
"癒し"を贈ろう

昨年世界中で約 29 万個売れたベストセラーのバスボム
「ビビディ・バビディ・ブー」で、冷えた体もポカポカ。

流れ星のようにクルクル回って溶ける楽しいバスボムとセットで。　
●ポップタスティック（ブルー）1,288円（税別）　〈LUSH　イオンモール成田店〉

お風呂の中でポカポカ天体観測

敏感肌の方にもオススメのベストセ
ラーボディークリーム「ドリームクリー
ム」や、オレンジの香りのシャワージェル

「オリーブ収穫祭」や、石けんで、色々
な香りも楽しめるセット。　●ホーム
フォアクリスマス（グリーン）2,130 円（税
別）〈LUSH　イオンモール成田店〉

クリスマスカラーの箱を
開けると大人気商品

女性なら誰もがときめいてしまうピンク色。疲れを癒し
てくれる甘いキャンディーの香りで、体や頭を洗って。
フワフワの泡風呂も楽しめる。女子力もUP!　
●リトルスノーフェアリー（ピンク）1,482 円（税別）　

〈LUSH　イオンモール成田店〉

甘い香りで、心も体も気分はルンルン

話題のアルガンオイルを贅沢に使用したボディケアシリーズ。甘くオリエンタルな香り
で、モロッコの伝統的なスパをプチ体験しながら自宅で癒しのバスタイムを。　
●アルガン　トータルコレクション5,400円（税別）　〈THE BODY SHOP〉

アルガンオイルたっぷりの贅沢ボディケア！

とろけるような甘さの中に、ほ
んのりとバニラが香る。深い温
かみで “ ほっこりボディケア”。
● バ ニ ラブリュレ　 ボックス
1,847円（税別）

〈THE BODY SHOP〉

濃厚なバニラの香りで
肌にも甘いご褒美を

クリスマスは、プレゼントの季節。大切な人だから、
ほっこり、にっこりしてほしい―、そんな思いを込めて

贈り物にぴったりのギフトたちがそろいました。

　大切な人だか
ら、これを贈りたい

Christmas gift
クリスマスギフト

イオンモール成田の
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THE BODY SHOP･･････････････････････････････････ 1F ／☎ 0476-23-8399
LUSH　イオンモール成田店････････････････････････ 2F ／☎ 0476-23-8428
アナヒータストーンズ････････････････････････････ 2F ／☎ 0476-23-8427
サンクゼール・マルシェ･･････････････････････････ 1F ／☎ 0476-33-3947

掲載店
i clock･･･････････････････････････････････････････ 1F ／☎ 0476-23-2661
マリークヮント･･････････････････････････････････ 1F ／☎ 0476-23-6066
カメラのキタムラ････････････････････････････････ 1F ／☎ 0476-23-8838

アクセサリーひとつでも気分は変わるも
の。お気に入りのパワーストーンを身に
つければたちまちハッピーに！
● NO KN-3781 アラゴナイト（イエロー）
2,600 円、オリジナル・ゴムブレス（オレ
ンジ）5,020 円、　（パープル）4,740 円（各
税別）　〈アナヒータストーンズ〉

キラキラパワーストーンで
気分はHAPPY

国産ぶどう100％、自社ワイナ
リーで醸造している赤ワイン。
豊かな果実味とほどよい酸味が
広がる。そのまま飲むのもよし、
ホットワインで体の芯から温ま
るのもGOOD　●ホットワイン
セット2,852 円（税別）〈サンク
ゼール・マルシェ〉　

ヨーロッパの定番、
ホットワインを自宅で！

簡単にツヤとキラメキをプラスできるフェイスカラーと、いつものメークにアク
セントを加えるアイシャドウ、つけると色が変化するリップグロスのセット。缶
ケース付き。数量限定。●TAKEN BY STORM MAKEUP SET〈Ⅰ・Ⅱ〉　5,500円（税
別）　〈マリークヮント〉

繊細なパール使いが楽しめるメークセット

温感マッサージクリームとオイル状美容
液のスキンケアセット。くすみのない、い
きいきとしたやわらかで触れたくなるよ
うな肌に導いてくれる。ポーチ付き。数
量限定。● TAKEN BY STORM SKINCARE 
SET　6,500円（税別）〈マリークヮント〉

お手入れタイムを
贅沢な時間に演出

"楽しい"を贈ろう

"元気 "を贈ろう

キラキラと輝くラッキーモチーフのクロー
バーがポイント。世界 26 都市の時刻に合
わせられるソーラー電波ウォッチ　●セイ
コールキア　71,000円（税別）　〈i-clock〉

時間を楽しむ女性のために
ルキアのハッピーなエッセンス

驚くほど軽く、肌に優しい洗練のチ
タニウムモデル。繊細な美しさ、強さ。
そして正確なソーラー電波ウォッチ
●シチズンXC　78,000円（税別）

〈i-clock〉

かけがえのない時を生きる
すべての女性のために
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南イタリア産トマトを使用し、自社工場で製造して
いる自慢のパスタソース。オイルもついた本格的
なセット。クラッカーにソースをのせておつまみ
にするのもオススメ！　●本格パスタセット3,736円

（税別）　〈サンクゼール・マルシェ〉

みんなで食べるご飯が元気の源！

撮ってその場で写真が出てくるので、
パーティーや結婚式で大活躍！
● FUJIFILM チ ェ キ instax mini 8（ イ
エロー）7,278 円（税 別）　 ● FUJIFILM
チェキinstax mini 25 ／ハローキティ　
10,010円（税別）　〈カメラのキタムラ〉

その場ですぐ写真になる！
パーティーで大活躍

● instax miniチェキフィルム
各 788円（税別）　

〈カメラのキタムラ〉

チェキのかわいい
キャラクターフレーム

スマートフォンの画像をすぐに写真に
できます。みんなで写真をシェアしよう！
●スマホDEチェキ　16,482円（税別）　

〈カメラのキタムラ〉

スマホの写真をすぐにプリント詳しくは、ホームページをご覧ください。

http://narita-aeonmall.com
〒286-0029　成田市ウイング土屋24

☎0476-23-8282　年中無休

イオンモール専門店街は10時〜22時まで営業（レストラン街は11時〜22時）

E V E N T  I N F O R M A T I O N

毎月第三土曜日／19：00～
専門店街２階フードコート

特設会場

フードコート
フードコートディナーライブ

ディナーライブ

フードコートでのディナーを
いつもと違う雰囲気でお楽しみ頂けます

※演者、演奏曲目は毎月異なる
場合がございます

Dinner Live

1 ●／11 土

25 ●／12 木

〜

X’mas リースコンテスト
展示期間：11 月 1 日（土）〜 12 月 25 日 ( 木 )
投票期間：11 月 1 日（土）〜 12 月 7 日 ( 日 )
10：00 〜 22：00
専門店街 1 階チキュート前
近隣の幼稚園、保育園の園児たちに作成し
て頂いたクリスマスリースを展示。がんばっ
たで賞など様々な賞をお客さまに投票して
いただき、その結果を 12/23（火・祝）14：00
〜にガーデンコートにて発表します。

14 ●／11 金

25 ●／11 火

〜

スイーツカーニバル
10：00 〜 20：00　※最終日のみ 19：00 まで
1 階スカイコート特設会場
人気スイーツがイオンモール成田に集合！
８ブ ラ ンド
の ス イーツ
をお 楽し み
頂けます。

※商品は掲載写真以外にもございます
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