２０２２年６月９日
イオンリテール株式会社

６月１４日から“ネット限定”大型セール
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「イオンスタイルオンライン ＢＵＺＺＴＴＯ ＳＡＬＥ」開催
イオンリテールは衣料品・暮らしの品をネットでお買物！「イオンスタイルオンライン」にて
６月１４日（火）から「イオンスタイルオンライン バズっとセール」を開催します。

共働き世帯の増加や交通利便性の向上に伴いネットで注文した品は、宅配だけではなく店頭で
受取るニーズが増えています。
こうしたなか当社は、衣料品や暮らしの品をネットで注文し、店舗受取りにも対応する
「イオンスタイルオンライン」で“季節を先取りする”お買得品を取り揃えるネット限定の大型
セールを年４回、開催します。名称を「イオンスタイルオンライン バズっとセール」として
４０～６０代向けの商品提案に加え、Ｚ世代からミレニアル世代の２０～３０代向けの商品も提案
します。
初回は「夏のボーナス先取り」をコンセプトに、“お出かけ準備品”の「バッグ」や「抱っこ紐
セット」のほか“イエナカ時間”を充実させる「フィットネスグッズ」や「スマートテレビ」など
の商品も取り揃えます。
「イオンスタイルオンライン バズっとセール」概要
名
称：
「イオンスタイルオンライン ＢＵＺＺＴＴＯ ＳＡＬＥ（バズっとセール）」
販売期間：２０２２年６月１４日（火）午前１０：００ ～２１日（火）午前９：５９まで※１
販促企画：イオンマークのついたカード払いご利用で ＷＡＯＮ ＰＯＩＮＴが基本の１０倍※２
６月１４日（火）～２１日（火）、イオンマークのついたカードのクレジット 払いご利用で、
２００円（税込）ごとに１０ＷＡＯＮ ＰＯＩＮＴを進呈します。
（進呈日はサイトにより異なります。
）

イオンマークのついたカード払いご利用で総額１,０００万ＷＡＯＮ ＰＯＩＮＴが
当たるキャンペーン※２
６月１４日（火）～２１日（火）
、対象サイト※３の内２サイト以上をイオンマークのついたカード払い
１０,０００円（税込）以上ご利用で、抽選で２００名さまに５０,０００ポイントを進呈します。

Ｕ Ｒ Ｌ： https://chirashi.otoku.aeonsquare.net/st_sl
※１：サイト・商品ごとに販売期間が異なる場合があります。
※２：マイルでポイントが貯まる「ＪＭＢカード」は対象外。
※３：「イオンスタイルオンライン」のほか、
「イオンネットスーパー」
「イオンショップ」
「イオンｄｅワイン」
「イオンバイクモール」
「イオンデジタルワールド」が対象。

＜イオンスタイルオンライン バズっとセール＞
【ファッション・暮らしの品・ホビー等 お買得企画】
＜お出かけ準備＞
お出かけ機会の増加を見据えて、中身がたっぷり入り、折り畳み可能な「ロンシャンのショルダー
バッグ」や「マリメッコ ３点セット」を用意するほか、空調ファン内蔵の抱っこ紐カバーで蒸れ
やすい背中とカバーの間に風を送り込み、効率的に汗を蒸発させ気化熱で身体をやさしく冷やす
「抱っこ紐セット」
、ＵＶ対策「ＡＮＥＳＳＡ 特別セット」も販売します。

合計５０個限定

合計５０セット限定
Ｃセット

Ｅセット

ロンシャン ショルダーバッグＬ
（ウスクロ／コイアカ）１個

マリメッコ ３点セット（Ｃ／Ｄ／Ｅセット）
（バッグ・タオル・ポーチ）

各 本体 １０,５００円（税込 １１,５５０円）

本体 １８,０００円（税込 １９,８００円）

ＤＡＤＷＡＹ クール抱っこセット
・エルゴベビー ＯＭＮＩ Ｂｒｅｅｚｅ
（ペールグレー／ミッドナイトブルー）
・空調だっこ紐カバー
・ガーゼベルトカバー

ＡＮＥＳＳＡ 特別セット
・デイセラム３０ｍＬ
・パーフェクトＵＶ スキンケアジェルＮ ９０ｇ
・付属品（特製タオル、保冷バッグ）

本体 ４,８６０円（税込 ５,３４６円）

本体 ２７,８００円（税込 ３０,５８０円）
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＜イエナカ時間の充実＞
“イエナカでの生活”を充実させるアイテムを取り揃えます。一例として“乗るだけ、かん
たんエクササイズ”の「ＤＯＣＴＯＲ ＡＩＲ（ドクターエア）」とイオンのコラボモデルや
“Ａｎｄｒｏｉｄシステム搭載”スマートテレビなどを、お買得価格で用意します。
合計１００セット限定

限定２００台

ＤＯＣＴＯＲ ＡＩＲ ３Ｄスーパーブレード
スリム イオンコラボモデル 専用バンド付き
セット（ブラック／ピンク）

４０ｖ型Ａｎｄｒｏｉｄシステム搭載ＦＨＤ
スマートテレビ ＴＣＬ

本体 ２７,５００円（税込 ３０,２５０円）

本体 ３３,８００円（税込 ３７,１８０円）
限定５０台

置くだけ簡単アイスコールド敷パッド
シングル ブルー ホームコーディコールド

冷凍容量たっぷり１２９Ｌ
フレンチドア冷蔵庫 アイリスオーヤマ

平常価格 本体３,９８０円（税込４,３７８円）の品
本体 ２,９８０円（税込 ３,２７８円）

本体 ７９,８００円（税込 ８７,７８０円）

＜まとめ買いでオトク＞

SK-II フェイシャル トリートメント
エッセンス ２３０ｍＬ ２本セット

コンビ 強力防臭抗菌おむつポット
ポイテックシリーズ共用スペアカセット
３個パック×２点セット

本体 ３２,０００円（税込 ３５,２００円）

本体 ４,０００円（税込 ４,４００円）
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ご参考
イオンネットスーパー、イオンショップなど同時開催
【イオンネットスーパー お買得企画】
２０２２年６月１４日（火）１０：００から、２１日（火）２２：５９まで
６月１４日（火）～２１日（火）の承り期間中、特定商品に「ネットスーパー限定ＷＡＯＮ
ＰＯＩＮＴ」を進呈します。一例として、サラダ油や小麦粉といった生活必需品のほか、有名
料理店のシェフ監修「トップバリュ プロのひと品シリーズ」やレンジとフライパンで簡単調理が
ク ッ キ ッ ト
できる冷凍ミールキット「ＣｏｏＫｉｔシリーズ」などに最大約２０％分※３のＷＡＯＮ ＰＯＩＮＴ
をおつけします。

20 WAON POINT

50 WAON POINT

サラっとしてクセがない
サラダ油（コレステロール０）
９００ｇ入り
本体 ２７８円
（税込 ３００.２４円）※４

薄力小麦粉（チャックつき）

腹骨取りさば（うす塩味）

７５０ｇ入り
本体 １４８円

２枚入り

（税込 ５３７.８４円）※４

本体 ３９８円
※４

（税込 １５９.８４円）

80 WAON POINT

【プロのひと品シリーズ】
ハッシュドビーフソース＆モル
ネーソース こだわりＷソース
の濃厚ビーフドリア
３００ｇ入り
本体 ４９８円

35 WAON POINT

60 WAON POINT

（税込 ４２９.８４円）※４

100 WAON POINT

【プロのひと品シリーズ】

【クッキットシリーズ】

デミグラスソースと赤ワイン

青椒牛肉絲

風味 ビーフシチュー

（チンジャオニウロウスー）

２３０ｇ入り

４００ｇ入り

本体 ３９８円

本体 ５９８円
※４

（税込 ４２９.８４円）

（税込 ６４５.８４円）※４

※３：商品ごとに進呈ポイントが異なります。個別の商品のポイントについては、期間中のネットスーパー注文
画面よりご確認いただけます。
※４：軽減税率（８％）対象商品です。単品で購入した場合、小数点以下が切り捨てになります。
店舗により販売価格が異なる場合があります。
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【イオンネットスーパー ご予約企画】
２０２２年６月１４日（火）１０：００から、２１日（火）２２：５９まで
「イオンネットスーパー」では前頁のポイント進呈のほか、６月１４日（火）～２１日（火）に
承り、７月５日（火）～１０日（日）にお渡しする「予約販売商品」も用意します。
６月は環境月間でもあることから、ラベルを省いたケース販売専用の「トップバリュ ラベル
レス飲料」を“ラベルをはがす手間がない”
“プラ削減につながる”商品として提案します。

ラベルレス飲料の一例
・トップバリュベストプライス ラベルレス天然水 ２,０００ｍｌ×６本
本体 ３５０円（税込 ３７８円）
・トップバリュベストプライス ラベルレス烏龍茶 ５２５ｍｌ×２４本
本体 ９８０円（税込 １,０５８.４円）※４
・トップバリュベストプライス 強炭酸 天然水使用 ラベルレス炭酸水 １,０００ｍｌ×１２本
本体 ９８０円（税込 １,０５８.４円）※４
※４：軽減税率（８％）対象商品です。単品で購入した場合、小数点以下が切り捨てになります。
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【イオンショップ お買得企画】
２０２２年６月１４日（火）１０：００から、２１日（火）２３：５９まで
食品を中心としたイオンのお取り寄せ・ギフトのオンラインショップ「イオンショップ」では、
セール限定商品として、「佐藤錦（さくらんぼ）」や「浜松餃子」「黒毛和牛切りおとし」などを
販売します。このほかイオンショップを初めて利用する方にも使いやすい、お試し企画として、
期間中５,０００円以上のお買い上げで３００円引きクーポンや「ご自宅用人気アイテム厳選５０」
の商品で使える１,０００円引きクーポン※５を進呈します。

山形県産
さくらんぼ 佐藤錦 １ｋｇ

浜松餃子アソート

本体 ３,９８０円（税込 ４,２９８.４円）※４

本体 ２,３８０円（税込 ２,５７０.４円）※４

北海道産

北海道オホーツク産

黒毛和牛切りおとし（煮込み・炒め用）２.４ｋｇ

刺身用ほたて貝柱（割れ）１ｋｇ

本体 ９,５００円（税込 １０,２６０円）

本体 ５,０００円（税込 ５,４００円）

※４：軽減税率（８％）対象商品です。単品で購入した場合、小数点以下が切り捨てになります。
※５：人気ベスト５０の商品を含み、１回のお買上金額５,０００円以上の場合にお使いいただけます。
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