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10％OFF製品情報
bit.ly/yl10discount

5月1日(土) 9:30〜5月16日(日)

10%
OFF

アウトドアが気持ちいいシーズン到来！
セルフケアも万全に♪
自然の中で快適に過ごすためのマストハブアイテム。
エッセンシャルオイルの爽やかな香りで心地よく。

VOL.
01

Essential Life

YLジャーナルが
「Essential Life (エッセンシャルライフ)」
としてリニューアルいたしました。
これからもより充実した情報をお届けします。

4月1日〜4月25日 期間限定発売
エッセンシャルオイル
「パルマローザ 15mL」

＜ブレンド内容＞
シトロネラ､レモングラス､ローズマリー､ゼラニウム､
スペアミント､タイム､クローブ

アウトドア ディフェンス 177mL
製品番号：23270D PV:34.75
シェアリング会員価格 ： 5,500円
ショッピング会員価格 ： 7,260円

ほんのりとローズのような香り。
ナチュラルな優しい香りに包まれて
スキンケアタイムをお楽しみください。

※ 10%OFF キャンペーン価格を適用するには､必ず
「製品番号の後ろに“D”」
の付いた番号を選択､ご使用ください。
※ 10%オフ価格でのご提供は､準備数なくなり次第終了となりますので､YLおトク便でお求めの際はお早めに。

YLおトク便限定キャンペーン
5月1日（土）〜5月25日（火）

YLおトク便限定キャンペーン

bit.ly/yl-campaign
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Present

下記①〜②の製品のうち､いずれかをプレゼント。
どれが届くかはお楽しみに☆

（プレゼントの交換はできかねます。
）

① エッセンシャルオイル
「ローズマリー 5mL」

200 Present
PV

下記①〜②の製品のうち､いずれかをプレゼント。
どれが届くかはお楽しみに☆

（プレゼントの交換はできかねます。
）

① エッセンシャルオイル
「ノーザンライトブラック
スプルース 5mL」

内容：ニンシアレッド 750ml 4本 / レモン ヴァイタリティ5ml x 1本 /
ペパーミント ヴァイタリティ5ml x 1本 / ライム ヴァイタリティ5ｍl x 1本

エッセンシャルオイル レモンバーベナ 5mL
4月28日
（水）新発売

純度100％ 太陽の光がまぶしいレモン畑のような香り
18世紀に南米からヨーロッパへ伝えられたレモンバーベナ。洗練された爽
やかな香りは､瞬く間に人々から愛されるようになり､香水､化粧品､ルーム
フレグランス､ハーブティー､料理､そしてお酒のフレーバーにまで使われ
るようになりました。

② エッセンシャルオイル
「オレンジ 5mL」

350 Present
PV

栄養補給の成分としても広く知られる
クコの実をギュッと凝縮させたドリンク
【ニンシアレッド】4本をセットにした
プレミアム キット。人気の食用アロマ
｢ヴァイタリティ エッセンシャルオイル」
3本は､その日の気分やコンディション
にあわせてニンシアレッドに合わせた
り､お食事に使ったりできるので､アロ
マ生活を手軽においしく楽しんでいた
だけます。
製品番号： 37078
PV： 100.00
シェアリング会員価格：21,384円

製品番号： 3077
PV： 20.25
シェアリング会員価格：3,190円
ショッピング会員価格：4,235円

予定数がなくなり次第終了

4月1日(木)9：30〜
新プレミアム キットが登場します！
プレミアム キット｢ニンシア４・ヴァイタリティ」

レモンバーベナは､ほんのわずかしか蒸留できない大変貴重なエッセンシャル
オイルです。そのため､一般的には少量をミックスして､香りづけに使われ
ることが多くあります。
② エッセンシャルオイル
「ユーカリグロビュラス 15mL」

エッセンシャルオイル
「ジャーマンカモミール 5mL」

エッセンシャルオイル
レモンバーベナ 5mL

※ プロモーション対象製品は､天候､生育状況等諸条件により高品質な素材が確保できなかった場合､予告なく日程変更・欠品になる場合がございます。
※ 5/26以降に新規登録された方でYLおトク便のプレゼント対象の場合は､6月のプレゼントがお手元に届きます。
※ プレゼントは不良品を除き､返品交換いたしかねます。何卒ご了承ください。
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ヤング･リビングでは､｢Seed to Seal(種の選定から製品化まで)｣の品質に
こだわって生産された100%ピュアなレモンバーベナのエッセンシャルオイル
のみをお届けしています。
その自然の恵みに満ちた香りをお楽しみください。

#NA1660N2103

製品番号： 32716
PV： 42.75
シェアリング会員価格：6,765円
ショッピング会員価格：8,910円

はじける爽やかな香り！のディフューザーブレンド
レモンバーベナ 2滴
ローズマリー

1滴

オレンジ

ペパーミント

1滴

1滴

5月に110PV以上のYLおトク便をご注文いただくともらえる
｢ローズマリー」
または
「オレンジ」
を使ったブレンドです。

マスター フォーミュラ エッセンシャル特集は中面へ

マスター フォーミュラ エッセンシャルで健やかな毎日を

今だけオトクなキャンペーン開催！
ディフューザープレゼント。
買うなら今がチャンスです !
「マスター フォーミュラ エッセンシャル」発売記念キャンペーン！

「マスター フォーミュラ エッセンシャル」
が4月､いよいよ発売！
｢マスター フォーミュラ エッセンシャル｣は､今すぐ高いパフォーマンスを発揮したいあなたへおすすめしたい､一日に必要な
ビタミンB群を10秒チャージ*で摂れるとろみサプリ。いつでもどこでも手軽に元気をチャージ。
個包装なので衛生的に持ち運びできる点も◎。
日常 の 食 生 活 で 不 足しがちなビタミンB 群 を､ 全 部まとめて1日一 本 で 摂 れるので ､ここ一 番 の 頑 張りたい 時 や ､この 春
からのボディメンテナンス､頑張りすぎてぐったりした時､毎朝のルーティンに取り入れてみてはいかがでしょう。
*1袋ずつ持ち運びできて開封して10秒で飲み干せること

新製品「マスター フォーミュラ エッセンシャル｣の発売を記念して､非売品｢ダイヤモンド
ディフューザー｣をプレゼント。｢マスター フォーミュラ エッセンシャル｣が気になる方は､
今がお買い求めのチャンス。フレッシュにスタートしたくなる春。
｢マスター フォーミュラ エッセンシャル｣は､新しい生活習慣を続けるあなたを応援します！

※イメージです。

スタート対象期間：4月中旬の発売以降〜5月31日まで (4月中旬の発売以降から5月スタート限定)
対象製品

①プレミアム キット マスター フォーミュラ エッセンシャル
②YLおトク便パック マスター フォーミュラ エッセンシャル

購入はこちら

MASTER FORMULA ESSENTIALS

マスターフォーミュラエッセンシャル
1ヵ月間しっかり試せる30本入り
製品番号30532
容量 ：13.3ml x 30本 / 箱
PV
：54.00
シェアリング会員価格 ：￥8,289
ショッピング会員価格 ：￥10,908
希望小売価格
：￥13,090

“結果”にこだわるあなたへ。お勧めしたいお得なセット
プレミアム キット
マスター フォーミュラ エッセンシャル

毎日の美しさを支える
「ファイトケミカル」果汁たっぷりのベストセ
ラー「ニンシアレッド」
に､ビタミンB群「元気成分」
をプラス。忙しい
毎日を応援します。

製品番号 38051
PV
：100.00
シェアリング会員価格 ：￥21,384
希望小売価格
：￥33,793

●新規会員の方
4月
（または5月）
新規登録時
YLおトク便で
【①】
を購入

5月
（または6月）
継続

YLおトク便で
または
【②】
を購入
【①】

継続

7月
（または8月）

YLおトク便で
または
【②】
を購入
【①】

継続

YLおトク便と一緒に
プレゼントお届け

●既存会員の方
4月
（または5月）
YLおトク便で
【①】
または
【②】
を購入

5月
（または6月）
継続

YLおトク便で
【①】
または
【②】
を購入

6月
（または7月）
継続

7月
（または8月）

YLおトク便で
【①】
または
【②】
を購入

継続

YLおトク便と一緒に
プレゼントお届け

YLおトク便パック
マスター フォーミュラ エッセンシャル

人生100年時代､いつまでも輝きたいを目指すあなたにお勧めの
パックです。毎月のおトク便注文で、続けて試して実感をプラス。

製品番号 38050
PV
：110.00
シェアリング会員価格 ：￥16,956
希望小売価格
：￥26,795

話題の新製品が当たるプレゼントクイズなど実施します！
公式SNSをお見逃しなく！

新製品
「マスター フォーミュラ エッセンシャル」
の発売決定を記念して、
ヤングリビング公式SNSでは様々な企画を実施します。
フォローして、
最新情報をお見逃しなく♪

Facebook
健康に関するコラムや、
YL社員の
手作り動画など、
毎週金曜日に
最新情報を配信中！ぜひアクセス
してみてください！

内容

内容

マスター フォーミュラ エッセンシャル 1箱
（13.3ml x 30本）

マスター フォーミュラ エッセンシャル 1箱
（13.3ml x 30本）

ニンシアレッド 750ml 2本

ニンシアレッド 750ml 2本

オメガジャイズスリー 1個
（120カプセル）

6月
（または7月）

Instagram
「ストーリーズ」
で新製品が当たる
クイズを実施！

24時間で消えてしまうので・・
要チェックです！

YL share
見逃してしまったセミナーはこちら
から！ iOS / Android対応の公式
アプリです♪
iPhoneやiPadなどの
iOSデバイスはこちら
（App Store）

Androidの
デバイスはこちら
（Google Play Store）

