付けがなくストレスフリー。
（平）４,８００円
（税込５,１８４円）

２,０００円お買物券プレゼント

１,０００円お買物券プレゼント

１個 ５４０円（税込）

・オーラ・

・ＥＭ・

・まろやかしじみ 65g ・肉らしい豆な姑 150g
・肉らしい豆な嫁150g ・わかめ入り青のり 250g
・中華風とろろスープ 75g ・青唐辛子地味噌 190g
・唐辛子地味噌 190g ・地のり 26g ・和風とろろスープ 83g
・あさり入り和風とろろスープ 75g
・紀州南高梅わけありはちみつ／あじな梅 各330g
・千葉ねぎ 110g・千葉ねぎ地味噌 210g

はらまき各種

はらまき各種

着て休むだけ。かつてない
休養のための新習慣。
（平）４,５００円
（税込４,８６０円）

ダブルのもみ玉が
広い範囲をマッサージ。
（平）１３,８００円
（税込１４,９０４円）

岩盤浴で有名な鉱石よりも
高い、遠赤外線エネルギー。
（平）４,５００円
（税込４,８６０円）

軽い！心地良い！
やさしくフィット！
（平）１,７５０円
（税込１,８９０円）

１,０００円お買物券プレゼント

２,０００円お買物券プレゼント

１,０００円お買物券プレゼント

３００円お買物券プレゼント

金曜コース（全３回）9/23・9/30・10/7
時 間：10：30～15：30
受講料：¥32,000（教材費・実習費・税込）
講 師：小山尚子(AEAJアロマテラピーインストラクター/アロマセラピスト

● ● ● カラダの代謝をUP！あったかケア ● ● ●
・イオンドクター・

●アロマテラピー検定対策講座

◆セール商品、クーポン商品は割引の併用はできません。◆ご好評につき売り切れの場合はご了承ください。 ◆こちらのお買物券のご利用期間は2016年9月15日（木）～11月2日（水）となります。

9月22日（木）夏の肌をいたわるシアバター入り石鹸
10月10日（月）はちみつ石鹸
時 間：10：30～12：30
受講料：¥4,000（材料費・税込） 定員６名
講 師：すずきまさえ(AEAJ認定アロマテラピーインストラクター)
苛性ソーダを使って本格的な石鹸を作ります。石鹸づくりに使用する精油やオイルなど
について学習し、自分でオリジナル石鹸が作れるようになることを目的とした講座です。
はじめての方にもオススメです。
《持ち物》牛乳パック（500ml）２個／エプロン／マスク／ビニール手袋／
ゴーグル（メガネでもOK）／袖が隠れる物（洋服でもOK）

＊＊詳しい内容はＨＰ、または各店舗店頭にてご案内しております＊＊

